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ハート通信

名古屋徳洲会総合病院　総長／心臓血管外科　部長　大橋 壯樹

　皆様、お元気で暮らしていますでしょうか？名古屋徳洲会総合病院は、この４月に新築移転い
たしました。旧病院の線路の反対側に位置し最新の医療機器を含め大きく新しくなった新病院
に見学がてらご来院ください。
　この術後の会も15年がたち、今年の蒲郡でのツアーで15回目となります。今までは当院が主体
で行っていましたが、これからは術後の会の皆様にも運営に加わっていただき、より充実した患
者さん中心の会にしていきたいと思っています。心臓大血管の手術をした患者さんが術後の悩
みやその後の健康維持についての心配を取り除き、ますます健康になっていただくための充実
した会になるように努めていきたいと思いますので皆様のご参加をお待ちしています。
　手術後長く経過され、いつまでも調子がいい方、不安を持っている方、心配されている方まで
多くの皆様を見させていただいております。当時のカルテを見ながら手術当時の模様を思い出
しながら現在の皆様の状態と照らし合わせます。この作業を通じて心臓手術の奥深さ、神秘さそ
して皆様の生命力を感じながら反省と改良を繰り返してきました。そして皆様にとって代わり
のきかない臓器を修復する使命と責任に緊張感で押し潰されそうになりながらも今まで心臓外
科を続けることができました。この経験を活かし、術後の回復から退院後の長期にわたり満足し
ていただける手術をこれからも頑張ってまいります。手術をした患者さんが何年間長生きした
かも大事ですが、調子よくお元気で楽しく長生きされたかを知りたいのが私の願いであります。
かかりつけの先生には失礼にあたるかもしれませんが、よろしければ１年あるいは２年に１回
でも当院でお元気な姿を見させていただければ嬉しく思います。困っていること心配なことも
教えていただければありがたいです。今までの手術を振り返り、
さらに皆様に満足されるような手術を目指そうと気持ちを新た
にしています。今後ともよろしくお願いいたします。

　ご挨拶



心臓血管外科　部長　飯田 浩司

　本年5月から名古屋徳洲会総合病院に赴任いたしました。よろしくお願いいたします。
　手術後の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。手術の前には病気による症状
以外に、驚き、ご心配、迷いなどもあった事と存じます。現在はそれらが消えて、快適にお過ご
しのこと思います。このまま快適にお過ごしいただくために必要なことをお伝えいたしたい
と思います。
　一般的に「健康に良くない」と考えられていることは避けるべきです。喫煙、肥満、暴飲暴食、
無理な運動や過労などです。高血圧は心臓や血管に負担がかかるので塩分の制限や内服薬が
必要です。弁膜症の方では、塩分の取りすぎはむくみの原因になります。冠状動脈バイパス術、
動脈瘤手術、閉塞性動脈硬化症手術を受けた方では、動脈硬化が進行すると症状が再発するこ
とがあります。動脈硬化の危険因子である、高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙、肥満などを可能な
限り排除することが必要です。塩分制限、禁煙、減量、適度な運動、薬剤による治療などによっ
て動脈硬化の進行を抑えてください。また、利尿剤を飲んでいる方は、暑い時期には脱水、熱中
症を予防するために少し多めに水分をとるように心がけて下さい。ほんの少しご注意いただ
ければ、元気に通常の生活を送ることができます。
　ご心配な点はいつでもご来院いただければ診察いたします。皆様の末永いご健勝のお手伝
いができれば幸甚に存じます。

心臓血管外科　医長　只腰 雅夫

　本年7月から、名古屋徳州会総合病院心臓血管外科、人工透析センターで勤務させていただ
くことになりました只腰雅夫と申します。末梢血管外科、特に透析用内シャント手術を得意と
しています。
　透析歴の長期化や高齢者の透析導入により、シャントトラブルで悩まれている患者様、ご施
設は少なくありません。当院では、手術のほかにカテーテル治療（シャントPTA）も行っていま
す。シャントの新設からメインテナンスに至るまで、トータルでサポートさせていただきま
す。
　また当院は総合病院の強みを活かして、透析患者さんに多い心大血管、末梢動脈疾患の治療
にも積極的に取り組んで参ります。末梢動脈疾患、とりわけ、下肢閉塞性動脈硬化症は近年増
加傾向であり、その中でも足の壊疽を伴う重症虚血肢は、著しくADL（日常生活動作）, QOL（生
活の質）を損ないます。こうした患者様には、まず足への血流を改善する血行再建術が必要で



