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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

地域医療支援病院 富山市民病院
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自己クリオプレシピテート作製機
（クリオシールシステム）導入ついて

　最新の医療現場ではさまざまな血液由来製剤

が使用され、治療成績の向上に寄与しています。

中でも外科的治療において組織生体接着剤とし

てフィブリン糊製剤が広く使用されています。そ

の一方、社会面、安全面、経済面などで払拭され

ていない問題が内在します。そこで私たちは「自

己組織由来完結手術」をキーワードとして受術

患者の自己血から自己CRC（赤血球）、自己FFP

（血漿）、自己フィブリン糊（クリオ）を作製し、

必要に応じて使用することを理念に計画を進めて

まいりました。自己クリオとは、患者の血漿を遠

心分離し凍結と融解を繰り返して抽出した高濃

度のフィブリノゲンを含む血漿蛋白ですが、これ

を市販のフィブリン糊製剤に代えて使用します。

輸血や血液製剤の使用によって引き起こされるリ

スク、つまり感染症や免疫応答による有害事象を

回避することが目的です。また高額な薬剤費を抑

制することに貢献でき、高齢者の医療を支える若

年供血者の不足といった社会問題への切り札に

もなり得ると考えられます。これまでの自己クリ

オを使用した治療成績は既存製品と同等以上の

データが得られており、このたび本格的に自己ク

リオ作製装置を北陸で初めて導入する経緯に至

りました。自己クリオは呼吸器外科領域のみなら

ず、脳神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科、消化器

外科など多領域での使用が見込まれます。当院

ではこれまでの準備として、自己血輸血看護師に

２人が認定、自己血採血手技・場所の一元化、臨

床検査技師の虎ノ門病院への派遣研修と鋭意準

備を進め8月から稼働となりました。手術治療は

手術のみではなく手術を支える薬剤や製剤、管理

を含めた総合力の時代になりました。「標準的な

治療はより安全に。適応外だったハイリスク治療

を適応内に。」を目標に地域医療を担っていきた

いと考えています。

呼吸器血管外科　土岐　善紀
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　このCT装置は2管球（128列相当）を搭載し、高速な撮影速度による「呼吸止めナシ・被
ばく軽減可能」な超高速CTで、より患者さんに優しい検査が可能となります。具体的には、
胸部単純CT撮影時間が1.5秒程度、被ばく線量が0.8mSv程度（低被ばく撮影モード時、当
院の現在の胸部CT検診の1／10程度の被ばく量）で撮影できます。
　息止めが難しい呼吸不全の症例や体動が激しい症例に対しても、比較的鮮明な画像を提
供できます。また、2管球撮影によるDual Energy Imagingにより、腎機能の低下した患者
さんへの造影剤の軽減撮影や肺塞栓症の血流解析も初診時に検査が可能となります。
　従来はβ遮断薬を使用して撮影していた「心臓CT検査」は、β遮断薬なしで撮影を実施
する適応を拡大し、予約なしでも外来で実施できるよう準備を進めております。

　連携医の皆様の診療にもお役に立てるCT装置ですので、有効に活用していただければ幸
いです。なお、検査のご予約は、ふれあい地域医療センターにおいて承ります。

（ふれあい地域医療センター　ＴＥＬ：076-422-1112㈹ 内線2103／ＦＡＸ：076-422-1154）

新しいCT装置の導入のお知らせ

富山市民病院では平成30年10月1日よりシーメンス社製の
「SOMATOM Defi nition Flash」という新しい機種の運用を開始します。

作：病院ボランティア 
篠崎　佳子

日時：平成30年11月8日（木）16：00～
場所：富山市民病院　3階講堂
　　　●担当者交流会　16：00～17：00（グループワーク）
　　　●講演会　　　　18：00～19：30　
　　　　　テーマ：幸福論：実践的幸福　～患者さんも医療者もみんなが必ず幸せに！　
　　　　　講　師：名田庄診療所　中村　伸一先生

平成30年度 地域医療部　担当者交流会・講演会のお知らせ
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研修・講演・勉強会のご案内

