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11
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13
14
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16
17
18
19
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00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
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00 20 40

川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

さいわい

さいわい

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

時
7

00 20 40

9
11
12

00 20 40
00 20 40
00 20 40

10 30 50

15 35 55

10 30 50
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10 30 50
10 30 50

15 35 55
15 35 55
15 35 55
15 35 55
15 35 55

00 30

15 45

00

15

00 30

川崎クリニック
時
8
10

ヨドバシ
カメラ

15

15 45

※利用者がいない場合は運休となります。

9
川崎駅前交番
東口
地下街
1番出口

15 45

アゼリア
地下街

バス乗場

東口
シャトルバス乗場
（一般車乗降場）

東口

川崎クリニック発
川崎駅東口行

川崎駅東口発
川崎クリニック行

10 30

00 20 40

50 00 20 40

11
12
13
14
15

00 20 40 10 30 50
00 20 40 10 30 50
00 20 40 10 30

土曜・祝日は運行しておりません。

※川崎クリニック直通です。
さいわい
川崎幸病院・川崎 幸 クリニックに
は行きませんのでご注意ください。
※定員９名のワンボックスカーです。

石心会グループ神奈川地区

川崎幸病院

神奈川県川崎市幸区大宮町 31番 27 TEL : 044 - 544 -4611（代）

川崎 幸 クリニック

神奈川県川崎市幸区南幸町 1丁目 27番 1
外来予約電話番号：044 - 511-2112

一般外来・人工透析

さいわい鹿島田クリニック

神奈川県川崎市幸区新塚越 201 ルリエ新川崎 3・4F
外来予約電話番号：044 - 556 -2722

一般外来・人工透析

川崎クリニック

神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1 川崎日進町ビルディング6・7・8F
外来予約：044 - 222 -9259 透析センター：044-211-6500

一般外来

さいわい

（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）

人間ドック・生活習慣病健診 アルファメディック・クリニック
（電話予約が必要です）
企業健診・一般健診
（電話予約が必要です）

川崎健診クリニック

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 -16 川崎テックセンター8F
予約電話番号：044 - 511-6116
神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10 - 5 クリエ川崎 8F
予約電話番号：044 - 511-6116

定位放射線治療
新緑脳神経外科
神奈川県横浜市旭区市沢町 574 -1 TEL : 045 - 355 - 3600
脳ドック
（横浜サイバーナイフセンター）
在宅事業部 さいわい訪問看護ステーション TEL:044-556-4213 新川崎居宅介護支援事業所 TEL:044-522-6307
在宅医療・
在宅看護・
在宅介護

さいわい訪問看護ステーション夢見ヶ崎 TEL:044-599-1205
さいわいヘルパーステーション TEL:044-522-6871

福祉用具レンタルさいわい TEL:044-522-6312
かしまだ地域包括支援センター TEL:044-540-3222

いま求められる医療をもっと高めたい
社会医療法人財団

石心会

石心会グループ本部事務局
TEL:044-511-2266（代）
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館4F