心臓血管外科　景山 聡一郎　

　平素より大変お世話になります。
　私が名古屋徳洲会病院に赴任して、今年で８年目を迎えます。この間には、本当に数多
くの患者さんの治療にたずさわることが出来ました。
われわれ外科医にとって、手術をさせて頂きました患者さんのお元気な姿を、その後、外
来で見ることが出来るのが何よりも喜びと言えますが、術後何年も経って、普段はお近く
の開業医の先生や紹介元の病院に通院されている患者さんが、半年や１年ぶりに外来に
来られ、変わらずお元気な姿を見せて下さることは、何よりも励みになっております。
　今年４月、アメリカ胸部外科学会（AATS）で、発表したニ演題が共に優秀演題に選んで頂
きました。ニ題とも当院における急性大動脈解離の緊急手術の結果をまとめたものです。
アメリカでの学会発表は非常に有意義であり、毎日の診療を、今後もこつこつと積み重ね
て行く大事さをあらためて感じることが出来ました。
　８月からは、大阪大学 心臓血管外科で診療を行っており、技術を磨き、世界に誇れる医
療を地域の皆様に提供していきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

心臓血管外科　古井 雅人

　心臓血管外科の古井雅人です。旧病院では大変お世話になりました。この春４月に新病
院へ移転し、また新たな気持ちで頑張っております。

すが、当院では外科的なバイパス手術の他に、循環器内科でのカテーテル治療も充実してお
り、患者さんにあった治療法を提供いたします。
　重症虚血肢は、血行再建で終わりではありません。創処置か治癒に至るまで息の長い治療が
必要ですので、開業医の皆様との連携、相互のサポートが不可欠です。開業医の皆様、地域の皆
様とよりよい関係を築けるよう努力して参りますので、よろしくお願い申し上げます。



心臓血管外科　内野 学　

　心臓血管外科の内野学と申します。
　昨年の10月より名古屋徳洲会総合病院で働かせて頂いております。
　これまで心臓血管外科の経験も少なく、右も左もわからない状態ですが、皆様の足手ま
といにならないよう、また一日でも早く戦力となれるよう日々勉強していきたいと考え
ております。
　今年は新病院への移転もあり、ますます症例数も増えると思われますのでより多くの
患者さんのお力になれるよう、チーム一丸となって頑張りたいと思います。

心臓血管外科　小谷 典子

　平素より大変お世話になっております。
　名古屋徳洲会総合病院心臓血管外科の小谷典子です。初期臨床研修２年が終了し、心臓

新病院は術後の患者さん・ご家族にとって広く快適さがアップした反面、広いが故に移動
はその都度大変と思われますが、ある意味リハビリテーションを進める作戦�と勝手に
思いつつ我々も院内を駆け巡っております。
　また設備面での特徴としては、ハイブリッド手術室があります。このハイブリッド手術
室は、手術中に造影検査が出来るため血流の確認をしながら手術の方針を決定・変更する
ことができるなど、ステントグラフト治療だけでなく大動脈疾患・末梢の虚血性病変にも
幅広く対応しやすくなりました。またTAVI(経カテーテル的大動脈弁植え込み術)の準備も
進めており、これにより大動脈弁狭窄症の患者さんの選択肢も増えることになります。
　慣れ親しんだ旧病院での経験を活かしつつ、新たな設備を取り入れた新病院で日々の
診療を充実させていきたいと思っております。
　今後は設備・広さだけでなく診療の質も上げていけるよう努力し、患者さんが快適で何
より安心できる病院作りを目指していきますので、これからもよろしくお願い致します。



▲ＩＣＵ ▲心臓血管外科病棟

ICU・心臓血管病棟看護師長　中村 美津

　名古屋徳洲会総合病院にお世話になり３年。昨年、初めて心臓血管外科術後の会に参加させ
ていただき、元気に退院されました皆様と、院外で再会することができ、「術後、２度目の人生
をいただいたこの身体をいたわりながら楽しく生活しているよ」、「1日１万歩を歩いている
よ」など退院後の生活をいろいろお聞きするなかで、将来への健康不安を抱えておられること
も多い様でした。今年は術後の会に参加させていただき、その中で、心不全の症状(体の浮腫や
体重増加、食欲低下や便秘・下痢など)が出たときにどうするのか、また、病院に受診するとよい
時期や緊急時の対処方法などのお話をさせていただこうと思っています。拙い講演になるか
と思いますが、よろしくお願いいたします。
　看護部では、新築移転し気持ちも新たに、積極的に電話での訪問活動を始めさせていただき
ました。退院後１週間以内に、ご本人にお電話を差し上げ、退院後の身体の状態や術後の創の
状態、生活の様子などをお聞きしています。病院への気兼ねで電話をかけにくいと思われてい
る方も多いかと思いますが、「これって何だろう」と不安に思われることがありましたら、術後
の経過時間に関係なく、遠慮なく＜名古屋徳洲会心臓血管外科病棟（３階病棟）＞に直接お電
話をしてください。遠方でなかなかお目にかかることができない方々に対しても、少しでもお
役に立つことができれば幸いです。
　　　　　　