　最近の胃食道逆流症（GERD）の診療では、従来のプロ
トンポンプ阻害薬（PPI）では治癒に至らない、または症
状の残存するPPI抵抗性GERDがかなり含まれていること
が認識されています。そのため、GERD診療ガイドライン
2015においても、PPI抵抗性GERDに対する戦略が示され
ています。また、24時間食道インピーダンス・pHモニタ
リング検査を中心とした精密検査を用いて、PPI抵抗性

GERDの病態解明が進むとともに、従来のPPIより胃酸分
泌抑制作用の強いカルシウムイオン競合型アシッドブロッ
カー（P-CAB）の登場で、治療法の選択肢が広がってい
ます。当院では2018年8月より新しい24時間食道イン
ピーダンス・pHモニタリング検査を導入しました。治療
に難渋する薬物治療抵抗性GERD患者さんがいらっしゃい
ましたら、お気軽にご相談ください。 

１．地域連携症例検討会
　　日 時：9月11日（火）　19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　※20：15より「10月から運用する新しいCT装置のご紹介」あわせて「CTやMRI、RI等の検査の予約」についての
　　　ご案内をさせていただきます。

中央放射線部主任部長・血管外科　湖東　慶樹

　　　１）ミニレクチャー：「PPI抵抗性GERDに対する当院の取り組み」 
内視鏡内科　水野　秀城

　　　２）症例検討
　　　　①『腹腔鏡下に切除を行った胸部下部食道管外発育型gastrointestinal stromal tumorの1例』
 消化器外科　佐々木　省三
　　　　②『誤嚥防止術を施行した1例』
 耳鼻いんこう科・頭頸部外科　辻　　亮

2．内科ＣＰＣ　
日時：9月11日（火）17：30～
場所：医局カンファレンス

3．地域連携医療機関医師対象
　　エコーハンズオンセミナー（心臓編）
※申込みが必要です。ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
（TEL　076-422-1112（代）内線2989）
日時：9月9日（日）14：00～16：30
場所：集団指導室
　①ミニレクチャー
　　「パパッと心エコー～エコーでわかる心臓の病気～」
　②エコーハンズオン～心エコーの基本走査を中心に～

4．緩和医療部学習会
日時：9月11日（火）17：45～18：45
場所：看護外来
　○テーマ：症状コントロール「消化器症状」
　○講　師：緩和ケア内科医師　舩木　康二郎

5．医療機器研修会
日時：9月25日（火）17：45～18：15
場所：看護外来
　○テーマ：経腸栄養ポンプ
　　　　　　『新しい経腸栄養ポンプの使い方を学ぼう！』
　○講　師：臨床工学技士　熊谷　智叡

6．糖尿病研究会定例学習会
日時：9月20日（木）17：45～18：30
場所：看護外来
　○テーマ：今さら聞けないシリーズ
　　　　　　運動療法について患者への具体的な
　　　　　　説明ってどうすればいいの？
　○講　師：理学療法士　下村　歩美

7．感染予防対策学習会
※両日とも同じ内容です
日時：9月  4日（火）17：30～18：05
　　　9月19日（水）17：30～18：05
場所：講堂
　○テーマ：カンジダ血症について
　○講　師：血液内科医師　寺﨑　　靖

8．褥瘡対策学習会
日時：9月28日（金）17：30～18：00
場所：集団指導室
　○テーマ：褥瘡予防のためのリハビリテーション
　○講　師：理学療法士　稲生　美紀

9．ＮＳＴ学習会
日時：9月10日（月）17：30～19：00
場所：講堂
　○テーマ：①嚥下障害について 
　　　　　　②リハビリ栄養
　○講　師：①耳鼻いんこう科・頭頸部外科医師  辻　　亮
　　　　　　②リハビリテーション科医師  　　 吉田　園代

10．看護研修　
《衛星研修S-QUE　Eナース》
　※申込みが必要です。ふれあい地域医療センターへご連絡くだ
　　さい。（TEL　076-422-1112（代） 内線2989）

