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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

循環器内科診療科紹介

◆循環器内科

ブランニュー　トピック

　 月 火 水 木 金

外来担当 寺崎敏
清川

中村翔
清川

寺崎敏
杉本 打越

《生体吸収スキャフォールド》
　冠動脈へのカテーテル治療が始まって30数年になりま
す。バルーンからステント、そして薬剤溶出ステントにて再狭
窄の問題もほぼ改善されましたが、細い冠動脈内に金属が
永遠に残る宿命がありました。留置したステントが２年ほど
で吸収され消えてしまう生体吸収スキャフォールド（金属で
はないので、スキャフォールドといいます）が近々使用可能と
なります。収縮拡張などの血管反応性の保持が期待されて
います。

《メンバー》
　今年4月から、清川裕明、寺崎敏郎、打越 学、中村翔太、
杉本寛之医師の5名の体制で行っております。

循環器内科スタッフ紹介
前列左から　清川裕明部長、寺崎敏郎医長、馬場逸人研修医
後列左から　杉本寛之医師、中村翔太医師、打越　学医長

Brand-new topic

錦秋の候、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いたします。
今月の診療科紹介は、循環器内科です。

　循環器内科では、年間約420件の心臓カテーテル検査および治療（うち冠動脈インターベンション・
ステント留置140件、不整脈へのアブレーション10件）を行い、急性心筋梗塞への緊急治療は、９割以
上の例で病院到着から90分以内に施行しています。冠動脈インターベンション治療総数も2000件を超
え、初期成功率は96%となっています。また体内式ペースメーカー植え込みも年間30件前後おこなって
います。
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予告

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　　　⑴『認知症患者に発症し、治療に苦慮した重症角膜潰瘍の１症例』
　　　　　　　　 （紹介医）：富山老人保健施設　鈴木　康治先生　　眼科　山田　芳博

　　　　　　⑵『三重癌（左腎盂癌、胃癌、右肺癌）に対してそれぞれ鏡視下手術を施行した1例』
 （紹介医）：大沢野クリニック　安達　康子先生　　泌尿器科　児玉　浩一

　　　　日 時：平成28年11月8日（火）　19：00～20：15
　　　　場 所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー： （担当）精神科
　　　　２）症例検討　腎臓内科・循環器内科の２例を予定しています。

１．地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：10月11日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「パーキンソン病の診療と問題点」 
 神経内科　島　　綾乃

研修・講演・勉強会のご案内 10月分

２．内科CPC
　日時：10月11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：10月2日（日） 13：30～15：30
　場所：講堂 
　　○テーマ 「グリーフケアとしてのエンゼルメイク」
　　○講　師　公益財団法人富山県移植推進財団
　　　　　　　富山県移植コーディネーター
    高橋　絹代先生

4．糖尿病研究会定例学習会　
　日時：10月13日（木） 17：45～18：30
　場所：看護外来 
　　○テーマ 「薬物療法について」
　　○講　師　薬剤師   山田　麻利名

5．アンガーマネジメント研修会（体験学習）　
　日時：第１回　10月14日（金）13：15～16：00
　　　　第２回　11月14日（月）13：15～16：00
　場所：講堂 
　　○講　師　当院接遇向上委員会委員長 置塩　良政
　※２回とも同じ内容です。各回同じ所属の方１～２名の

参加でお願いいたします。院内の職員も一緒にグルー
プを作ります。また飲み物は自由にご持参ください。

6．ＮＳＴ学習会
　日時：10月17日（月） 18：00～19：15　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「糖尿病の栄養管理」
　　○講　師　内科医師  家城　恭彦

7．感染予防対策学習会　
　日時：10月19日（水）　①17：30～18：15　　　　
　　　　10月24日（月）　①17：30～18：15
　場所：講堂 
　　○テーマ 「血管内留置カテーテル関連血流感染予防策」
　　○講　師　感染対策看護チーム
    看護師　岡田　しのぶ