血管外科医師として、患者さんから信頼を得て診療を担当できるよう頑張っています。
まだまだ知識も技術も足りないことばかりで日々の仕事から学ぶことが沢山あり、充実した
毎日を送っています。
　その中で、大きな手術や治療を乗り越え、術後の会でお元気な会員さんに年に一度お会い
出来るのは、大変楽しみであり元気をいただいております。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

＜看護部＞



　竹川　宣裕

　私が名古屋徳洲会総合病院にお世話になったのが約８年前でした。
　心筋梗塞で倒れ、いくつかの病院が受け入れてくれず、受け入れてもらえた病院でも治療が
出来ないため名古屋徳洲会総合病院の救急車で迎えに来てもらいました。その時の女医さん
が天使のように見えました。
それから、２年程前に心不全で倒れバイパス手術を受けました。その後、私には心臓移植とい
う道しかないと聞かされた時はショックでした。それでも、迷いながらも今年２月に補助人工
心臓の手術を受けました。
　その間、心臓移植申請が通らなかったため、阪大病院に行って検査等をしました。阪大病院
には補助人工心臓をつけた人が何人もおりビックリしました。その多くの人が自分より若い
人でした。そして、話しを聞くと最終目的には心臓移植のためだから辛くないんだという話し
を聞きました。私は、補助人工心臓をつけた今でも迷っています。
知り合いになった患者さんは、補助人工心臓の手術は阪大病院で受けた方がいいよと言って
くれました。私も最初は、阪大病院で受けた方がいいのかなと思いましたがわざわざ阪大病院
までお見舞いに来てくれた看護師さんがいました。いろんなことで迷いましたが最後は、本当
に心配してくれる看護師さんのいるもとで手術を受ける決心をして名古屋徳洲会総合病院で
受けることにしました。
　入院中、いろんなところで看護師さんの厳しさ、指導、励まし、優しさに見守られて、無事１
年半程の入院生活から退院する事が出来ました。大橋先生をはじめとする先生方、看護師さ
ん、リハビリ、ME、生理検査、手術室の皆様全てのスタッフの皆様には本当に感謝しておりま
す。どんな言葉で表現してお礼の気持ちを伝えていいかわかりませんが、“只々ありがとう”と
いうことしか言えません。そして、退院してからも優しい言葉を掛けてもらいうれしく思って
います。また、通院が続きますのでよろしくお願い致しますもう一つ、もし補助人工心臓の手
術を受けようと思っている方や迷っている方がいると思いますが色々なことを話すことでつ
らい気持ちが和らぐかもしれません。私には知識はありませんが自分で体験をしています。そ
んなことが話せる会が病院で開いてもらえる様になるといいなと思っております。少しばか
りですが私も協力させて頂きますので宜しくお願い致します。