表紙： 伝統家屋の塀
池原隆（川崎美術協会会員）

http://www.sekishinkai.or.jp

救急・急性期医療・
放射線治療・人工透析

アトレ川崎
エスカレータ

さいわい

00 （30）※

15 45

（代）
044-511-2266

10

00 20 40

川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行

川崎 幸 クリニック行

15 45

土曜・祝日は運行しておりません。

日航
ホテル

川崎幸病院発

10 30 50

15

時計

00 30

12 （00）※（30）※
14

JR川崎駅

15 35 55

10（川崎駅西口行）

バス
乗場

30

西口

電話 ：

00 20 40

8

11

15 35 55

10 30 50

さいわい

歩道デッキ

10

西口

13
改
札
口

15 35 55

10 30 50

9

ラゾーナ川崎
高架通路

歩道デッキ

15 35 55

10 30 50

［土曜日］
川崎駅西口発
川崎幸病院行

バス乗場

15 35 55

10 30 50

8

（一般車乗降場）

15 35 55

10 30 50

時

1F・西口
シャトルバス乗場

川崎クリニック発
川崎駅西口行

212-0013 川 崎 市 幸 区 堀 川 町 ５ ８ ０ソリッドスクエア東 館 ４ Ｆ

00 20 40

8
9

川崎幸病院発

川崎 幸 クリニック行

→

7

川崎クリニック

さいわい

川崎駅西口発
川崎幸病院行

川崎駅西口発
川崎クリニック行

運行は月〜土曜日（祝日含む）、
日曜日は運行しておりません。

土曜の午後、日曜・祝日は運行しておりません。
［平日］

時

JR 川崎駅
東口

〒

川崎幸
クリニック

川崎
クリニック

編集長 ： 倉重 成忠

JR 川崎駅
西口

JR 川崎駅
西口

さいわい

川 崎 幸 病 院 ／ 川 崎 幸 クリニック／ 川 崎 クリニック／さいわい鹿 島 田 クリニック／ 新 緑 脳 神 経 外 科 ／ アルファメディック・ クリニック／ 川 崎 健 診 クリニック／ 石 心 会 グループ在 宅 事 業 部

JR川崎駅の東口、西口の２カ所から

川崎幸病院

発行責任者 ： 石井 暎禧

無料シャトルバスのご案内

あおぞら

石心会グループ
神奈川地区広報誌

7 月1 日
第二川崎幸クリニック開院

5
2 0 1 5

７月１日
第二川崎幸クリニック開院（予定）

巡回ルートバスのルートを変更
第二川崎幸クリニックの開院によって、７月１日
から JR 川崎駅西口からの巡回バスのルートが変わ

第二川崎幸クリニック診療科一覧
外科、脳神経外科、脳血管内治療科、

ります。現在の JR 川崎駅西口⇒川崎幸病院⇒川崎

心臓血管外科、血管外科、IVR 科、形成外科、

幸クリニック⇒ JR 川崎駅西口から以下になります。

乳腺外来

（予定ルート）

消化器内科、泌尿器科、婦人科

JR 川崎駅西口⇒川崎幸病院⇒川崎幸クリニッ
ク⇒（石心会さいわい保育園）⇒第二川崎幸ク
リニック⇒川崎幸クリニック⇒ JR 川崎駅西口

外来化学療法
胃・大腸内視鏡検査、各種画像診断、血液検査、
生理検査、各種健康診断

川崎幸クリニックには２度立ち寄ることになりま
す。詳しいルートマップと時刻表は次号に掲載します。
川崎市立南河原小学校

第二川崎幸クリニック
１階受付付近の完成予想図

南河原公園

予約電話は044-511-2112で統一

延命寺

第二
京浜

第二川崎幸クリニックは、７月１日に開院します。川崎幸クリニックが患者さんで混雑を
極めたため、第二川崎幸クリニックをつくり、外科系を中心に移転します。川崎幸クリニッ
クと第二川崎幸クリニックは建物や名前は別でも内容は合わせて一つのクリニックです。

幸風苑

さいわい保育園

第二川崎幸クリニックの場所
第二川崎幸クリニックは旧川崎幸病院の跡地にあ

れる方は、まず外来予約電話受付センター専用の

ります。川崎幸クリニックから徒歩で数分のところで

044-511-2112 で電話をお受けします。この予約

す。（地図参照）

神奈川県警察
幸警察署

（旧・川崎幸病院）

川崎市幸区都町 39-1

都町

いなげや

電話は、以前から川崎幸クリニックの予約専用の電

外来化学療法の新設

話番号です。
予 約の受 付 時 間は、 月曜日から金 曜日 8:00 〜

たな診療として加わります。これまで、川崎幸病院

20:00、 土 曜 日 8:00 〜 17:00、 日 曜 日 8:30 〜

で実施していた外来の化学療法を、第二川崎幸クリ

17:00、祝日 9:00 〜 17:00 です。

ニックに移設します。

川崎幸クリニック

梅園幼稚園

抗がん剤によるがん治療を行う外来化学療法が新

再診以降は診察時に担当医が予約を受けます。

南河原

温泉通り

川崎信用金庫
御幸支店

諏訪公園

石心会 News
■ 川崎幸病院

3月の救急車搬送の受け入れ患者数
川崎幸病院に救急車で搬送され

３月のかわさき健康塾

４日（水）の料理教室では、「ヘル
シーメニューでお花見パーティー」を

川崎西口商店会
「チャリティー桜まつり」
23 日（月）に石部里紗・検査科／

ティーでした。

幸消防署
南河原出張所

第二川崎幸クリニック内覧会
６月 26 日（金）午後１時〜３時
７月１日（ 水 ） に開 院 予 定 の
第二川崎幸クリニックは、開院に
先立ち６月 26 日（金）に、通院

