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地域医療支援病院 富山市民病院

Face to Face, Heart to Heart

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。
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近年、乳がんは12人に1人罹るがんと言われています。早期発見、早期治療をするためにはマンモグラフィ検診を受けることが
重要になっています。特に初期のがんの特徴のひとつでもある石灰化を指摘できるのはマンモグラフィの強みとも言えます。

当院では、マンモグラフィ撮影は女性技師が担当しています。そして、検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師の認定を
取得している技師は私も含めて6名います。

この認定を取得している技師は、診断の精度を一定に保つため、撮影技術の研鑚や読影技術の習得、撮影装置の品質管理
などをしています。そして、乳がん検診の精度を高めることにより、乳がんによる死亡率減少効果を高め、また患者さんの健
康生活の延長に貢献できることを目的として日々活動をしています。

ちなみに、当院はマンモグラフィ検診施設認定も取得しています。
また、12月に新たに㈱東陽テクニカ製のデジタルマンモグラフィ画像ビューアが導入され、さらに最適な読影環境で画像

を見ることができるようになりました。モニタも5メガカラーモニタを採用しており、エコーの画像を並べて配置し多角的に
読影できるようになりました。また、専用のキーパットも装備されワンタッチで画像を変えることができ、ストレスなくス
ムーズに読影できるので見逃しなどを防ぐ一因になっているかと思います。

今後ともより精度の高い検査を提供できるよう活動をしていきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

「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

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

特定非営利活動法人
日本乳がん検診精度管理中央機構
検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師

　　　　　　　　

検診マンモグラフィ撮影技師の活動

　内視鏡内科では、消化器、呼吸器などの疾患や健康診断での内視鏡検査を担当しており、年間約
8000件の検査を行っております。検査だけでなく治療内視鏡として、食道・胃・大腸などの早期癌
や総胆管結石などの内視鏡手術、進行した食道・胃・大腸・膵・胆道癌などによる管腔の閉塞に対し
ての拡張術なども積極的に行っています。

診
療
科
紹
介 内視鏡内科の紹介内視鏡内科の紹介

《全消化管検査》
　今までは消化器内視鏡では、主に口から十二指腸の途中までと大腸を主にみることがで
きるものでしたが、現在はバルーン内視鏡や、カプセル内視鏡があり、口から肛門まで全
ての消化管の検査ができるようになりました。

《超音波内視鏡》
　超音波内視鏡とは内視鏡に超音波検査のプローブ（探触子）がついている内視鏡です。
消化管や気管から超音波内視鏡で腫瘍などを観察します。腫瘍などを同定し、組織を採取
することでより正確に診断することが可能になりました。手術や化学療法を選択するうえ
で組織学的診断は非常に重要で、治療方針の決定に非常に重要であると考えられています。

メンバー
　現在、消化器内科は学会指導医を含む、蓑内慶次内視鏡内科部長、上山本伸二消化器内
科部長、水野秀城医長、山田和俊医長の4名と、呼吸器内科は芝靖貴医長の計5名の体制
で行っております。

Brand-new topic
ブランニュー  トピック

前列左から上山本消化器内科部長、蓑内内視鏡内科部長
後列左から東海臨床研修医、山田医長、水野医長、芝医長

月の休診日１

作・病院ボランティア 篠崎佳子
※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
　TEL076-422-1112（代）内線2168までお問い合わせください。

編集後記 　大型の寒波も到来し、本格的な冬が訪れましたが、皆様お風邪などひかれていませんで
しょうか。ついこの間、新しい年を迎えたばかりのような気がしますが、あっという間に師

走です。一年が経つのが早くてびっくりしてしまいます。今年は天皇陛下の退位について大きな話題になりました。
先日は新聞で、皇太子さまが即位される際には10連休とする方向で検討されていると報じられていました。時代
が変わっていくことは当然だと思いますが、新しい時代に負けないように自分も成長していきたいと思います。
　さて、みなさま今年も一年間お世話になりました。「れんけいと支援」を読んでくださった皆様、関わってく
ださった皆様、ありがとうございました。また来年もよろしくお願い致します。 （精神デイケア　野田　玲菜）