人工心臓と共に生きる
＜植込型補助人工心臓を装着して＞



リハビリテーション科　木村 陽志

　私は当院で理学療法士として心臓リハビリテーションに関わらせて頂いています。心臓リ
ハビリテーションとは、心臓の病気で手術を受けられた方や薬などで治療を続けている方に、
“適切な運動”や“正しい生活習慣”などを指導して体力を回復し、自宅や社会復帰を目指してい
くことを言います。運動を一言で片づけてしまうと「どんなきついことをさせられるのだろ
う？」と思う方もいらっしゃるかもしれません。患者さんからは「なぜ心臓の病気なのに運動
しないといけないの？」「むしろ安静にしていないとダメなんじゃないの？」など、様々なご意
見を頂くことがあります。しかし、私がいつも勧める運動とは、“適切な運動”のことです。適切
な運動とは、「少し汗をかき、息があがらず、会話をしながら運動できる程度の運動」を言いま
す。これを“有酸素運動”と言います。この有酸素運動を行うと心肺機能や筋力だけではなく、
血管が柔らかくなって血圧を正常値に近づけ、悪玉コレステロールの低下や血管の詰まり（心
筋梗塞など）予防など様々な効果があります。　　
　実は心臓の病気を抱えた方は、手術や薬の治療だけではなく、この有酸素運動を続けていく
ことで病気の再発や進行を防ぐことができ、5～10年先の生存率も高まることが明らかにされ
ています。
では，この有酸素運動とはどういったことを行えばいいのでしょうか？
当院では心臓の病気の方にも外来でリハビリに通って頂き、エアロバイク（自転車）や筋力訓
練を安全管理のもとで行っています。その他、家が遠く通うことが難しい方には自宅での
ウォーキングをお勧めしていて、歩数計（万歩計）を装着し，1日7000歩以上を心がけるように
していただいています。しかし、運動習慣がない方がいきなり7000歩を歩くことは「きつい」と
思います。そのため、初めはご自身が1日何歩歩いているのかを記録していただき、その歩数＋
1000歩を目標にし、少しずつ7000歩以上を目指していただくという方法をご提案させて頂い
ています。

　現在の日本人の平均寿命は世界でも上位で
すが、健康でいられる寿命とは約10年も差が
あります。長生きだけではなく、長く健康でい
られるように、その一歩を踏み出してみま
しょう。心臓リハビリテーションに関わるス
タッフ一同、全力でサポート、応援させて頂き
ますのでいつでもご相談ください。

【健康講座】 術後のリハビリについて

＜運動と健康＞



▲満員の会場の様子
▲ジャズコンサート

▲名古屋大学　心臓外科
碓氷章彦教授

▲名古屋徳洲会心臓血管外科グループ

▲25年前川島先生に手術
をしていただき感謝の花
束贈呈をされる江口さん

▲澤先生に花束贈呈をさ
れる植込み型補助人工心
臓手術をされた竹川さん

　平成26年４月12日（土）国立循環器病センター名誉総長川島康生先生の座長にて、名古屋大
学心臓外科教授碓氷章彦先生が心臓血管外科手術の現況、大阪大学心臓血管外科教授澤芳樹
先生が最新の手術について講演していただきました。650人以上の参加者で超満員状態の熱気
の中、興味深いお話しを熱心に聞いていただきました。
　講演後、碓氷章彦先生に当院看護師から花束を贈呈しました。澤芳樹先生には当院で植込み
型補助人工心臓を植えられお元気にされている竹川さんより花束贈呈がありました。最後に
川島先生に25年前に手術をしていただき東海地区でお元気に暮らしている江口さんより花束
と感謝の言葉をいただき感動の中、講演は無事終了しました。

心臓血管外科 新築記念講演開催



▲館内ツアーの様子
▲大橋先生の講演の様子

　私は、４年前から心臓血管外科の術後のリハビリを担当しております。今回、“心臓血管外科 
術後の会”に初めて参加いたしましたが、まず参加者の方の生き生きとした表情とモチベー
ションの高さに驚きました。参加した方から『私は毎日１万歩程歩いています』、『これから日
本中旅行に出かけたいと思います』など、退院後も前向きに生活されていてとても感激いたし
ました。中には悩みを抱えている方もいらっしゃいますが、医療講座や食事会を通してそう
いった方々の相談にのることができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。病院の
外でこのように交流が持てる術後の会を、スタッフの一員としてこれからも大切にしていき
たいと考えています。ありがとうございました。

リハビリテーション科　木村 陽志

　平成25年10月５日（土）、第14回心臓血管外科術後の会が行われました。今回、術後の会では
岐阜県にある下呂温泉・水明館へ行きました。参加者は職員を含めて188名で、事故もなく無事
に終了致しました。