臨床検査技師による「尿と検査」は、

４月 19 日（日）、毎年恒例のチャリ

でした。

今まであっても不思議ではない講演で

ティー桜まつりが東芝川崎本社前で

患者さん、地元の皆さん、かわさ
き健康塾にご参加のみなさんに向

かわさき健 康 塾に参 加された方は

人でした。昨年の同月は 814 人で、

1,210 人で、 講 演 数 34 でした。 同

桜の開花には早過ぎましたが、バラ

した。尿と検査に疑問をお持ちの方が

開催されました。川崎幸病院、かわ

21 人 2.6％増加しました。

塾が 2012 年に始まってからの参 加

の花に似せた飾り巻き寿司、ヘルシー

多く、会場を埋め尽くすほどの参加者

さき健康塾がブースを出して、血管

人数は累計４万 3,499 人で、間もな

つくね、若竹汁、そしてサクラようか

70 人がいらっしゃいました。

年齢測定や血圧測定を行いました。

く４万５千人に到達します。

んを食べながら一 足 早いお花 見パー

9,659 人で、14 年度 9,593 人と比

横浜銀行
御幸支店

開催しました。参加されたのは 19 人

た、 ３ 月 の 患 者 さ ん の 総 数 は 835

2015 年 度 の 受 け 入 れ 総 数 は、

2

べると 66 人増でした。

ハッピーロード

川崎幸クリニックと第二川崎幸クリニックを受診さ

来場されたのは 130 人でした。

けて、クリニック内を自由に見て
いただく内覧会を行います。
時間は午後１時から３時です。

3

かわさき健康塾
地域の皆様が病気や医療について知識を深め、 健康維持 ・
増進、 疾病の早期発見 ・ 早期治療に役立てていただける
よう、 医学公開講座
（かわさき健康塾）
を開催しています。
開催日

特別
講座

11日（月）
12日（火）

一般公開講座

特別
講座

13日（水）

参加費無料

定員になり次第受付終了とさせていただく場合がございます。
講座開始時間にも、ご注意ください。
川崎市以外にお住まいの方もご参加いただけます。
講
啓和会 野末整形外科歯科内科
介護予防室長/健康運動指導士

清水 京子

10:00 〜11:00

認知症とともに歩む ～心理面での理解と支援について～
脳神経外科医師
脳卒中について学びましょう！
脳血管センター
診療放射線技師
脳梗塞の画像診断 －CT編－
放射線科
川崎ファミリークリニック
うつ病における在宅医療と実際の現場 法人副本部長 医療相談員/精神保健福祉士
循環器内科医師
胸の痛みを感じたら・・・～狭心症について～
心臓病センター
安心してお家で療養するために ～川崎幸病院の退院調整について～ 社会福祉士
医療相談科
腎臓内科医師
塩分と高血圧 ～見えない脅威・塩～
腎臓内科部長
臨床工学技士
人工透析最前線 〜血液疾患と治療方法〜
CE科透析室/主任
新川崎眼科
白内障と緑内障について
院長
泌尿器科医師
前立腺がんを早く見つけるために
泌尿器科部長
皮膚・排泄ケア認定看護師
排泄の悩みを解決しよう!!!
看護部
健ナビ薬樹薬局/薬剤師
もっと知りたいジェネリック医薬品
あなたに合った摂取エネルギー知っていますか？ 健ナビ薬樹薬局/管理栄養士
川崎リウマチ・内科クリニック 院長
やさしい関節リウマチのおはなし

