
【A. 診療体制】
　臼田和生医療局長のもと、富山県の循環器疾患の高度
医療の充実を目指し皆で協力して診療にあたっております。
　内科循環器部門の現在のスタッフは、臼田和生医療局長、
丸山美知郎部長、音羽勘一部長、近田明男医長、松浦伸
太郎副医長、向井勇介副医長、江本賢二医師、竹内一喬
医師、江口裕也医師の計９人で構成されています。今年度は、
常時２～３名の初期臨床研修医とともに診療にあたります。
　外来初診は、下表のように毎週４日間、循環器スタッフが
担当しています。

　再診は原則として予約診療で行っております。
　緊急患者については２４時間対応しております
ので、内科外来または救命救急センターまでご
連絡ください。
　同時に、循環器全般にわたり診療能力を発揮
し得る専門医と指導医の養成および研修医の育
成を行っています。

【B. 平成 29 年診療実績】
　平成２９年１月から１２月までの１年間に当部門で行われた心臓カテーテル検査・治療の総件数は１，４３６件でした。
このうち施設基準が設定されているカテーテル手術およびペースメーカ植込み手術について、１年間の診療実績を示し
ます。昨年の冠動脈インターベンションは４０８件で、治療手技成功率が９９% でした。緊急で経皮的冠動脈インター
ベンションを行った急性冠症候群は１２８例でした。頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーションは２１４件で根治
率９８％でした。心房細動ではクライオアブレーションにより治療時間が短縮して患者さんの負担も減っています。また、
平成２９年９月よりリードレスペースメーカーの新規デバイスも導入しています。心不全では、至適薬物療法に加えて両
室ペーシングによる心臓再同期療法を行っています。また重症心不全の補助循環（経皮的心肺補助など）にも取り組ん
でいます。
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（循環器）

秋冷の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今月の各部・各診療科の紹介は、内科（循環器）と放射線治療科です。

内科（循環器）スタッフ
後列左より　武藤研修医、松浦副医長、佐野研修医、江本医師、竹内医師、江口医師、

松岡研修医
前列左より　近田医長、音羽部長、臼田医療局長、丸山部長、向井副医長

月 火 水 木 金

初　診 向　井
（1,3,5週） 丸　山 近　田

（2,4週） 音　羽 臼　田

再　診
（16 診） 近　田 音　羽 向　井 向　井 近　田

再　診
（17 診） 丸　山 臼　田 音　羽 臼　田 丸　山

ペースメーカ外来
（午後） 松　浦 江　本



　地域の先生方から多くの症例をご紹介いただき（紹介率８８.９％）、豊富な経験を積ませていただいた結果、スタッフ
の熟練度がより一層高まりました。ありがとうございました。また患者さんの退院後の管理を、お引き受けくださり（逆
紹介率１１６％）、いつもありがとうございます。
　心臓病教室は年３回（７月、１０月、２月）開催しております。退院後の患者さんへ、心臓病の解説、食事療法、運
動療法の紹介を行っています。情報交換会では、医療スタッフと患者さんが小グループに分かれてコミュニケーションを
とっております。当院から紹介した患者さんの中で、心臓病教室への参加を希望される方がおられましたら、ご連絡く
ださい。
　今年度もよろしくお願いいたします。

　　
　　

【C. 最近の話題】
　大動脈弁狭窄症（AS）は、６５歳以上の罹患率は２―４％で日本における患者数は７０―１４０万人と推定されます。原
因として、加齢による大動脈弁の石灰化が最も多いとされます。重症大動脈弁狭窄症の高齢患者さんでは、これまで
狭心症や心不全の症状が生じても外科的大動脈弁置換術の施行が困難であることが多く、予後が不良でした。　
　経カテーテル大動脈弁置換術（Transcatheter Aortic Valve Implantation；TAVI）は、重症大動脈弁狭窄症に
対する新たな治療です。開胸を行わずカテーテルにより人工弁を留置するため低侵襲であり、高齢患者さんが良い適応
です。TAVI は、高リスクの重症大動脈弁狭窄症の患者さんで、薬物療法に比べて死亡率が有意に低く、外科的大動脈
弁置換術と同等の治療効果があることが報告されています。
　当院で行われたTAVI の第１例目をご紹介します。