＜術後の会に参加して・・・＞

第14回 心臓血管外科 術後の会開催報告



▲術後の会役員会

術後の会事務局　会長　松原　光男

　私は、平成12年１月２日の未明に突然急性心筋梗塞になり、心臓カテーテル治療を受けまし
たが、１週間後に風邪にかかり再入院し、今度は急性僧帽弁閉鎖不全で人工弁置換の緊急手術
を行って生死をさまよい、黄泉の国より戻ってきた次第です。
術後の生活は、地区役員・畑仕事・朝のラジオ体操・散歩・月一のゴルフをして余生を過ごして
おります。
　平成16年４月には、オーダーメイドの公開シンポジウムが名古屋で開かれた時、術後の会代
表として、シンポジストとして約千人程の人びとの前でお話をした時は、心の臓がつまる様な
気持ちでした。有名大学の教授と同席して話をするのは私には不慣れなため大変な事でした
が、病院の協力を得て大役を果たすことが出来て、厚く御礼を申し上げます。
　今後は、大橋先生より新しい病院が出来ましたので、これを機会に心臓血管外科術後の会の
活動につきましては、今までは病院が主体で運営を行って頂いておりましたが、今年から病院
と会員の相互協力で運営して欲しいとの事案が浮上してきました。
　大橋先生より、私に会長のご指名がありました。私は高年齢（82歳）と思考力の低下等でご辞
退しましたが、大橋先生には大変お世話になり、感謝の御礼として短期間を条件にお引き受け
る事にしました。
　会員の皆々様のご指導を賜りながら心機一転全力でこの会の運営に取り組む覚悟でござい
ますので、ご支援とご協力のほど宜しくお願い致します。
新しい病院は敷地内も広く理想的な病院になりました。最新鋭の医療設備と卓越した先生達
の受診が出来ると確信しています。又、特に私達の受診が多い心臓血管外科と循環器内科は受
診体制が大きく増えました。それは夕診が受診できることです。新病院の新体制の医療制度の
充実を大いに利用しましょう。

術後の会事務局発足
＜役員ご挨拶＞



▲多くの会員様が参加

▲当院のスタッフ紹介

術後の会事務局　副会長　橋口　順子

　毎日、厳しい暑さが続いておりますが、どこからともなく朝方に吹いてくる涼風にも秋近し
の感じのする今日この頃です。
　会員の皆様と共に歩いて来た術後の会も15年の月日が経ち人数も増え益々充実してきたと
思います。
　でも今迄は大橋先生やスタッフの方にお世話になりながらの会でした。けれどそろそろ自
分たちの力でより好い会に育つようにとの想いから会員の中から役員を選出して運営しつつ
内容も少しづつ変えながら頑張ることになりました。
　術後の会が15年続いてきた分、私も15年、年を重ねました術後の会発足時より御縁があった
私は此の辺で・・・という思いも何度かありましたがスタートから今日までずっと見続けてき
た私の術後の会に対する想いも皆様に勝るとも劣らないと自負しております。
　しかしながら本来術後の会と言うものは会員の方御一人御一人のものでなければならない
と思うのです故に新しいスタートを機に頂いた生命を大切に人生を充実したものにして下さ
るその発表の場こそ術後の会であるとして決意も新たにスクラム組んで出発して頂きたいの
です。
　大橋先生の術後の会への想いは奥深いものがあると信じています。そのことを心に一丸と
なって心強い松原会長を中心に会員に誇れるような大きな会にすべく頑張って行こうではあ
りませんか。
お元気な皆様の姿に接することが私の喜びであり仕事への情熱の糧にもなると常々先生は話
しておられることを忘れないで・・・
　さあ皆様、新生術後の会の第一歩は踏み出しました。会員一人一人の術後の会です。
　自分達の力で恙なく続けて参りましょう。いつまでもいつまでも・・・



H　・　Hさん

　大動脈瘤の手術を４月に受け、術後の治療もスケジュール通りに５月に終わって、今は元気
に過ごしています。といっても、これまでの不摂生か、具合の良くないところは大動脈だけで
なく他にもありますから妻に付き添われ今も病院通いです。
　大動脈瘤が見つかったのは昨年秋。大橋先生に診断していただいたところ大動脈瘤が二箇
所にあることが判明しました。３月末で退職することになっていましたので退職を待ってお
願いすることにしました。それまでは、古タイヤのパンクのように何時破裂する心配な毎日で
した。入院した時には、ほっとしました。準備万端、入院翌日に手術。後は予定通り。
これは大切なことだと思いますが、大橋先生に手術をお願いすることに何の迷いもありませ
んでした。チームの皆さんには本当に親身に面倒を見ていただきました。有難うございまし
た。ただ感謝の言葉しかありません。　

