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器内科の教育がどのように行われているかを主に

見学させていただきたく東京ベイ・浦安市川医療

センターに見学をお願いしたところ快く承諾いた

だき，見学をさせていただいた．以下に同病院の

概要と見学内容を記す．

病 院 概 要

　東京ベイ・浦安市川医療センター（図 1）は，

千葉県浦安市に位置し，地下鉄東西線の大手町駅

から約15分と交通至便な浦安駅の近傍に位置し

ている．その設立は2009年と比較的新しく，「医

療を通じ地域の絆を育みます」の理念のもと，

「高齢化への対応」，「救急医療」，「小児医療」，

「周産期医療」の 4 つを病院の果たすべき役割と

し，現在344床で運営が行われている．ICU/CCU 

は じ め に

　今回，日本循環器学会より循環器病専門施設見

学という貴重な機会をいただいた．近年，重症大

動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁治療

（TAVI）が日本でも開始され，循環器内科，心臓

血管外科，コメディカルによるハートチームの重

要性が声高らかに叫ばれている．筆者は現在地方

の心臓血管外科のない施設で診療を行っており，

ハートチームによるアプローチが実際どのように

行われているのかに非常に興味があった．また，

以前より研修医の教育にも興味があり，研修施設

として人気のある病院でどのような循環器内科の

教育が行われているかに興味があった．よって，

実際にハートチームによるアプローチがどのよう

に行われているのか，そして研修医に対する循環

信州上田医療センター循環器内科 橘 　 賢 廣
たちばな ひろたか

東京ベイ・浦安市川医療センター

図 1　病院外観　
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膜症手術116例，冠動脈バイパス術52例，大動脈

