
■「磨厚岸専闇と屠冴

宮崎市部医師会病院 

しぼた上しさと 宮崎市郡医師会病院副院長ノ心腰病センタ－柴田剛徳 

l
はじめに

公益社団法人宮崎市郡医師会病院（図1）は，

1984年に宮崎市の東部に開設され，医師会立の病

院でありながら公共性が高く，宮崎市にある3つ

の災害拠点病院のひとつでもあり，まさしく宮崎

市民の急性医療を担う基幹病院である．現在，診

療科は内科，循環器内科，外科．心臓血管外科，

整形外科，産婦人科，麻酔科．放射線科，リハビ

リテーション科で，その他心政病センター，周産

期母子医療センター，緩和ケア病棟があり宮崎市

と医師会で運営している夜間急病センターも併設

されている．

一般外来を持たず，患者の98％は他院からの紹

介もしくは救急搬入で，逆紹介率は140％を超え

図1宮崎市郡医師会病院（航空
写真）病院長　川名隆司

る．開院以来，紹介と救急隊からの患者の受け入

れを断らない診療をポリシーとして受け継ぎ，病

病・病診連携だけで成り立っていることが大きな

特徴である．病床数は248床で中規模ながら，90

床（内ICU6床，CCU6床）が心蔵関連に割り

振られている．循環器医療に力を入れている施設

で，ほぼすべての心臓・血管閑適の疾患に対応で

きる強みがある．

l
心臓病センターの沿革

開院当時より循環器診療は行われていたが，

1992年冠動脈造影検査と経皮的冠動脈形成術が

開始され，1996年から心臓血管外科手術室と心臓

センターのICU6床，CCU6床が増設され　開
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図2　心臓病センタースタッフ