Ｔ　・　Ｔさん

　４月20日の夜、緊急で救急車のお世話になりました。有り難く、申し訳ない気持ちでいっぱ
いでございます。
春日井市から犬山市の病院まで小谷先生が来て下さいました。ご多用にもかかわらず付添っ
て下さいました事にすごく感動もしとても安心でした。有り難うございました。
救急隊員の方々又多数の先生方のおかげで無事手術が終わりまして５月２日退院の運びとな
り小谷先生から手術の画像を見せて頂き説明をお聞きして改めて最新の医学のすばらしさを
知りご立派な先生方のおかげと有り難く心より深く御礼申し上げます。
　まさか大動脈瘤だなんて思ってもおりませんでした。
　名古屋徳洲会総合病院にお世話になって本当に良かったと今は感謝の気持ちでいっぱいで
ございます。
　友人たちにも励まされ日増しに元気になり、６月11日に好きなグランドゴルフの練習にも
久しぶりに参加することが出来うれしい限りです。
　日々楽しく過ごして行きたく思っております。
　入院中は看護師の皆さん方のご親切な行き届いた対応で満足な入院生活が出来ました。
有難うございました。本当にお世話になりました。　　　　　

胸部大動脈瘤破裂

腹部大動脈瘤＋右総腸骨動脈瘤

術後体験



Ｓ　・　Ｋさん

　30歳頃より高血圧で総合病院に通院し、38歳の時にたまたま心エコーをした結果、生まれつ
きの大動脈弁閉鎖不全症（先天性二尖弁）が見つかりました。その後、半年毎に心エコーをして
様子を見てきましたが、40歳の時、急に心臓が肥大化し症状が悪化、担当の先生より手術を視
野に入れて名古屋徳洲会総合病院を紹介されました。肥大の割に自覚症状がなかったため、多
少軽い気持ちで受診しましたが、結果は、早いうちの手術という事でした。家族との相談で、他
の病院でも見てもらえば、との意見も出ましたが、自分個人としては、診断でお会いした大橋
先生や、景山先生の印象が大変良く、インターネットで調べたら、大橋先生が有名な先生と知
り、すべてをお任せするということで、手術を決めました。手術の際、ビデオ撮影をしてほしい
という要望も聞いて頂き（健康を維持する為の自分への戒め目的）忙しい中、観賞しやすい様
に編集までしてもらえました。
　退院して２か月近くたち、振り返ってみると入院、手術、退院まで、先生方や看護師の皆さん
に大変良くしてもらい、名古屋徳洲会総合病院で手術をして本当に良かったと思いました。
入院中、夜中でも緊急手術が毎日のように行われていることやナースコールがひっきりなし
に鳴っていたりしているのを聞いて改めて病院の大変さを実感しました。大変ですが頑張っ
て下さい。

Ｔ　・　Ｋさん

　いろいろお世話になりました。本人の介護をしている家族ですが、本人は書くのが苦手なの
で、代筆させていただきます。
　89歳で手術して、まだ１ヵ月も日が経ってないのにも関わらず、手術する前より元気で今、
感謝の気持ちでいっぱいです。心臓の手術だけに生活を心配でしたが、無理をしない程度に生
活をしています。
　先生によろしくお伝えください。いろいろ有難うございました。

大動脈弁狭窄症

大動脈弁閉鎖不全症＋上行大動脈瘤



Ｑ、薬は一生涯飲み続けるのでしょうか？

Ａ、患者さんの状態、あるいは高血圧・糖尿病との合併症によって薬を変える必要があります。
心臓手術をしたからと言って一生術後予防で飲み続ける必要はありません。主治医と相談
して下さい。　　　　

Ｑ、術後２ヶ月になり車の運転をしたいのですがシートベルトをかけると傷跡が多少痛みま
す。無理に悪化させないよう慎重にしていますが・・・。

Ａ、術後２カ月になれば、胸の骨もくっつき、基本的にはどのような事をしても心配ないと思
います。痛みがある場合は、それを守るような事をして頂ければと思います。　

Ｑ、お酒、タバコはどうしてもやめられません。食欲がなくて困っています。

Ａ、生活習慣の問題ですので、タバコは是非辞めて頂きたいと思います。お酒は、食欲増進作用
がある為１合程度であればいいと思います。

Ｑ、バイパス手術を受けました。右足の切り傷が一年たちましたが、いまだにピリピリと痛み
ますが治りますか？

Ａ、傷口そのものは治っていてもピリピリとか突っ張るような痛みを訴える患者さんがいる
のは事実です。痛みの程度は個人差があり、かならず良くなるとは言えませんが、時間とと
もに薄らいでくることはよくあります。

URL：
http://www.nagoya.tokushukai.or.jp
/special/heart

詳 し く は 、名 古 屋 徳 洲 会 総 合 病 院 ホ ー ム
ページの心臓血管外科特別サイト『心臓血
管外科手術について』からでもご覧いただ
けます。

術後の患者さんからの質問とその回答
＜手術後の問題とケアについて＞