稲富 正治

14:00 〜14:45

14:00 〜14:45

15日（金）

14:00 〜14:45

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

16

日（土） 15:00 〜15:45

特別
講座

19日（火）

14:00 〜14:45

特別
講座

20

どなたでもご参加いただけます

14:00 〜14:45
14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

日（水） 13:30 〜14:30
14:00 〜14:45

21日（木） 14:45 〜15:45

医療法人

川崎幸クリニック 臨床心理士
心理相談室/室長

やさしい放射線治療の話 ～前立腺がんについて～
リハビリのプロが教える
寝たきり予防のヒケツ

～ロコモ・メタボ・認知症を防ぐ＋10分！～

22日（金）

14:00 〜14:45

25日（月）

14:00 〜14:45

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30
14:00 〜14:45
14:45 〜15:30
15:30 〜16:00
14:00 〜14:45
14:45 〜15:30
15:30 〜16:00

28
29日（金）

日（木） 14:00 〜14:45
14:00 〜14:45

放射線治療医師
放射線治療センター長/副院長

松田 悠史
晋

長澤 建一郎

ルリエ新川崎
（40人）

秋山 和英
鈴木 理仁
酒井 千鶴子
中村 広樹
恵

小井戸 則彦

不破 相勲

放射線診断医師
放射線診断科部長

信澤

管理栄養士
栄養科

宏

川崎日進町ビルディング
6階 川崎クリニック
会議室（50人）

伊藤 瑞枝

柳沢 勇一郎

テーマ

このサインに注意を～

彦坂 玲子

摂食・嚥下障害看護認定看護師
看護部
臨床検査技師
検査科/主任

理学療法士
リハビリテーション科/科長
内科医師
副院長 / 内科部長
看護師
看護部/主任
デンタルクリニックK
院長

川崎市産業振興会館
9階
第 3研修室A・B室（99人）

石部 里紗
堂地 克志
山﨑 将人
十倉 淳紀
齊藤

圭

春日 めぐみ

川崎市産業振興会館
9階
第 3研修室A・B室（99人）
ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）
川崎日進町ビルディング6階
川崎クリニック会議室（50人）

主催団体

沢

丞

塚越のひだまり

甲斐 明美

ナイス株式会社

岡田 耕一郎

河原町ふれあいサロン

手塚 純一

桜本 2 丁目 町内会

沢

小倉のひだまり

丞

園井 純子
齊藤

●企業・町内会、 各種団体への”出張講座”を無料で承ります。〜まずはお気軽にご相談ください〜
※ご希望の3 ヶ月前を目安にご連絡ください。内容によってはご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

※主催団体への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 ※ 2 講演目以降の参加をご希望の方は、 開始時間 5分前を目安にお越しください。
※講演テーマ、 講師は予告なく変更になる場合もあるため、 最新の情報は川崎幸病院ホームページ http://saiwaihp.jp/ でご確認ください。

●かわさき健康塾についてのお問い合わせ先：TEL.0 4 4 - 5 4 2 - 7 007

博

講師
内科医師
副院長 / 内科部長

22日（金） 日中の眠さ・だるさ・疲労感・その症状もしかして… ～睡眠時無呼吸症候群のおはなし～

看護師が伝えるシリーズ ～頭の病気

ミューザ川崎シンフォニーホール
4階研修室 1＋2＋3（81人）

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室 1＋2＋3（81人）

肩こり・腰痛・膝痛を100倍楽しむ方法
消化器内科医師
胃潰瘍・十二指腸潰瘍について
消化器病センター
デンタルクリニックK
知ってなるほど! 歯周病講座 ～歯を失う原因は歯周病?? ～
院長
看護師
看護師が伝えるシリーズ ～川崎幸病院、泌尿器科の紹介～
看護部/主任
整形外科医師
整形外科副部長

