
【Ａ．診療体制】
令和元年11月現在の脳神経外科常勤スタッフは小
林 勉部長、青木　洋部長、神宮字伸哉医長、佐藤圭
輔副医長、瀬戸大樹医師 (救命センターと兼任 )の計
5人です。また木曜と金曜は以前に当院で勤務されて
いた河野充夫医師が外来診察を手伝ってくれておりま
す。
外来診療は表1の通りになります。瀬戸医師以外
は日本脳神経外科学会の専門医で、小林・青木・神
宮字はがん治療認定医、神宮字は神経内視鏡認定医
および内分泌学会専門医 ( 脳神経外科)、佐藤は脳神
経血管内専門医です。

再診は原則として予約制です。脳卒中を含め、急患は 24時間体制で対応しています。病棟は中央病棟 A６階
北で、重症患者や術後には ICU／ECU／HCUを利用しています。
外来・入院患者の症例カンファレンスは毎朝、前日の症例・問題ある症例を連日検討しています。
毎週月曜日は看護師・リハビリ、薬剤師・管理栄養士と入院患者の合同カンファレンスを行なっています。
毎週水曜日は薬剤部と脳神経内科との合同カンファレンスを開催しています。
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

脳神経外科

師走の候、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、脳神経外科と放射線治療科です。

脳神経外科 スタッフ
後列左から 松岡研修医、神宮字医長、佐藤副医長
前列左から 青木部長、瀬戸医師、小林部長

月 火 水 木 金

再　診 神宮字
佐　藤 なし 青　木 なし 小　林

新　患 小　林 交代制 小　林 河　野 河　野

手　術 ○ ○ ○

脳血管撮影 ○ ○ ○

表１



【Ｂ．診療内容】
　入院対象は脳腫瘍、脳血管障害（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞）、頭部外傷、脊椎脊髄疾患、機能的疾患
(三叉神経痛、顔面けいれん)、正常圧水頭症などの脳神経疾患です。当院は急性期病院なので、急性期の治療
を重点的に効率よく行い、病態が落ち着いたら速やかに退院あるいは転院ができるよう努力しています。良性脳
腫瘍摘出後は1～2週間で、未破裂脳動脈瘤や神経血管減圧術の人は10日程度で、慢性硬膜下血腫の人は１週
間以内で退院できます。
　最近のトピックとしては、平成 28 年12月から脳塞栓症に対して積極的に血栓回収療法を行ない、劇的に神経
症状が軽快する症例を経験しています。県内における主要病院のなかでも、多くの症例を経験していると思います。
また、2018 年 4月から導入した神経内視鏡により、下垂体腫瘍だけでなく脳出血摘出・脳腫瘍生検術など幅広
く応用することにより、より低侵襲の医療を実践している次第です。

【Ｃ．症例報告】
◆疾患に関して
症例１：脳血栓回収療法
70 代男性。全失語、重度右麻痺にて発症の心房細動による左
内頸動脈閉塞症（塞栓症）。通常、予後として致命的もしくは後遺
症による寝たきり状態となりますが、この症例は 2週間程度で麻
痺症状無く退院されました。
当院では、最新の血栓回収カテーテルも常備し、緊急治療に備
えております。
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【Ａ．診療スタッフのご紹介】
　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（うち1名が、がん放射線療法看護
認定看護師）、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。
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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

月 火 水 木 金

初　診 豊嶋／今村 豊嶋／今村 今　村 豊嶋／今村 豊　嶋

再　診 豊　嶋 今　村

症例 2：神経内視鏡下頭蓋内血腫除去術
60 代女性。意識障害、左片麻痺で発症した右被殼出血の症例。脳出血に対しては小さな創で病変除去が行え、
早期離床、早期リハビリが可能となります。同じ手術手技で深部脳腫瘍の生検摘出も行えます。

【D．まとめ】
以上、今回は血栓回収療法および神経内視鏡の症例を提示いたしました。
今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

（文責：小林　勉、神宮字伸哉）

右被殻出血術前 神経内視鏡による血腫除去術後

放射線治療科 スタッフ
桝谷技師、豊嶋部長、柴田技師、片山看護師（がん放射線療法看護認定看護師）、野村

技師、荒幡技師、北川技師



【B．診療内容】
平成 30 年度に当科で施行した放射線治療数は新規患者数で442 人、治療件数で 569 件でした。その内、
54 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54 名、頭頸部癌に対して21名、その他の部
位に対し23 名、頭部定位放射線治療を15 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
2名施行いたしました。

【C．免疫放射線療法】
放射線治療の作用機序は癌細胞に照射することで癌細胞の遺伝子が傷害されその結果として癌細胞が死滅す
るものと考えられていましたが、近年、その機序以外にも放射線照射による抗腫瘍免疫の活性化が癌細胞の死滅
に大いに関与していることが明らかになってきました。
放射線照射により誘導される抗腫瘍免疫の機序は図1のように示されます。