ふれあい地域医療センターからのお知らせふれあい地域医療センターからのお知らせ
　日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。年末年始のふれあい地域医療センターの業務については以下
のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

12月28日（木）通常どおり
12月29日（金）  ～1月3日（水）休み
１月４日（木）から 通常どおり　 ※なお、救急患者さんの対応に関しては、救急センターへご連絡ください。
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「12月の地域連携・開放型病床症例検討会」の報告
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２. 内科ＣＰＣ
　　日時：１月９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：１月９日（火）17：45～ 18：45
場所：看護外来
●テーマ： 家族ケア・グリーフケア
●講　師： 緩和ケア病棟看護師　樋口　愛子

４. 医療機器研修会
日時：１月23日（火）17：45～ 18：15
場所：看護外来
●テーマ： イチから学ぼう！
　　　　　PCPS（経皮的心肺補助装置）の基本
●講　師：臨床工学技士　

５. 糖尿病研究会定例学習会　
※今月の開催はありません。
次回予定　２月８日（木）17：45～18：30

６. 接遇力向上研修会　
日時：1月24日（水）17：45～19：00（時間厳守）
場所：講堂
●内容：ロールプレイング大会
　　　　スライドショー
　　　　ミニレクチャー

７. 褥瘡対策学習会
日時：１月26日（金）17：45～19：00
場所：集団指導室
●テーマ：褥瘡予防のスキンケア
●講　師：看護師　宮田美智子

８. ＮＳＴ学習会
日時：１月22日（月）17：30～19：00
場所：講堂
●テーマ：周術期の栄養（カテーテル感染）・
　　　　　ポート管理・
　　　　　PICC（末梢挿入中心静脈カテーテル）
●講　師：外科医師　庄司　泰弘

　
９. 看護研修

≪衛星研修S-QUE Eナース≫　　
（１）日時：１月17日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
     ●テーマ：排尿自立のためのアセスメント
　　　　　　　 ～排尿症状のマネジメントとその技術
　　　
（２）日時：1月31日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
     ●テーマ：入院中の認知症の人に対する看護
　　　　　　　　　～様々な疾患を伴う患者さんへの
　　　　　　　　　　　　　　　アセスメントとケア 

　第128回地域連携・開放型病床症例検討会（年末
拡大版、2017年12月12日（火）19時～於講堂）に
ついて報告いたします。以下の４演題に対して活発
な質問・討論が行われました。

１．ミニレクチャー１ 
　「急性心筋梗塞治療（AMI）の現状」

（演者：循環器内科　清川裕明医師）
　AMI治療のスタンダードは心臓カテーテル治療
（Percutaneous Cardiac Intervention:PCI）で
すが、当院も24時間体制で行っています。年間50
例以上のAMIを受け入れ、来院からカテーテル治
療までの時間（Door-to-Balloon Time:DBT）が
90分以内となるよう迅速に対応しています。最近
は薬剤溶出ステントの進歩で再狭窄率も減少してい
ます。富山医療圏、富山県ではAMIに対するPCIの
統計を取って成績向上を目指しています。富山市民
病院では胸痛ホットライン（TEL 080-5859-5620 
循環器内科医直通）を開設していますので、遠慮な
く是非御連絡ください。（図1）

２．ミニレクチャー２
　「局所進行肺癌に対する肺機能を温存した拡大手術」

（演者：呼吸器外科　土岐善紀医師）
　遠隔転移を伴わない局所進行肺癌の手術では、根
治性と機能温存の両立が必要です。最近、左上葉扁
平上皮癌で左肺動脈主幹部に直接浸潤を伴った低肺
機能の症例に対し、下葉を温存し肺動脈浸潤切除欠
損部の自己心膜パッチ再建、心膜欠損部の広背筋弁
による修復を行いました。最近は高齢者や複数の併
存症を有する高リスクの患者さんでも手術が行える
ようになりました。この術式はこのような高リスク
の患者さんに、合併症回避と機能温存の観点から有
用であると考えられます。