　症例は８０歳代の女性です。２年前より労作時呼吸苦を自覚されていました。X―５月整形外科の術前精査で重症大
動脈弁狭窄症を指摘され、精査目的に当科を紹介受診されました。X―３月大動脈弁バルーン拡張術を施行後、整形外
科で手術を施行されました。その後も、心不全症状が続きました。外科的大動脈弁置換術の高リスクのため、当院ハー
トチームにて TAVI の適応と判断しました。術前の検査として、心エコー図検査、冠動脈造影、造影 CT 検査、呼吸機
能検査を行い、フレイルについても評価しました。X 月 Y 日心臓血管外科に入院、全身麻酔管理下に右大腿動脈から
１４Fr シースを挿入、経食道心エコーにて大動脈弁右冠尖から無冠尖に高度石灰化を認め、大動脈弁逆流と僧帽弁逆
流は軽度でした。右室の急速ペーシング下に大動脈弁を２０mm バルーンカテーテルで拡張後、大動脈弁置換術
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経皮的冠動脈形成術 408件
（緊急　128件、待機　280件）

経皮的冠動脈ステント植込み術 303件

経皮的冠動脈粥種切除術 6件

高速回転式経皮経管アテレクトミー（ロータブレーター） 25件

経皮的カテーテル心筋焼灼術 214件

ペースメーカ植込み手術 74件（うち交換25件）
（リードレスペースメーカー 4件）

両室ペースメーカ植込み手術 5件（うち交換4件）

植込み型除細動器移植術 14件（うち交換8件）

両心室ペーシング機能付き埋込み型除細動器移植術 3件（うち交換2件）

大動脈バルーンパンピング法 (IABP) 52件

経皮的心肺補助 (PCPS) 4件

経皮的血管形成術
経皮的腎動脈形成術 45件

肺塞栓カテーテル治療
下大静脈フィルター留置術 7件

経皮的僧帽弁拡張術
経皮的大動脈弁拡張術 2件

心筋生検 17件

表 1



（SAPIEN３ ２３mm）を施行しました（図１）。左室—大動脈弁圧較差は、６６mmHg から１７mmHg に著明に減少
しました（図２）。手術室にて抜管、ICU で術後管理を行い、翌日には離床が可能で一般病棟へ移りました。術後経過
は良好で１０日後に独歩で自宅退院されました。　
　TAVI は、医師（心臓血管外科、循環器内科、麻酔科、集中治療科）、看護師（手術室、集中治療室、病棟）、臨床
工学技士、放射線技師、生理機能検査技師、理学療法士等から成るハートチームにより施行しています。当科では、
重症大動脈弁狭窄症患者さんの TAVI の適応に関する精査を１週間ほどの入院により行っています。今後、毎月２―４症
例の TAVI 治療に対応していきたいと考えています。
　心雑音の患者さん、大動脈弁狭窄症でお困りの患者さんがおられましたら、当科にご紹介いだければ幸いです。

（文責　丸山）
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【A. 診療体制】
　当科は放射線治療担当常勤専門医 2 名、放射線治療担当技
師 5 名、放射線治療品質管理士 4 名（技師兼任）、医学物理士
2 名（技師兼任）、放射線治療担当看護師 2 名、受付 1名のスタッ
フ体制で診療に当たっております。放射線治療機器は Varian 社
製の TrueBeam 1台、TrueBeam STx 1台、Nucletron 社製
の micro Selectron 1台を配備しております。True Beam STx
には島津社製の動体追跡システム SyncTraxも配備しております。

【B. 診療内容】
　平成 29 年度に当科で施行した放射線治療数は新規患者数で 425 人、治療件数で 555 件でした。その内、46 名の
方は地域連携室を通じて御紹介いただいた患者さんです。御紹介有り難うございました。高精度放射線治療に関しては
IMRT( 強度変調放射線治療 ) を前立腺癌に対して 39 名、頭頸部癌に対して 29 名、その他の部位に対し 23 名、頭部
定位放射線治療を16 名、体幹部定位放射線治療を肺疾患に対して 13 名、肝疾患に対し 6 名施行いたしました。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

