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地域の医療・保健・介護・福祉の方とともに、皆様の健康をお守りします

耳鼻いんこう科診療科紹介

◆耳鼻いんこう科（受付時間　午前 8：30～ 11：30　午後は、要連絡）

ブランニュー　トピック

月 火 水 木 金

午前１診 辻 杉　本 辻 辻 辻

午前２診 加　藤 加　藤 加　藤 加　藤 加　藤

【経外耳道的内視鏡下耳科手術
（Transcanal Endoscopic Ear Surgery: TEES）】
　現在、慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎に対する手術加療
は耳後部を切開し、顕微鏡下に行う手術が標準的ですが、
当院では内視鏡を用いた経外耳道的内視鏡下耳科手術
（TEES）を導入しています。TEESは低侵襲で、耳後部に痕
が残らず、聴力改善が期待できる新しい手術方法です。これ
までの手術法と比較して、短期入院での治療が可能になり
ました。しかし全例でTEESを行えるわけではなく、術前に検
討し、適した症例に対してのみTEESを行い、それ以外では
従来の耳後部切開後、顕微鏡を用いる手術を行っています。

メンバー
　辻医師に加え、加藤理紗医師、また毎週火曜日は金沢大
学から派遣される杉本寿史医師で外来診療、手術にあたっ
ています。

耳鼻いんこう科スタッフ紹介
左から　辻亮医長、杉本寿史医師、加藤理紗医師

Brand-new topic

入梅の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当院との地域連携にご理解、ご協力いただき深く感謝申し上げます。
今月の診療科紹介は、耳鼻いんこう科です。

　平成28年3月の加勢耳鼻いんこう科診療部長の退職に伴い、4月から辻　亮 医師が医長として金沢大学附属
病院より赴任いたしました。大学では主に“頭頸部腫瘍の診療”を行っていました。悪性腫瘍に対しては、化学
療法を併用した放射線治療や機能温存手術、消化器外科、整形外科と合同での再建を伴う手術など、がんの根
治とＱＯＬの両立を目指した治療を行ってきました。甲状腺、耳下腺、顎下腺腫瘍については、精査した上
で、それぞれに最適な治療を提供するよう心がけていました。今後当院でも頭頸部腫瘍を積極的に治療してい
く予定です。また、慢性中耳炎、慢性副鼻腔炎、頭頸部腫瘍、習慣性扁桃炎などに対する手術、扁桃周囲膿瘍
や急性喉頭蓋炎など緊急性の高い疾患の治療や、さらに突発性難聴、顔面神経麻痺、メニエール病、内耳性め
まいなどの入院治療も行っています。
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予告

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　　⑴『運動誘発電位（MEP）モニター下で摘出術を行った脊髄腫瘍の１例』

（紹介医）：富山労災病院　核医学PET診断センター　村守　　朗先生　脳神経外科　宮森　正郎

　　　　　⑵『EBUS-TBNAで診断した縦隔リンパ節転移にて再発した腎細胞癌の一例』
（紹介医）：厚生連高岡病院　腫瘍内科　柴田　和彦先生　呼吸器内科　芝　　靖貴

　　　　※8月の開催は、ありません。
　　　　日 時：平成28年９月13日（火）　19：00～20：15
　　　　場 所：当院3階　講堂
 　１） ミニレクチャー： （担当）耳鼻いんこう科
 　２） 症例検討　外科・整形外科の２例を予定しています。

　慢性腎臓病（CKD）においてはステージ4にまで進展する
と高率に腎性貧血を合併しますが、糖尿病においては、さら
に早期のステージから貧血を呈することが多いとされていま
す。CKDにおける腎性貧血治療の意義は貧血の自覚症状を含
めたQOLの改善のみならず、心保護、腎機能保護、透析導入
遅延にあると報告されています。講演ではエリスロポイエチ
ンの産生調節機構や腎性貧血の発症機序に関する新しい知

見、糖尿病と腎性貧血などの最近のトピックスについてご紹
介します。また、貧血治療による臓器保護効果、赤血球造血
刺激製剤（ESA）低反応への対策、保存期腎性貧血の診断と
ESA投与法、鉄剤の使用法などについて、本年改訂された日
本透析医学会からの腎性貧血治療ガイドラインの改訂ポイン
トも含めてお話ししたいと思います。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：7月12日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「腎性貧血の診断と治療」 腎臓内科　大田　　聡

研修・講演・勉強会のご案内 7月分

２．内科CPC
　日時：7月12日（火） 17：30～　
　場所：医局カンファレンス室

３．緩和医療委員会　学習会
　日時：7月5日（火） 17：45～19：15　
　場所：地域医療研修センター  
　　○テーマ 「テレビ会議システムを利用したがん看護

事例検討会」
　日時：7月12日（火） 18：00～18：45
　場所：1階　看護外来 
　　○テーマ 「症状コントロールⅠ「疼痛」」
　　○講　師　薬剤師  石原　章奈

4．医療機器研修会　
　日時：7月8日（金） 17：45～18：45
　場所：集団指導室 
　　○テーマ 「呼吸療法②マスクを使用した呼吸療法を

行うために知っておくべきこと～NPPV
とCPAPについて～」

　　○講　師　当院臨床工学技士

5．糖尿病研究会定例学習会　
　日時：7月14日（木） 17：45～18：30
　場所：看護外来 
　　○テーマ 「食事療法について」
　　○講　師　管理栄養士 稲場　冴衣子

6．感染予防対策学習会　
　日時：7月14日（木） 17：30～19：00
　場所：講堂 
　　○テーマ 「感染性DICの対策（仮）」
　　○講　師　金沢大学附属病院高密度無菌治療部臨床教授
   朝倉　英策先生