手術44例，そのうち MICS 手術42例）と多くの

症例の治療が行われている．また2015年12月に

TAVI 実施施設に認定されており，これから症例

がさらに増える見込みである．心エコーの症例数

も，経胸壁心エコー 4,289例，経食道心エコー

601例，負荷心エコー 302例と非常に豊富である．

循環器内科のメンバーは，センター長であられる

渡辺先生，インターベンションなどを担当する小

船井循環器内科部長，奥村副部長，野口先生，エ

コーを主に担当されている芝山先生，そして若手

の神尾先生，村石先生と非常にバランスのとれた

構成となっており業務の分担もしっかりされてい

るとのことである．

見 学 内 容

　朝 8 時から行われる循環器内科，心臓血管外科

のカンファレンスから参加させていただいた．カ

ンファレンスには循環器内科医，心臓血管外科

医，コメディカルも参加し，その日に行われる手

術症例，カテーテル症例についてプレゼンテー

ションが行われていた．見学当日の外科症例は大

動脈弁二尖弁と上行大動脈拡大に対する，大動脈

弁置換術と上行置換術，カテーテル症例は急性冠

症候群疑いの症例や前日入院した重症心不全症例

に対する虚血除外目的の冠動脈造影と大動脈内バ

ルーンパンピングを挿入する症例などであった．

カンファレンスの雰囲気は非常に和やかで内科外

科の垣根の低さ，そしてこのように毎朝情報を共

有し顔を合わせる機会があるのはハートチームと

してともに働くためには非常に重要なことである

と感じた．

　その後，医局で行われる循環器内科カンファレ

ンスに参加させていただいた．このカンファレン

スは初期研修医から後期研修医の教育が主な目

的で前日に入院した症例の 1 例を 8 時30分から 9

時までの30分間で深く掘り下げていくスタイル

で行われていた．当日プレゼンテーションされて

いたのは高齢者の血圧低下を伴う発作性上室頻拍

18床，HCU 12床と病床数に比較して重症患者の

受け入れに備えて十分な病棟体制となっており，

救急患者の受け入れは32,983名（救急車8,140名，

walk in 24,843名）と非常に多く，人口約170万人

の東葛南部医療圏の急性期医療を支える病院のひ

とつとなっている．

　病院自体の歴史は浅いもの，2010年より始まっ

た同院で行われる後期研修医向けの JADECOM-

NKP プログラム（地域医療に実績を持つ地域医

療振興協会（JADECOM）と米国での医療実績，

医学教育経験が豊富な医師を多数有する野口医学

研究所研修プログラム（NKP）がタイアップした

プログラム）は，米国式の臨床研修のプログラム

自体の魅力もさることながら，優秀な指導医陣か

ら直接指導を受けられることもあり若手医師の人

気は非常に高く60名近くの後期研修医が所属し

ている．初期研修プログラムも2014年から開始

され AGGME（米国卒後臨床教育認定評議会）の

スタンダードに則った研修プログラムを展開して

いる．内科系の疾患の病棟管理は総合内科が一手

に引き受け，侵襲的な処置（PCI や消化管出血に

対する止血など）が必要な患者も処置が終わる

と，各専門診療科との協力のもと総合内科のチー

ムが病棟管理を行っている体制とのことである．

チームは初期研修医 1 名，内科系後期研修医 2

名，指導医 1 名の 4 名で構成され屋根瓦式の指導

体制で，外来診療・内科急性期の入院診療・地域

での内科研修と幅広い分野をカバーし，常時120

～150人ほど（全入院患者の30～40％とかなり多

い）の入院症例を担当しているとのことである．

現在高齢化の進行に伴い一人の患者が抱える疾

患，問題は多岐にわたっており，様々な問題に対

応できる総合内科を中心とした患者管理は非常に

理想的なシステムと考えられる．

　ハートセンターは循環器内科 7 名，心臓血管外

科 5 名を中心に多職種で構成されている．カテ室

は 2 室，手術室はハイブリッドオペ室を含む手術

室 6 室で，2015年は PCI 372例（緊急106例），

EVT 81例，カテーテルアブレーション26例，心

臓血管外科の心臓・胸部大動脈手術は225例（弁
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く，カンファレンスと臨床での実践を繰り返すこ