紙面の都合上（と言うより私もよく知らないので）、詳細な説明は省かせて頂きますが、癌細胞が照射されるこ
とによって抗原や危険信号などが生じ、それを受けて体内に存在する樹状細胞などが反応していき、最終的には
細胞傷害性Tリンパ球が癌細胞を攻撃します。ちなみに照射した病変部以外の癌病変が放射線治療によって治療
効果を表す現象はアブスコパル効果と呼ばれ、その機序はこの抗腫瘍免疫によるものと考えられております。
しかしながら通常の放射線治療だけでは抗腫瘍免疫の攻撃力はそれ程強くありません。
これまでがん免疫療法と呼ばれる多くのものは攻撃力を増強させることを中心に研究がなされてきましたが、
最近、本庶佑先生のノーベル賞受賞で話題の免疫チェックポイント阻害剤は、生体内に存在する免疫を抑制する
環境を解除するという今までとは別のアプローチによって免疫効果を向上させる治療法です（図2）。
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放射線照射が免疫を誘導することによってがんを治療していることは多くの実験により明らかになっており、今
後ますます使用される機会が多くなるであろう免疫チェックポイント阻害剤との併用により、癌に対する治療効果
が更に増強されることが期待されます。

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）

連携談話会・症例検討会のご案内1

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

1月開催予定 2月開催予定

★第131回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：令和2年1月9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：令和2年1月9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

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：令和2年1月16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106回　漢方症例検討会
　日 時：令和2年1月17日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央診療棟 1階11会議室

★中央病院病診連携談話会
　日 時：令和2年1月20日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和2年1月23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：令和2年1月24日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院 中央診療棟３階 35会議室
　講義  : 「高齢者糖尿病の特徴と治療上の留意点」
　問題演習：「血糖コントロールに影響する薬剤」
　療養指導の実際：「糖尿病の足病変とフットケアの指導の実際」

★がんゲノム医療講演会
　日 時：令和2年1月29日（水）17時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール
　演 題：「動きはじめたがんゲノム医療

～臨床の現場でいかに活用するか～」

★第132回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：令和2年2月6日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 ５階ホール

★中央病院病診連携談話会
　日 時：令和2年2月10日（月）19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：令和2年2月13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

★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：令和2年2月17日（月）18時30分から
　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：令和2年2月20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

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和2年2月27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：令和2年2月28日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院 中央診療棟３階 35会議室
　講義  : 「1型糖尿病治療Up Date」
　問題演習：「歯周病と歯の衛生管理」
　療養指導の実際：「インスリンポンプ療法(ＣＳⅡ/ＳＡＰ)と指導の実際」

★…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。



－６－ －１－

科　　名 医　師　名 不　　在　　日

精　 神 　科 米澤医師 16日(木)、17日(金)

整 形 外 科 中村(琢）医師 14日(火)～17日(金)

眼 　 　  科 山田医師 6日(月)、7日(火)、29日(水)

地域連携システム一時停止のご案内3
　日頃より、地域連携において多大なご協力をいただき感謝しております。
　システムメンテナンスに伴い、下記のとおり当院における地域連携システムのサービス利用を一時停止させていただ
きます。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

一時停止サービス：カルテ参照・オンライン予約
一時停止期間：2020年2月14日（金）20：00より2月15日（土）午前4：00まで

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　https://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

富山でも初雪が降り、寒さが身にしみるようになりました。庭先に、うっすらと雪化
粧した真っ赤な（可愛らしい）南天の実を見つけました。（十数年前に、娘たちと、縁
起木として福寿草とともに植え付けしたものです。）思わず、早朝の澄んだ空気の中、
深呼吸しました。慌ただしい出勤前に、ほっと心和むひとときでした。
今年もあとわずかとなりました。皆様には、格別のご高配をいただき心から感謝して
おります。今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

（地域連携室　看護師　浦）

編集後記

1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

耳鼻いんこう科 小林医師 30日(木)、31日(金)

歯科口腔外科 ※14日(火)、16日(木)の初診は、都合により受付を10
時までとさせていただきます。

地域連携室ご予約のお願い4

　日頃より地域医療連携におきまして多大なご協力をいただき誠に感謝しております。
　地域の先生方よりご紹介いただいた患者さんの初診では、地域連携室予約をお持ちでない場合、
予約をお持ちの患者さんよりも待ち時間が発生しております。また、当日の受診が出来ない診療科
もあるため、来院されても予約を取ってお帰りいただく場合もございます。
　よりスムーズに、確実に受診していただくためにも是非地域連携室初診予約をご利用ください。
　よろしくお願い致します。

地域連携室長　酒井 明人

　日頃より地域医療連携におきまして多大なご協力をいただき誠に感謝しております。
　地域の先生方よりご紹介いただいた患者さんの初診では、地域連携室予約をお持ちでない場合、
予約をお持ちの患者さんよりも待ち時間が発生しております。また、当日の受診が出来ない診療科
もあるため、来院されても予約を取ってお帰りいただく場合もございます。

　地域の先生方よりご紹介いただいた患者さんの初診では、地域連携室予約をお持ちでない場合、
予約をお持ちの患者さんよりも待ち時間が発生しております。また、当日の受診が出来ない診療科