7．接遇力向上研修会　
　日時：7月19日（火） 13：15～16：00（時間厳守）
　場所：講堂 
　　○テーマ 「トラブルを未然に防ぐ接遇力と院内コミュ

ニケ―ション」
　　○講　師　接遇向上委員会委員長 医師 置塩　良政
　　　※新採用、または２年目の職員の方が対象となっており、
　　　　各施設２名の参加でお願いいたします。
　　　　７月13日が締め切りとなっています。なお現在までに
　　　　お申し込みについては、受理しています。

8．褥瘡対策学習会　
　日時：7月22日（金） 17：45～
　場所：集団指導室 
　　○テーマ 「病院における褥瘡のマネジメント」
　　○講　師　皮膚・排泄ケアエキスパートナース 青木かずみ

9．ＮＳＴ学習会　
　日時：7月25日（月） 18：00～19：15
　場所：講堂 
　　○テーマ 「①肺炎と高齢者の特徴と栄養管理（60分）」
　　　　　　　「②経口訓練食（段階食）（15分）」
　　○講　師　①呼吸器内科医師 山本　宏樹
　　　　　　　②管理栄養士 小澤　佳恵

10．看護研修
《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：7月6日（水） 17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ 「Dr大島一太の心電図講座シリーズ　
　　　　　　　　心電図から知る循環管理」
　日時：7月20日（水） 17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ 「医師が伝えてほしいSBARのコツと緊急度判定」
《衛星研修S-QUE　新特別企画》
　日時：7月22日（金） 17：10～18：50
　場所：3階会場
　　○テーマ 「病院フォーラム‘16 　病院機能評価 2016」
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ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん・なんでも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

「れんけいと支援」に関するお問い合わせは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
                  送付を希望されない方はお申し出ください。

TEL  076（422）1114 ／ FAX  076（422）1154
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　20歳で当院に看護師として採用され、もう定年を迎えようとしています。
　この40年の間にいろいろなことがありました。就職したての頃は、諸先輩方に叱咤激励され、自己嫌悪に
陥りながらも涙をこらえながら仕事に向き合っていました。それが3年、5年たつうちに仕事をすることの喜
びが感じられ、看護師としての自信が出てきたように感じていました。結婚し、子供4人に恵まれましたが、
この頃は仕事との両立にまた涙する日々がありました。当時を振り返ると、家族の協力があったからこそ今
も看護師でいられる自分があるのだと思います。定年を目の前にして一日一日大切に過ごしていきたいと
思っています。長い間看護師として仕事をさせていただき周りの皆様に感謝、感謝です。

健診センター　荒川　妙子

医師不在のお知らせ ７月分※外来担当日の休診のみ掲載

　血液浄化療法とは体外循
環により様々な方法で血液
の中に含まれる病因となる

物質を取り除く（浄化する）治療法です。
　当院で行われる血液浄化療法には慢
性腎不全に通常行われる血液透析やOn-
line HDFをはじめ、救急・集中治療領域
で行われる急性血液浄化療法として重
症な多臓器障害に対する持続的腎代替
療法（CRRT）やエンドトキシン吸着療法
（PMX-DHP）などがあります。また劇症肝
炎・肝不全、各種の神経・筋疾患、活動性
の強い膠原病などで施行する血漿交換・
吸着療法、潰瘍性大腸炎に対するLCAP・
GCAP、難治性腹水症の腹水を採取し濾
過濃縮して再静注する腹水濾過濃縮再静注
（CART）などもあり、多種多様な疾患に対
し様々な特殊血液浄化療法をいつもで行え
るよう体制を整備しています。

　これらを効果的かつ安全に施行するため
に、使用する装置や浄化膜・血液回路を含
む材料、薬剤などが適正に選択され、小児
から高齢の患者さんまで、その背景に合わ
せて設定条件や処理量を緻密に組み合わ
せて治療を行っています。
　最近では薬剤抵抗性の末梢動脈疾患
（PAD）に対し2カラム賦活法で行うLDL
吸着療法や、自己免疫性疾患に対する選
択的血漿交換療法（selective PE）、劇
症肝炎・肝不全に対するPDF（Plasma 
Filtration with Dialysis）など、新しい治療
法にも積極的に取り組んでいるところです。
　当院では専門分野のスペシャリストが高
い専門性を発揮し、各診療科や複数の医療
職が連携・協働して治療やケアにあたって
います。今後も、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

院内の
専門職員の
ご紹介

熊代　佳景（公社）日本臨床工学技士会
血液浄化専門臨床工学技士

作：病院ボランティア　
篠崎　佳子

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 清　川 7日、8日 小 児 科 橋　本 5日～7日

林 28日、29日 柴　田 25日～29日
石　浦 28日、29日 齋　藤 6日～8日
水　野 22日 、29日 呼吸器・血管外科 土　岐 25日、26日
山　田 1日、  19日 整 形 外 科 ・

関 節 再 建 外 科
澤　口 1日、8日、19日、29日

米　澤 13日 五　嶋 28日
白　石 15日 重　本 1日

精 神 科 伊　東 26日～29日 眼 科 山　田 26日、27日
外科・消化器外科
乳 腺 外 科

泉 14日　 藤　井 1日、4日
北　川 13日～15日　 耳鼻いんこう科 辻 25日、26日
吉　川 1日、15日、19日 麻 酔 科 永　川 7日、8日
寺　田 1日、13日～15日 高　木 12日、25日

歯 科 口 腔 外 科 寺　島 4 日、22 日※その他、急に不在となることがありますので、
　ふれあい地域医療センターまでお問い合わせください。