３．症例検討1.
　「胸部異常陰影にて紹介された

若年者縦隔悪性リンパ腫の1例」
（紹介医：大沢野クリニック　安達康子先生、

演者：放射線診断科　草開公帆医師）
　縦隔（胸腺）原発大細胞型B細胞性リンパ腫は、
胸腺B細胞由来のリンパ腫と考えられています。多
くは前縦隔の巨大腫瘤として認められ、臨床症状と
して顔面浮腫、頸静脈怒張など上大静脈症候群を呈
してから発見されます。今回、肺炎加療後も残存す
る胸部単純写真での異常陰影の精査目的に紹介され
た患者さんで、術前診断は困難だったがサイズが小
さいうちに発見され、明らかな遺残なく切除しえた
症例を経験した報告がありました。

４．症例検討2.
　「前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1例」

（演者：脳神経外科　宮森正郎医師）
　同疾患は希ではあるが出血発症が多く、治療を必
要としますが、流入動脈が眼動脈から分岐する篩骨
動脈であるため、TAEでは視覚障害のリスクがあ
り、外科的な流出静脈の処理が推奨されます。症例
は61歳 男 性 で 体 動 困 難 の た め 救 急 搬 送 さ れ、
3D-CTA、脳血管造影で同疾患の出血と診断されま
した。非常に希で高度な技術を要する開頭手術です
が、無事に手術を終え自力歩行退院されました。

　「地域連携・開放型病床症例検討会」は、当院医
師とかかりつけ医の先生方との有効な情報交換の場
であるとともに、我々にとっても専門医より最新の知
識やトピックスを効率的に得ることのできる場でもあ
ります。皆様からの「要望・リクエスト」を拝聴し、
明日の診療からすぐに役に立つ、即効性のある勉強
会にしていこうと考えておりますので、ご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。（文責：外科　北川裕久）

2

研修・講演・勉強会のご案内〈１月分〉

（図1）

１. 地域連携・開放型病床症例検討会
≪お知らせ≫
※平成30年１月の地域連携・開放型病床症例検討会は都合により中止いたします。
　また、次回の開催は、２月13日（火）に予定しています。ご参加をお待ちしております。

予告予告 ２月２月 日時：２月13日（火）19：00 ～ 20：15
場所：当院３階　講堂

　　　１）ミニレクチャー　　
　　　　　『アロマターゼ阻害薬と骨粗鬆症』　産婦人科　長谷川　徹　

　　　２）症例検討　2例
　　　　　外科・整形外科症例を予定しています。
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　さて、みなさま今年も一年間お世話になりました。「れんけいと支援」を読んでくださった皆様、関わってく
ださった皆様、ありがとうございました。また来年もよろしくお願い致します。 （精神デイケア　野田　玲菜）

ふれあい地域医療センターからのお知らせふれあい地域医療センターからのお知らせ
　日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。年末年始のふれあい地域医療センターの業務については以下
のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

12月28日（木）通常どおり
12月29日（金）  ～1月3日（水）休み
１月４日（木）から 通常どおり　 ※なお、救急患者さんの対応に関しては、救急センターへご連絡ください。

南　久美

内科
蓑内
清水
山内
多田
外科・消化器外科・乳腺外科
泉
寺田
佐々木

整形外科・関節再建外科　　
澤口  
岩井　
精神科
長谷川
眼科
山田

19日
12日
22日
16日

18日
22日、25日
19日

5日、9日、12日、26日
16日、18日、19日、 23日、 25日、26日、 30日

26日

26日