川崎日進町ビルディング6階

圭

南河原地区社会福祉協議会 /
南河原地区すこやか活動推進委員会
地域子育て支援センター あすなろ

川崎クリニック会議室（50人）

「塩分と高血圧」

5月 18日（月）14:00 〜14:45
川崎市産業振興会館

9階第 3研修室A・B室（99人）

「前立腺がんを
早く見つけるために」

～見えない脅威・塩～
宇田晋

鈴木理仁

腎臓内科部長／腎臓内科医師

泌尿器科部長／泌尿器科医師

塩分は高血圧症と深く関わっていることが知られ

前立腺がんは前立腺肥大症とともに、中高年の男性

ています。その摂取量が多いと血圧は上がりやすく、

が注意すべき病気です。前立腺がんの PSA 検査は採

その結果多くの臓器に悪影響を及ぼします。中でも

血のみで、前立腺に特異的なタンパク質の一種「PSA」

脳卒中や慢性腎臓病を引き起こすことは有名です。

の値を測定します。精度が高く、簡単に受けられます。

したがって塩分を制限することは高血圧の予防と治

前立腺がんには手術療法、放射線療法、内分泌療法

療、脳卒中や心臓病などの循環器病の予防に重要で、

など、さまざまな治療法があります。

それ以外の病気にも好影響が期待できます。

5月 22日（金）14:00 〜14:45

5月 21日（木）14:45 〜15:45

ソリッドスクエア西館 1階 2番会議室（63人）

「リハビリのプロが教える寝たきり予防のヒケツ」
～ロコモ・メタボ・認知症を防ぐ＋10分！～
猪田佐和乃
出口貴子
川崎幸クリニック
リハビリテーション室／
理学療法士

2番会議室（63人）

放射線IVR科医師
放射線IVR科医長

消化器病センター 外科副部長

生活習慣病についての話 ～糖尿病も含む～

川崎市産業振興会館
9階
第 3研修室A・B室（99人）

田中 良明

福永

23日（土） 五十肩・腰痛・膝痛サヨナラ ～軽い体操をしながら～

2階集会室

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室 1＋2＋3（81人）

血圧の話 ～高血圧について知ろう!! ～
川崎幸クリニック
泌尿器疾患について
泌尿器科
臨床検査技師
尿と検査 ～おしっこからどんな事がわかるの？～
検査科
がん闘病ドキュメント 前編 ～家族がまさかのがん宣告！迷いと葛藤、そして決断へ～ 事務部
管理室
無症状のうちに進行する肝臓がん、その対処法
消化器病外科医師

～3部作 その2 診断編～

川崎日進町ビルディング
6階 川崎クリニック
会議室（50人）

出口 貴子

循環器内科医師
心臓病センター副センター長/循環器内科副部長

27日（水） 小児歯科の実際
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川崎日進町ビルディング
6階 川崎クリニック
会議室（50人）

川崎幸クリニック
リハビリテーション室/理学療法士

～悪玉コレステロールの上がらない食事療法～

18日（月） 嚥下機能を高めよう ～嚥下障害の予防について～

26日（火）

聡

津田 泰任

猪田 佐和乃 ソリッドスクエア西館 1階

15日（金） 生活習慣病についての話 ～糖尿病も含む～

主催団体の方たち
限定となります

作間

ソリッドスクエア西館 1階
3番会議室（60人）

川崎幸クリニック
リハビリテーション室/理学療法士

切らずに治す子宮筋腫 ～子宮動脈塞栓術～
ＣＴで診るあなたのお腹 ～こんな病気がわかります～
必見！栄養士が推薦する食事療法

開催日

出張講 座

石田 和史

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室 1＋2＋3（81人）

若尾

5月 15日（金）14:00 〜14:45

川崎市教育文化会館 4階
第 1・2・3学習室合併（108人）
川崎日進町ビルディング6階
川崎クリニック会議室（50人）

長山 剛太

宇田

5 月のかわさき健康塾から

開催場所（定員）

元気になる体操実践編 !!!

14日（木）

27日（水）

師

14:00 〜14:45

14:00 〜14:45

26日（火）

5 月 開催スケジュール

テーマ

18日（月）

特別
講座

お申込み不要

時間

14:45 〜15:30
特別
講座

2015年

川崎幸クリニック
リハビリテーション室／
理学療法士

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階研修室 1＋2＋3（81人）

「切らずに治す子宮筋腫」
～子宮動脈塞栓術～
不破相勲

放射線IVR科医長／放射線IVR科医師

子宮筋腫は、成人女性の 4 人に 1 人がもつ良性腫瘍

ロコモティブシンドロームは、メタボリックシン

です。30 ～ 40 歳代によく発見されます。大半は、症

ドロームや認知症と並び、「健康寿命の短縮」や「寝

状や問題もあらわれません。日常生活に支障が生じて治

たきりや要介護状態」の大きな要因になっています。
寝たきりの直接の原因は 1 位脳血管疾患、2 位認知症、
3 位加齢による老衰や老弱で、次いで多いのが「骨折・
転倒」です。これらを防ぐには、栄養バランスの良