最前列中央が筆者で，右側が矢野心臓血管外科科長．左側が脳に．栗山循環器内科科長

（インターベンション専門医）．渡造循環器内科・検査科科長（心エコー専門医）．足利

循環器内科科長（不整脈専門医）．最前列左から2番目が仲間循環器内科医長（EVT専
門医），中央列左から3番目が古堅循環器内科医長（ストラクチャルHD専門医）．

心術が行われるようになった．その後2007年より

冠動脈CT検査，2009年よりカテーテルアブレー

ションができるようになり，2012年から県内全域

を対象としたモービルCCUが導入された．その

他，運動負荷心エコー検査，ペースメーカー植込

み術，CRTD，ICD植込み術，末梢血管インター

ベンション，心臓リハビリテーション，大動脈弁

狭窄症に対するバルーン治療（BAV），僧帽弁狭

窄症に対するバルーン治療（PTMC）．閉塞性肥大

型心筋症に対する経皮的中隔焼灼術（PTSMA），

慢性血栓性肺動脈高血圧症に対する経皮的肺動脈

拡張術（BPA），さらに今年4月より経カテーテ

ル大動脈弁置換術（TAVI）の治療が可能になっ

た．外科では，センター開設後より大動脈疾患

手術，冠動脈バイパス術をはじめ，Off－PⅦnpby－

pass，弁置換術，形成術，ステントグラフL

MICSとあらゆる治療が可能になった．

l
心臓病センターの現況

心臓病センター医師スタッフ（図2）は，25名

（循環器内科医21名，心蹟血管外科医4名）で，

心臓血管外科医は，宮崎大学心臓血管外科より派

遣されているが，循環器内科医は県内よりも県外

出身者が多く，出身大学では，現在，地元宮崎大

学6名，熊本大学3名，九州大学2名，佐賀大学

2名，北海道大学2名，大分大学1名．大阪大学

1名，久留米大学1名，札幌医科大学1名．千葉

大学1名，帝京大学1名が勤務している．

日常業務は診療・教育・研究の三本立てで行っ

ている．無論，時間の大半は診療にあてられる

が，教育に関しては，循環器内科医全員で平日の

毎日早朝カンファレンス，心臓血管外科医との重

症患者カンファレンス，ICtJ，CCU回診，夕方に

も検査や治療カンファレンスが行われる．具体的

には，早朝の午前7時40分からの30分間，月．木

曜日は担当医を決めて疾患別，治療別レクチャー，

火曜日は論文抄読会，水曜日は心エコーカンファ

レンス，金曜日は（TAVI）バルブカンファレン

スが行われる，毎夕は，PCI，EVT，カテーテル

アブレーション，ストラクチャルHDの各ユニッ

トリーダーのもと．同日の冠動脈造影検査の結

果やその治療方針，PCI，EVT，カテーテルアブ

レーションなどの経過報告やその問題点，さらに

翌日の同治療の術者やストラテジーについて検討

される．また，重症患者の診断や検査，治療方針

なども必要に応じて議題に上がる．

いつでも臨床研究やデバイス・薬物などの治療
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評価判定ができるように20年前よりデータベー

スを作成し，日常診療のなかで，狭心温　急性冠

症候群，PCI，EVT，カテーテルアブレーショ

ン，心エコーなどの結果や長期経過について打ち

込むことを義務づけている．その他，心臓超音

波検査技師が24時間院内に勤務しているので，

2002年より深夜であっても入院直後からその後

の経過まで急性心筋梗塞患者の壁運動や弁逆流の

正確な心エコー動画が保存されていて，現在の研

究に寄与している．昨年より米国メイヨークリ

ニックへの医師派遣とともに同病院と提携して

PCI後の心筋梗塞における虚血性僧帽弁閉鎖不全

の3D解析に関する共同研究を行っている．今年

7月からさらに1名が，ルイジアナ州立大学医学

部へ留学予定である．

l
診療実績

2013年の1年間に急性冠動脈症候群疑いで紹

介された患者数は1，200名でこのうち緊急冠動脈

造影検査をしたのは416名，さらにPCIを施行し

たのは301名，緊急手術は20名であった．このよ

うに多くの施設から紹介を受けるため，急性心筋

梗塞のPCI治療数は県内のおよそ45％である．

最近3年間の循環器内科の入院患者数は2013年

3，481名，2014年3，567名，2015年3，523名で，この

うち集中治療加算された患者はそれぞれ603名，

516名，483名であった．図3にこの1，602名の病

名を示したが，全体の50％以上を急性冠症候群が

占めている．

1992年からPCIが開始され，その後治療件数

は年々増加したが，ここ数年は年間約900件であ

る（図4）．そのなかで，急性心筋梗塞に対する

PCIは，年間250～300件で全体の3分の1を占

め，死亡率は5％前後である（表1）．表2に

2015年の主な検査，治療実演を示した．特に心臓

超音波検査が増加して1日80件を超える日も少

なくないため，心臓専門超音波検査技師は現在11

名在籍して交代で検査にあたり，毎夕心エコー専

門医のもと，修練医と超音波技師でリーディング

図3　2013～2015年心臓病センタtlCU．CCU患者

を行っている．問題のある症例や珍しい症例に関

しては，フィードバックするため随時朝夕のカン

ファレンスで報告される．

l
心臓病センターの特徴

当心臓病センターの大きな特色は，強固なハー

トチームとしての共同診療体である．当センター

は，DPC全国統計に基づく病院情報局ランキン

グにおいて急性心筋梗塞の治療件数全国6位の実

線があり，冠動脈疾患治療に関するhghvolume

centerに位置づけちれる急性期病院であり，循

環器内科医21名のなかに，冠動脈インターベン

ション専門医のはか，カテーテルアブレーション

を行う不整脈専門医，フットケアを含めた末梢血

管インターベンションの専門医，心エコー図を中

心とした非侵嬰的診断の専門医がおり，常に同じ

チームとして密接な関係で診断治療を行ってい

る．朝夕のカンファレンス以外の日中も，動線の

よい各部署間を行き来しながら患者にとって最適

なアプローチをリアルタイムで相談しあいながら
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図4　PCl治療件数