（１）テ ー マ：転倒・転落を防ぎつつ、ADLの
　　　　　　　　向上をチームで目指す
　　　視聴期間：9月11日～10月5日

（２）テ ー マ：リハビリテーションにおける
　　　　　　　　栄養管理
　　　視聴期間：9月26日～10月19日

9月分

予告
平成30年10月9日（火）19：00～20：15　　場所：当院3階　講堂
内容：①ミニレクチャー　　（担当）小児科
　　　②症例検討　2例（産婦人科・血液内科）
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「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

医師不在のお知らせ ※外来担当日の休診のみ掲載

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

※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。
　TEL　076-422-1112（代）内線2168

細胞から体の状態を把握する
細胞検査の仕事
“細胞検査士”という職業をご存知でしょうか。人間の体の
中には約60兆個の細胞があります。細胞は様々な影響で人
間が生きることを邪魔する「がん細胞」に変わることがあり、
また細菌・ウイルス感染、ホルモンバランスの乱れによって細
胞に変化が見られることがあります。「がん細胞」や変化した
細胞を見つけ出すのが細胞検査士の仕事です。当院の病理部
門には細胞検査士が5名おり、異常細胞が見られた時は細胞
診専門医確認の上、細胞診断を行っています。検査材料とし
ては、患者さんから排出された痰や尿、針を刺し採取した乳
腺や甲状腺の細胞など様々ですが、１番件数が多いのは子宮
膣頸部をブラシで擦って採取された細胞です。子宮膣頸部の
細胞診では、近年若い女性から癌細胞や異形成(癌の前段階
の細胞)が見つかることが多くなっています。これらのほとん

どはヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが原因と言
われております。しかしHPVに感染したからすぐに癌になるわ
けではなく、自然に治癒するものもあれば、年月をかけて癌
に進行するものもあります。ここで重要なのは癌になる前に
発見することです。そのため
には定期的に検診を受けて、
自分の状態を把握すること
が大切になります。私たち細
胞検査士はその手助けをし、
今後も信頼できる診断を出
せるように日々精進していき
ますので、これからもよろし
くお願いいたします。

橋北 和哉

公益社団法人日本臨床細胞学会認定
細胞検査士

院内の専門職員の
ご紹介

　今年の夏は日本列島が記録的猛暑になりました。熱中症で体調を崩された方も多く、また先月の西日本豪雨
にてたくさんの方が被害にあわれ、大変な日々をおくられていると思います。連日の報道で被害の状況をみる
と、小さな子供がいる身としては他人事ではなく、災害の恐ろしさを改めて感じました。災害が少ないと言わ
れている富山県ですが、もしもの為に防災グッズの確認をしておこうと思います。
　我が家には小学１年生の娘がおり、初めての夏休みが始まりました。毎日のラジオ体操にたくさんの宿題、
残り少ない休みの課題は山積みですが、夏ならではの遊びを通して猛暑の夏を満喫したいと思います。

ふれあい地域医療センター　見浦　彩

編集後記

9月

中央研究検査部
臨床検査科 病理検査係

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日

内 科

大　田 3日 呼吸器・血管外科 瀬　川 5日、6日
寺 﨑靖 28日 麻 酔 科 榎　本 28日
野　村 4日 精 神 科 長谷川 26日、28日
牧　石 10日

皮 膚 科
野　村 12日、25日

橋　向 4日 武　原 13日、18日
越　智 5日

泌 尿 器 科
児　玉 19日～21日、25日

西　野 28日 高　瀬 27日、28日
脳 神 経 外 科 毛　利 3日、11日～14日

産 婦 人 科
大　田 13日、18日

外科・消化器外科・
乳 腺 外 科

吉　川 11日～14日、19日～21日 丸　山 3日～5日
佐々木 7日 小 児 科 加　藤 10日～14日
萩　野 18日 眼 科 藤　井 7日、10日
中　山 3日、27日 耳鼻いんこう科・

頭 頸 部 外 科
辻 3～5日、28日

整 形 外 科・
関 節 再 建 外 科

澤　口 11日 加　藤 13日、14日、18日、19日
五　嶋 6日

歯 科 口 腔 外 科
寺　島 18日、25日、26日

岩　井 11日、13日、14日 高　市 18日～21日