療が必要となるのは、少数の方です。動脈塞栓術は、
局所麻酔で皮膚の小さな切開から、細い管（カテーテル）
を動脈内に挿入して行う治療です。これによって過多月
経、不正出血、疼痛などの症状が改善します。

い食事により基礎的な体力を維持し、また、日常的
に体を動かして筋力を維持することが大切です。

登録医のみなさんの講演

13日（水）14:00 〜14:45

ソリッドスクエア西館1階3番会議室（60人）

「うつ病における在宅医療と
実際の現場」
作間聡

川崎ファミリークリニック法人副本部長
医療相談員／精神保健福祉士

うつ病は、塞ぎ込む、興味や喜びを
感じない、食欲がない、眠れない、
体がだるい、集中できないなどの症状
が２週間以上にわたり続く状態の病気
です。高齢社会の進展とともに、うつ
病の高齢者が増加しています。

16日（土）15:00 〜15:45
ルリエ新川崎

2階集会室（40人）

「白内障と
緑内障について」
秋山和英

新川崎眼科院長

28日（木）14:00 〜14:45

ソリッドスクエア西館1階2番会議室（63人）

「知ってなるほど! 歯周病講座」
～歯を失う原因は歯周病?? ～
齊藤圭

デンタルクリニックK院長

白内障は水晶体が濁って、見え

歯周病は、細菌の感染による炎症性

にくくなる病気です。緑内障はしだ

疾患です。歯と歯肉の境目の清掃が行

いに視野が欠け、視野が狭くなっ

き届かず細菌が停滞すると、歯肉が赤

ていきます。緑内障は処置が遅れ

くなったり、腫れたりします。進行する

ると失明する可能性もありますが、

と、歯を支える土台が溶けて歯が動き、

白内障は網膜や視神経が傷むわけ

最後は抜歯をしなければいけなくなり

ではありません。

ます。
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あおぞら スクエアー

蘇生救急連携セミナーを開催

石心会グループ入社式
４月１日、神奈川地区と埼玉地区の石心会グルー
プの入社式が川崎市で行われました。今年大学、
専門学校などを卒業して入職したのは、医師 10 人、
看護師 43 人、その他 57 人の合計 110 人でした。
石井暎禧理事長は、「高齢化がますます進む中、み
なさんの若い力が必要になります。地域の医療を支
えるために頑張って下さい」と挨拶しました。
川崎幸病院の登録医によるショート・エッセイ

町 の 人 々 の 健 康 を 支 え る

高橋保正

落とし穴
川崎幸病院は４月 21 日川崎市

落とし穴は、日常の中にポッカリと口を開けて待っ

内のホテルで、デビット F. ガイエ
スキー・米国トーマス・ジェファー

ている。
笹栗院長

ソン大学救急科准教授を招き、座

座長の長尾教授

れのお部屋にベッドがあり、それぞれのリズムで毎日

長の長尾建・日本大学病院循環器

しています。

を過ごされている。

内科教授／川崎幸病院心臓病セン

このように非常にアクティブな先

ター顧問のもとにセミナーを開催し

生方が、これからもっとも新しい試

ました。128 人もの医師、医学生、

伊藤副部長

看護師らが参加し、熱気にあふれたセミナーになり
ました。
開会にあたって笹栗志朗・川崎幸病院院長は次の

山嵜部長代行

みを話します。参加された皆さん

の日常の臨床に役立つことになるでしょう」

「特別講演をしていただくガイエスキー先生は、心

長が、「心臓救急最前線 2015」、と題して米国での

停止後症候群の治療で世界的に有名な医師です。今

経験を踏まえて世界の最先端の蘇生救急について講

年、ペンシルベニア州フィラデルフィア市のトーマス・

演しました。

を呼び病院へ搬送。

コをくゆらせていた。無精髭の似合う旦那様の笑顔が
素敵だった。
いに行ったり夜のおかずを買いに行ったりしてくれる。
その日もいつものように、私たちは奥様を訪問した。
お昼前の、のどかなひと時。到着と同時に奥様の口か
ら、衝撃の言葉。
「お父さんが帰ってこないんです。」
隣の部屋には、つけっぱなしのテレビ。抜け殻になっ