8．睦美会看護講演　
　日時：10月25日（火） 18：00～19：30
　場所：講堂 
　　○テーマ 「災害医療について」
　　○講　師　神戸学院大学現代社会学部社会防災学科  

   教授　中田　敬司先生

9．褥瘡対策学習会　
　日時：10月28日（金） 17：45～
　場所：集団指導室 
　　○テーマ 「褥瘡対策用具の選び方」
　　○講　師　皮膚・排泄ケア認定看護師　関口　聡子

10．看護研修
《看護補助者研修》
　日時：10月19日（水） ①13：00～13：50 
  ②14：00～14：50　
  ③15：00～15：50
  ※①②③とも同じ内容です。
　場所：講堂
　目的：看護補助者として必要な技術を習得する。
　　○テーマ ①一次救命処置の方法（AED使用方法も含む）
 ②CAコールの仕方

《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：10月5日（水）17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ 「早期離床のための看護目標の立て方」
　
　日時：10月19日（水）17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ 「ベットサイドで行う効果の高いリハビリ

プラクティス」
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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
　「はい、デイケアです。」いつものように院内他部署からの電話をとったのですが、電話の相手に
大笑いされ、「ははは！暗くない？」と言われたという同僚の話を聞きました。いつも元気な相手の
顔が思い浮かび、何度思い出しても笑ってしまうエピソードです。
　院外の関係者の方 と々は、電話で繋がることも多い仕事です。表情が見えない分、声の調子に
気を配ることが大切だと自身を振り返りました。ハキハキと気持ちよく、わかりやすく相手に伝える
ことを意識しようと気持ちを新たにしました。気付いたところから、業務改善ができるよう努めてい
きたいと思います。お気づきの点がありましたら、ご教示いただければ幸いです。今後ともよろしく
お願いいたしします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神デイケア科　中村　里佳

　現在の日本では、認知症と診断されている人が増加傾向で
2025年の団塊の世代が75歳になるころには700万人を超え
ると言われています。高齢になるにつれ、色々な疾患を抱え、悪
化して病院に入院することも少なくないと思います。当院では、

認知症で入院される方は少な
く、身体疾患で入院されてくる
方が殆どです。
　認知症は、様々な要因によ
り新しいことが覚えられない、
忘れてしまう記憶障害や時間
や場所がわからなくなる見当

識障害などがみられる進行性の病気です。また、病気の進行と
ともに想いや苦痛を伝えることが困難になります。このような症
状による生活上の混乱や不安感に対し、家族や患者さんを週に
1回一般病棟へ精神科医師と精神保健福祉士とともにラウン
ドし認知症の患者さんがよりよい環境でより良い治療を受けら
れるように一般病棟の看護師や医師などと協力体制を構築し、
「その人らしく」を目標にケアしています。今後も一般病棟のみ
ならず、外来患者さんや院外の勉強会などにも積極的に参加し
て、認知症ケアを広めていきたいと思っていますので、宜しくお
願い致します。

院内の専門職員の
ご紹介 高柳　佳忠認知症看護認定看護師

作：病院ボランティア　
篠崎　佳子

医師不在のお知らせ 10月分※外来担当日の休診のみ掲載

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 中 村裕 7日、11日 整 形 外 科 ・

関 節 再 建 外 科
澤　口 14日

清　川 3日、6日、11日 五　嶋 10月31日～11月28日
林 5日 重　本 ～10月28日
大　田 14日 麻 酔 科 松　浦 24日
寺 﨑靖 11日 黒　田 3～7日
打　越 27日 精 神 科 長谷川 27日、28日
清　水 7日 形 成 外 科 置　塩 6日、7日、21日
水　野 17日、28日 宮　下 24日、25日
山　田 14日、24日 産 婦 人 科 長谷川 7日

外科・消化器外科・
乳 腺 外 科

泉 13日、20日、27日 小 児 科 橋　本 21日、31日
藤　村 21日、27日、28日 齋　藤 11日～14日
吉　川 11日 歯 科 口 腔 外 科 高　橋 20日午前

呼吸器・血管外科 瀬　川 5日、6日
土　岐 17日～19日
関 14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。