表1急性心筋梗塞に対する緊急PCl治療成緩

2010　　　2011　　2012　　　2013　　　2014　　　2015

緊急症例数　　　210　　　261　　256　　　301　　290　　　253

初期成功率　943％　954％　940％　944％　952％　953％

合併症

死亡率　　　52％　　4．6％　　55％　　30％　　28％　　40％

緊急手術　　05％　　　0％　　04％　　　0％　　　0兆　　04％

緊急沿癖による死因の大半は，急性心筋梗塞症の合併症による心原性ショック，

心不全．心臓破裂．心室中隔穿孔，もしくは脳出血，肺炎．敗血症など心臓以外
によるものである．

表2　2015年心臓病センター検査・治療臭蹟

14　　　　0n Pump

23　　　　弁＋バイパス

7　　　　単独弁手術

1　　　胸部　腹部大動脈

2　　　　ステントグラフト

11．735

9447

493

1795

218（緊急48）

17

32

18

63

36

27
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診療をしているため，フットワークがよく．かつ

スピーディに初診患者および救急患者のケアを進

める事ができる．心臓血管外科医は4名常駐し，

いつでも連絡を取り合える状況にあるので，外科

的処置・手術が必要な場合には即座に対応可能な

環境が整っており，患者に最適な医療を提供する

ことができる恵まれたシステムといえる．

他院からの紹介でカテーテルアブレーションの

ため不整脈専門医を受診した患者を例にあげれ

ば，まずスクリーニングの心エコー図検査で未診

断の弁膜症と診断され　心エコ一国専門医がその

重症度と手術適応を判断．不整脈専門医と同席し

て患者さんに病状を説明する．そこにカテラボ担

当主治医が来て術前カテーテル検査の日程を調整

すると同時に心臓外科医に連絡して大体の術式を

ディスカッションした上で希望の手術日程を確保

し，場合によっては外科手術に先行してカテーテ

ルアブレーションを施術する日程を決める．この

過程が外来当日にすべて完了することは，日常よ

くみられる共同診療の場面であり．中規模病院な

らではの患者主体の診療体制であるといえる．最

近の救急場面でいえば，ある午後，心臓外科が定

例手術を終えようとしていたところにERに到着

した心筋梗塞患者がみるみるうちに心不全とな

り，firsttouchの心エコー図で乳頭筋断裂と診断

した次の瞬間，報告を受けた外科側はすぐさま緊

急手術の準備を開始，同時にカテ室ではインター

ベンションチームが準備を整え．起坐呼吸の患者

を挿管LmBP挿入，冠動脈造影まで12分で終

了，オペ童へ搬入．ショックバイタルぎりぎりで

人工心肺駆動開始し救命に至ったことも当院なら

ではのスピーディな共同体制の賜物であろう．そ

の他，週2日体制の病理医との連携も強く，心筋

生検の標本はエコーを供覧しながらディスカッ

ションしており，病態の理解を深めることに大き

く責献している．急性心筋炎を疑った場合などの

緊急時は．生検の数時間後にはHE模本が作製さ

れ．病理医不在の場合には心エコー図担当医が初

期病理診断をし，必要な場合には病理医に所見を

送り緊急に診断を仰ぐことも可能な体制となって

いる．このように当センタースタッフは，各専門

ユニットの高いレベルを保つと同時に，ユニット

間の垣根をつくらないことで，ひとつのチームと

して目の前の患者にとってスピーディかつ最善の

対応ができる体制づくりを常に心がけており，コ

メディカルも含め，最高水準の循環器診療を提供

できることを目指し，日々努力している．

l

学会活動・臨床治験・臨床研究・

地域社会とのかかわり（図5）

症例数が豊富なことと，先ほど述べたように私

が赴任した20年前よりデータベースも蓄積され

ているため，学術発表は今年3月仙台で行われた

日本循環器学会総会でも一般演題17題，シンポジ

ウム2題，Late Breakingl題採択され，計20演

題発表することができ，4月の大阪での心エコー