放射線治療科

写真 3　放射線治療科スタッフ
後列左より　今村医長、桝谷技師、布村看護師、柴田技師、片山看護師、荒幡技師
前列左より　穴倉研修医、豊嶋部長、北川技師、坂下技師

図 1　TAVI 図 2　TAVI 前後の左室ー大動脈弁圧較差

月 火 水 木 金
初診（午前） 豊嶋／今村 豊嶋／今村 今　村 豊嶋／今村 豊　嶋

初診（午後） 豊嶋／今村 豊嶋／今村 今　村 豊嶋／今村 豊　嶋

再診（午前） 豊　嶋 今　村

再診（午後） 豊　嶋 今　村



【Ｃ．SyncTraX FX4 を用いた体幹部定位照射】
　定位照射は小さな病変に対してピンポイントで照射する治療法であります。肺や肝臓等の体幹部の病変に対しては病
変部が呼吸などにより大きく動くために治療することが困難でしたが、技術の進歩によりそれが可能となりました。当
院では体幹部定位照射の際には、以前この地域連携室だよりでも御紹介しました RPM(Real time Positioning 
Management system) という装置を用いて施行して参りました。RPM は極めて低侵襲的な治療手技であり治療結果
も良好でありましたが、腹壁の動きを探知することにより間接的に腫瘍の位置を推察して照射する装置なので、経過観
察画像検査の結果を見るまでは本当に正確に照射されていたかどうかを確認することが出来ませんでした。今回、当院
に新しく導入した SyncTraX FX4 version は全国で 3 番目の設置となる最新の放射線治療装置用動体追跡システムで
あります。腫瘍近傍に留置した微小な金マーカーを直接認識して照射するシステムなので、照射中に極めて正確な治療
がおこなわれていることを確認することが出来ます。照射精度の向上により従来のシステムでは治療困難であった縦隔
近傍の肺病変や消化管近傍の肝病変などに対しても安全に治療することが可能となり、治療適応範囲が広がりました。　
　当院では肺病変に対しては 4 回（病変が縦隔に近接している場合は 8 回）、肝病変に関しては 5 回の照射で治療して
おります。1 回辺りの治療時間はおおよそ1 時間以内で短い場合には 15 分程度で済みます。苦痛は無く外来通院で治
療できます。体幹部定位照射は手術に匹敵する治療成績の報告もあり、侵襲も少ないことから放射線治療部門として
強くお勧めする治療法です。アメリカでは 60 歳以上Ⅰ期肺癌の約 3 割が体幹部定位照射で治療されており、その比率
は年々増加しています（Clinical Lung Cancer 2018; 19(2) e269-276）。本邦では啓蒙不足等の理由により現時点
では 5% 程度の施行に留まっていますが今後、その割合は増えていくものと思われます。
　現在の保険点数解釈で保険請求できる体幹部定位照射対象疾患は下記の通りです。
・原発性肺癌 ( 直径が 5cm 以内で、かつ転移のないもの )
・転移性肺癌 ( 直径が 5cm 以内で、かつ 3 個以内で、かつ他病変のないもの )
・原発性肝癌 ( 直径が 5cm 以内で、かつ転移のないもの )
・転移性肝癌 ( 直径が 5cm 以内で、かつ 3 個以内で、かつ他病変のないもの )
・脊髄動静脈奇形 ( 直径が 5cm 以内 )
・転移病巣のない前立腺癌
　適応と思われる患者さんがおられましたら、治療方針の一つとして御検討下さい。
　また、金属マーカーの留置が出来ない場合でも、従来の RPM を用いた治療手技も進化していますので適宜対応して
治療させて頂きます。

　いつも多くの貴重な症例を御紹介いただき有り難うございます。地域の先生方との病診連携は今後も益々重要になっ
て参ります。これからもよろしくお願い申し上げます。

（文責：豊嶋）
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図 1　当院に導入された SyncTraX FX4とTrue Beam STx
床と天井に固定配置された 4 式の X 線管と FPD 検出器が透視方向を高速に切り変えて体内の金マーカーを追跡します。

図 2　SyncTraX FX4 の透視画面（2 方向）
金マーカー（右上の四角）が決められた位置（左下の四角）を通過する時に照射します。
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図 3　治療症例　　80 歳代　女性　左肺上葉　扁平上皮癌

図 4　体内に留置する金マーカー

治療前 PET-CT 画像

肺用金マーカー　オリンパス社製
ディスポーザブルゴールドマーカー

治療 1ヶ月後 CT 画像

肝用金マーカー　メディキット社製
i Gold

治療 3ヶ月後 PET-CT 画像

肝用金マーカー　セティ社製
Visicoil

　6月28日 ( 木 )18 時より、当院 5階ホールで病院・地域の医療者、介護関係者が集
まり、在宅緩和ケア懇話会を開催しました。今回は、院内 38名、院外 36名、計 74 名
の参加があり、事例報告会とグループワークを行なったので報告します。

【事例報告】
●90歳代女性　娘と同居　
　胃癌術後で当院外来通院中。咳嗽出現し精密検査の結果、肺癌・骨浸潤をみとめ積極
的治療は希望されず在宅サービスを利用しながら自宅で過ごされていました。今回、家族
の仕事の都合によりレスパイト入院を希望され緩和ケア病棟へ入院。患者は入院後、せん
妄・呼吸困難・疼痛などの症状出現し同居する娘さんの退院不安もあったが、予定通り自
宅へ退院されました。