られることになっています。

て講演。心停止後の蘇生にあたっては、低体温療法

たベッド。飲みかけの焼酎。

院の顧問をしていただいています。

のりとし

昨晩、旦那様が買い物に行ったきり戻らなかった。

だけでなく、さまざまな治療を施すことによって生存

事の重大さに私たちは気付いた。

率が高まる、と臨床の成果を示しながら話しました。

警察に通報。警察官が部屋に到着。彼の特徴を伝

真剣な質疑応答が行われた後、山 嵜継 敬・川崎
幸病院循環器内科部長代行／心臓病センター副セン

一般講演は、当院の循環器内科の伊藤賀敏医師。

ター長は、「最先端の蘇生救急の話しを聞いて、心

今年の２、３月の６週間、ガイエスキー先生のもと

臓救急にむかう元気をいただきました」と、閉会の挨

で海外研修をしました。当院に新しい息吹を生み出

拶をしました。

呼吸、
脈拍を確認。大丈夫。まだ望みはある。彼は、

お部屋で旦那様はいつも、大好きな焼酎を飲んでタバ

はない！心停止後症候群の包括的至適治療法』と題し

世界のガイドラインを変えた日本で唯一の医師で、当

野球帽に白いスニーカー。旦那様だ。

外で過ごしたのだから危険な状態だ。ただちに救急車

際低体温シンポジウムという大きな学会の会長を務め

やまざき つぎよし

道路沿いの駐車場でうつ伏せに倒れている男性。

のもとに、私の往診チームが毎日訪問していた。隣の

次いでガイエスキー准教授が、『低体温療法だけで

サージだけでいいと初めて言われた先生で、おそらく

けつけた。

動くことができず、低体温もみられた。冬の夜を一晩

ジェファーソン大学に移りました。来年開催される国

長尾教授は心停止症例の１次救命には心臓マッ

警察官の言葉に強くうなずきながら、私も現場へ駆

がんで体調を崩し、ベッドでぐったりしている奥様

旦那様は奥様の介護にとても協力的で、おむつを買

最先端の蘇生救急
セミナーは伊藤賀敏・川崎幸病院循環器内科副部

ように挨拶しました。
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団地の中の一室。70 代の夫婦二人暮らし。それぞ

ガイエスキー准教授

メディ在宅クリニック院長

えていると、同時に警察無線が鳴り響いた。高齢の男
性が駐車場で倒れている、と。
「先生、ご一緒に確認に行っていただけますか？」
【お詫びと訂正】 「あおぞら」４月号６頁「血管外科医療連携の会」記事で、特
別講演をしていただきました井上芳徳先生の肩書きが間違っていました。東京

緊急 CT の結果、診断は外傷性くも膜下出血。疲
れのためか、酔いが回ったのか、旦那様は道で倒れ
て頭をぶつけて動けなかったのだ。
その後の病院の適切な治療により、旦那様は笑顔
でお話できるまでに回復した。
まもなく、リハビリを終えて元気に歩いてお家に戻っ
てくるはずの旦那様。私たちは奥様とともに旦那様の
帰りを今日も待っている。
これからも、たくさんの落とし穴からご夫婦を守って
いこう、と心に誓いながら。

メディ在宅クリニック

〒 212-0056 川崎市幸区矢上 2-7
電話 044-982-9015
在宅療養支援診療所（在宅緩和ケア・訪問診療・訪問看護）
ホームページ http://meddy-clinic.jp/

医科歯科大学医学部附属病院血管外科診療科長としましたが、
この時すでに東
京医科歯科大学医学部附属病院准教授でした。
お詫びして訂正いたします。

7