図学会でも23演題発表した．昨年の国際学会は

ACC，AHA，ASE，ESCを含め26題で，その他，

全国学会，地方会，研究会，講演会発表を加える

と年間200題を超える（表3）．論文も昨年13編

（英文9）作成した．臨床治験・研究は年々増加

していて，現在進行形のものは，治験は12試験

（医薬品7，機器5），医師主導の多施設共同研究

を4件行っている．

また，病診連携を深めるために，医療関係者を

対象にした研究会を年間20回以上（心放病研究会

9回．循環器セミナー5回．実地医家のための心

エコー勉強会2回．宮崎インターベンション研究

会2回，宮崎心エコー研究会2回．地域連携で心

不全を考える会1回，宮崎心臓リハビリテーショ

ンセミナー1回）開催し，近隣施設との交流とと

もに最新医療情報を発信している．特に実地医家

のための心エコー勉強会では，市内開業医施設を

借りて開催し，あえて腹部・心臓超音波汎用機を

使用して実際に心エコーのデモや実技指導を行

い，診療の手助けに努めている．また，年間20回

以上　延べ100回を超える院内インターベンショ

ンワークショップを開催し，現在までに国内外の

千人以上の医師にPCIの治療見学と手技や技術
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図5
A・ブラックジャックセミナー．B　市民公開講座風見C：インターベンションワークショップ風景，D：2016年日本

心エコー図学象E：病理医と心エコー専門医によるディスカッション風景．ア：実地医家のための心エコー勉強会風

見G・術中心エコー検査風景．H・心エコーラボ（心エコー画像，心力テ重り＼イブリット室のテレビカメラ画像と
血管造影画乱　心慮外料亭禰室がモニターで同時に観察できる〉

表3　循環器内科学術業続

2010　　2011　2012　　2013　　2014　　2015
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理論の理解を深める機会をつくっている．

地域社会への取り組みとして，1～2年に1回

の頻度で循環器疾患予防をテーマに市民公開講座

を行っていて，今年10月で第8回目を迎える．さ

らに，当心臓病センター医晩　コメディカルス

タッフと事務員，計50名を動員して，医療に興味

を持ってもらう目的で地元の高校生およそ40名

を対象に，縫合手術，カテーテル治療，心肺蘇

生，心エコー検査，心臓リハビリテーションなど

の擬似体験をする　〈ブラックジャックセミナー〉

を年1回開催している．

l
今後の課題

急性期医療を担っている施設であれば，どこで

もそうであろうが，ベッド数に限りがあり，3年

前より外来カテーテル検査を導入した．しかし．

今後も入院患者が増加していく可能性が高く，重

症患者の入院日数を考えるとさらに強固な後方支

援病院との連携が必要になっている．

l
おわり　に

当院は建設されて30年以上経過し，老朽化して

おり，さらに日向灘に面しているため位置的に災

害，とりわけ大きな津波が生じた場合．大惨事と

なることが予軌されるため4年後に少し高地の

内陸部へ新築移転する計画である，今後はさらに

地域に求められる医療を目指すため，施設の充実

を図らなければならない．そのためには，循環器

診療に情熱のある医師が多く集まることが最重要

課題である．

最後に，私事ではあるが1994年から3年間，倉

敷中央病院に在籍していた．そこで恩軌　敏光藤

和明先生からカテーテル治療だけでなく，地域医

療・チーム医療の大切さの教えを受けた．また，

熊本中央病院時代の上司で大学の先輩でもある常

藤太郎先生には，福岡県出身の私をここ宮崎へと

導いていただいた．そして医師会病院では，元医

師会会長∴綾部隆夫先生に20年にわたり多大なご

助言と心臓病センター発展へご尽力頂いているこ

とを心より感謝している．

＊　　　　　　　　　　　　　　＊
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