【グループワーク】
「高齢がん患者・家族の意向に沿った療養生活を支える取り組み」～病院や地域での取り組みについて意見交換～

　病院・地域関係者の発表を聞き、高齢がん患者が医療用麻薬を使用しているため地域のショートスティ利用は難しいため、緩和ケア病棟へレ
スパイト入院された事例でした。ショートスティは夜間介護関係者だけでの対応が多く、医療用麻薬の管理は、今後の課題であるという地域の
実情があげられていました。
　がん患者が地域で暮らすために、医療・介護・福祉関係者が、地域の様々なリソースを知り・顔のみえる関係性を作ることで、患者の実情に
合わせて在宅ときどき病院と、地域包括ケアシステムの中で暮らしていく事例から学びを共有することができました。次回は12月に開催する予
定です。
　皆さん、是非ご参加ください。

（文責：川部）

・地域の医療・介護関係者のサポート体制が整っ
ていた。
・家族が不安時、地域の医療・介護関係者に相談
できる体制があった。
・連絡ノートを活用し、連携がうまくいった。誰が
みても、わかりやすい言葉で連絡ノートを書くよ
うに努めた。
・レスパイト入院をうまく活用していた。

･施設での医療用麻薬の管理は、家の延長で鍵つきの金庫管理の必
要ないが、他の利用者の薬剤とはわけて管理している。
･施設では、医療用麻薬の自己管理に問題のある方は受け入れにくい。
･高齢者は訴えが不明瞭、症状緩和が難しい。
・早期からのサービス調整に必要性を感じていても、本人や家族の思
いや病状認識もあり、ジレンマがある。

・緩和ケア病棟でレスパイト入院できる事や、症状緩和を行い在宅緩
和ケア推進の役割があることを学んだ。

・病院と地域との関係づくりが大切。

【発表事例から学んだこと】 【病院・地域での取組みについて、感想】

第17回　在宅緩和ケア懇話会　報告
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　http://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076−424−1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076−424−1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない
場合は下記までご連絡下さい。

富山県立中央病院　地域連携室
　代表電話　076（424）1531／内線3177
　予約専用　076（491）7160
　Ｆ　Ａ　Ｘ　076（491）7109

少し前までの暑い夏がずいぶん前のように思え、朝晩、涼しく過ごしやすい季節となりました。食
欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、紅葉の秋…と盛りだくさん、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
私は図書館に通ったり、ヨガの体験教室に参加したりと楽しんでいます。

10 月より地域連携室で相談員をさせて頂いております。患者様、ご家族様に安心して医療や看護、
介護を受けていただけるように地域の方々との連携を密に努めて参りたいと思います。よろしくお願い
します。

（地域連携室　上村美希）

11月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。
（不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。）

2
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内　　　科

臼田医師 9日（金） 脳神経外科 佐藤医師 22日（木）
酒井医師 1日（木）、2日（金） 産 婦 人 科 舟本医師 8日（木）、9日（金）

松田（充）医師 1日（木）、2日（金） 眼 科 山田医師 5日（月）～7日（水）
松田（耕）医師 1日（木）、2日（金） 歯科口腔外科 小島歯科医師 20日（火）～22日（木）

心臓血管外科 上田医師 16日（金）、30日（金）
放射線診断科

阿保医師 1日（木）、2日（金）

外　　　科
清水医師 1日（木）、22日（木） 齋藤医師 15日（木）午前
加治医師 9日（金） 放射線治療科 豊嶋医師 28日（水）、29日（木）
松井医師 2日（金）午前 緩和ケア科 竹川医師 15日（木）、16日（金）

整 形 外 科
丸箸医師 1日（木）、2日（金）
橋本医師 26日（月）

編集後記

★富山県立中央病院がんセンター部キャンサーボード
　日 時：平成30年11月19日（金）18時30分から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール
　内 容：頭頸部がん

小児科病診連携症例検討会
　日 時：平成30年11月22日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟B 1階会議室

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成30年11月30日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院外来診療棟３階 35会議室
　講 義：「糖尿病慢性合併症の病態と管理」
　問題演習：「耐糖能異常を伴う妊婦への段階的食事指導」
　事例から学び実践へ：

「糖尿病患者への衛生（歯科・フットケア）指導の実際」

★第63回　富山県立中央病院歯科口腔外科病診連携症例検討会
　日 時：平成30年11月30日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院外来診療棟3階 36会議室

連携談話会・症例検討会のご案内1

★…医療機関スタッフの方々の公開学習の場と
　　しています。お気軽にご参加ください。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★第117回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：平成30年11月1日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成30年11月8日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟B 1階会議室

★中央病院病診連携談話会
　日 時：平成30年11月12日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：平成30年11月15日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟B 1階会議室

★第99回　漢方症例検討会
　日 時：平成30年11月16日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院外来診療棟1階 11会議室