とが，東京ベイ・浦安市川医療センターでの研修

の最大の魅力とのことであった．

　その後，ICU を見学させていただいた．ICU

は Closed ICU であり，重症患者の管理は，集中

治療室専属の医師によって主になされ，日々集中

治療室のスタッフと重症患者の治療方針について

ラウンドを行っているとのことであった．ICU

は各患者のスペースや通路も十分に設けられて非

常に広々としており，素晴らしい環境であった．

残念ながらその日のラウンドには参加できなかっ

たが，ICU 医師，循環器内科医師，コメディカル

のディスカッションによって治療方針が決定され

るとのことであった．

　ICU の見学後にハートセンター長である渡辺

先生による病棟回診に帯同させていただいた．回

診は患者さんの手を取って脈をとるところから始

まり，心尖拍動の確認，心臓の触診，そして聴診

という流れで非常にフィジカルイグザミネーショ

ンを重視した内容であった．そして，重症僧帽弁

逆流による心不全で入院された方の手術適応の検

討について渡辺先生が「Ⅲ音があるから僧帽弁逆

流は重症であり手術適応だ」とおっしゃられてい

たのには非常に重みのある言葉であった．われわ

れの世代はどうしても心エコーがあるのが当たり

前で循環器疾患の治療方針について身体所見を軽

視しがちでエコー所見に頼りがちである．しか

し，身体所見ほどきちんと正確に解釈できれば，

患者さんから直ちに得られ重要な所見はないこと

を改めて感じさせていただき，そして自分自身反

省させられた．

　当初見学前は首都圏であり比較的若い方が多い

のではないかと予想していたが，意外にも患者層

は高齢の方が多かった．東京ベイ・浦安市川医療

センターがある周辺は昔からの漁師町で比較的高

齢者が多く，新しく開発された新浦安周辺とは患

者層が少し違うとのことであった．

　また，回診にはナースプラクティショナーの方

もチームの一員として参加されていた．数年前か

ら日本でもナースプラクティショナーの養成が開

の症例であった．担当した研修医のプレゼンテー

ションも非常に端的かつ要点を押さえたプレゼン

テーションで東京ベイ・浦安市川医療センターの

研修医の質の高さを感じた．また，図 2のように

医局の一角の壁がホワイトボードとなっており，

プロジェクターの投影と症例の要点の板書がひと

つででき教育や情報共有のためには非常に便利な

ツールであると感じた．

　症例提示のあと，心電図の判読となり逆行性の

P 波による発作性上室頻拍の鑑別，その後カル

ディオバージョンの適応，上室性頻拍で血圧が低

下する場合にどのような病態を考えるべきか，洞

調律復帰後に薬物治療を選択するのかそれともカ

テーテルアブレーションを行うのかなどの議論が

行われた．研修医の議論は非常に活発で，そこに

指導医の教育的な指導が織り交ぜられた非常に密

度の濃いものであった．実際同日の夜に元同僚の

後期研修医と食事をともにする機会があったが，

充実したカンファレンスは臨床に即した内容が多

図 2　 研修医の教育が目的の循環器カンファレンスの様

子
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リッド手術室で行われており，心臓血管外科部長

の田端先生が執刀されており，手術開始から 2 時

間程度しか経過していなかったが，すでに弁置換

は終了し上行大動脈の置換もほぼ終了しており，

手術標本の説明などをしていただいた．短い時間

の手術見学であったが心臓血管外科のレベルの高

さを肌で感じられた．

　昼食後に再びカテーテル室を見学させていただ

き，左冠動脈前下行枝の治療を見学させていただ

いた．その際，循環器内科部長の小船井先生から

お話を伺ったが，心臓血管外科部長の田端先生と

同じ時期に米国でご活躍されていたそうで，いつ

か 2 人でコラボレーションできればと考えてい

たそうだが，まさに現在理想的な環境が実現でき

ているとのことであった．

　その後，負荷エコー室で負荷エコー，重症僧帽

弁逆流症や大動脈弁狭窄症に対する経食道心エ

コーを見学させていただいた．エコーを担当する

臨床検査技師の方々も非常に優秀とのことで，運

始され，現在活躍されているとは聞いていたが実

際にお会いするのははじめてであった．お話を伺

うと，医師の指導監督のもとであるが，診察など

はもちろんのこと，患者の発熱など minor prob-

lem への対応，心臓血管外科術後患者の水分管理

や胸水穿刺など幅広い領域で活躍されているとの

ことであった．その存在はチームにとってなくて

はならない存在とのことであり，回診時も開心術

後，TAVI 後患者の水分管理の方針について病態

生理に即した非常に的確な管理をされておりナー

スプラクティショナーのレベルの高さが感じられ

た．

　回診終了後にカテーテル室の見学をさせていた

だいた．午前中は診断カテーテルと IABP 挿入

の症例であったが，コメディカルも充実しており

非常に働きやすそうなカテ室であった．

　その後，朝のカンファレンスで提示された大動

脈弁二尖弁に対する，大動脈弁置換術と上行大動

脈置換術を見学させていただいた．手術はハイブ

図 3　経食道心エコーの様子 図 4　ハイブリッド手術室での開心術の様子



394 日本循環器学会専門医誌　循環器専門医第24巻第 2号　2016年 8 月

従来の日本型の臓器別専門医が主治医を担う体制

では，医療を完結することは難しくなってきてい

る．東京ベイ・浦安市川医療センターで展開され

ているような総合内科を中心とした患者管理，

ナースプラクティショナーの活躍は今後の日本の

医療ニーズを満たしていくうえで非常に理想的な

モデルになるのではと感じた．そして循環器内科

としても，心臓血管外科，総合内科やコメディカ

ルらとチームを組んで診療に当たることは自らの

専門性を最大限に発揮することができ，患者に

とっても理想的であると感じた．また，このよう

な素晴らしい環境で研修ができる研修医は非常に

羨ましく感じられた．

　最後に大変お忙しいなか，見学を受け入れてく

ださった渡辺ハートセンター長をはじめハートセ

ンターのスタッフの方々，そしてこのような貴重

な見学の機会を与えてくださった日本循環器学会

に感謝申し上げたい．

動負荷心エコーによる虚血の判定も積極的に行わ

れているとのことであった．経食道心エコーでは

若手医師がまず行い，その後に芝山先生がプロー

ブを操作して最終確認をされていた．検査終了後

すぐに先ほどの症例の 3D エコーの解析が行わ

れ，僧帽弁の形態評価，術式の検討や，大動脈弁

狭窄症に対する評価が行われていた．

　最後にハートチームによる手術適応のカンファ

レンスに参加させていただいた．症例は重症大動

脈弁狭窄症でバルーン形成術を行い一度持ち直し

たものの再び狭窄が進行し，TAVI を行うか緊急

で大動脈弁置換術を行うかを検討する症例や，多

枝病変症例など非常に多彩であった．各症例ごと

に医学的適応のみならず社会的背景などについて

も議論され，外科内科共同でまったく垣根なく進

行し気軽に議論し相談し合える姿は非常に印象的

であった．これまで，自分が経験してきた内科，

外科のカンファレンスはどちらかというと内科側

から症例を提示して手術をお願いし，そして外科

医が「いつ手術をします」と一方通行的なやりと

りが多かった．今回のような形式は非常に理想的

なものであると強く感じ，2016年度から心臓血管

外科のある病院へ赴任する予定の自分にとって非

常に参考となった．

お わ り に

　今回短い時間ではあったが，東京ベイ・浦安市

川医療センターの見学をさせていただき，非常に

充実した 1 日であった．現在医療はどんどん細

分化され，さらに高齢化の進展とともに一人の患

者が抱える問題は多岐にわたることが多くなり，

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊

図 5　 左から野口先生，小船井先生，筆者，田端先生，

渡辺先生，奥村先生


