
− 1−

診療科の紹介 内科（循環器）

内科（循環器）スタッフ写真
後列左から；五十嵐研修医、松浦副医長、向井副医長、野口医師、江本副医長
前列左から；丸山部長、臼田医療局長、音羽部長、近田医長、

春寒の候、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）と歯科口腔外科です。

外来受診表
月 火 水 木 金

１診（午前・初診） 向井
（1,3,5週） 丸山 松浦 近田 音羽

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

ペースメーカー外来（午後） 江本 野口

富山県立中央病院

地域連携室だより
やさしさ・信頼・安心

〒930-8550　富山市西長江2-2-78 ｜ TEL  076（424）1531 ｜ https://www.tch.pref.toyama.jp/
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◆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、江本賢二副医長、野口昌寛医
師の計 8 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っています。
　現在の外来初診は、右表のように毎週４〜 5 日間、循環器
医師が担当しています。

◆平成 30年診療実績
　平成 30 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 1,497 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
スメーカー植込み手術について、1 年間の診療実績を示しま
す（表）。冠動脈インターベンションは 417 件で、治療手技
成功率は 96% でした。そのうち緊急冠動脈インターベンショ
ンを行った急性冠症候群は 120 件（29％）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 224 件で、根治
率 98％でした。そのうち心房細動のカテーテルアブレーショ
ンは 153 件（68％）でした。
　心不全では、至適な薬物療法に加えて両室ペーシングによ

・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。



る心臓再同期療法、致死性不整脈（心室細動、心室頻拍）
では、植込み型除細動器移植術を行っています。重症心不全
や心原性ショックでは、補助循環にも積極的に取り組んでい
ます。また、心移植待機患者に対する植込み型補助人工心
臓管理認定施設、心アミロイドーシス（トランスサイレチン型）
に対する新たな治療薬であるビンダゲル導入認定施設を取得
しており、幅広い心不全患者さんの治療に励んでいます。
　日頃より地域の先生方から多くの症例をご紹介いただき（紹
介率 90％）、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 115％）、いつもありがとうございます。
　心臓病教室は年 3 回（2 月、7 月、10 月）開催しております。
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います。先生方の患
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。
　今後もよろしくお願いいたします。

◆最近の話題
　急性心筋梗塞、劇症型心筋炎、致死性不整脈などによる
心原性ショックの救命率は、50％前後と予後不良です。心原
性ショック患者の救命には、原因疾患の治療と同時に、機械
的補助循環により迅速に血行動態を維持して多臓器障害の進
行を防ぐことが重要です。従来は、大動脈内バルーンパンピ
ング（intra-aortic balloon pump；IABP）と経皮的心肺補助

（venoarterial extracorporeal membrane oxygeneration；
VA-ECMO）が補助循環に用いられてきましたが、心機能や
救命率の改善は十分ではありません。
　最近、心原性ショックに対する新たな機械的補助循環治療
として、経皮的心室補助デバイス（percutaneous ventricular 
assist device；pVAD）である IMPELLA 補助循環用ポンプ
カテーテルを使用しています。これは、総大腿動脈などより

逆行性に大動脈弁を経て左心室内にポンプカテーテルを留置
して、左心室内の血液をカテーテル内へ脱血して、上行大動
脈へ直接送血して、循環を補助すると同時に左室負荷を軽減
することができるという特徴があります（図 1）。IMPELLA
補助循環用ポンプカテーテルには 2.5、CP、5.0 の 3 種類（カ
テーテル径 12 〜14Fr）があり、最大 2.5 〜 5.0 L / 分の補
助流量が得られます。急性心筋梗塞による心原性ショックで
は、IABP に比較して IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテ
ルによる補助循環は、90 日後死亡率が低いと報告されてい
ます。
　当院では 2018 年 12 月より心原性ショック患者 13 名に
IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテルによる機械的補助循
環を行いましたので、症例をご紹介します。
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表 ( 平成 30 年 1−12 月 )

経皮的冠動脈形成術 417件（緊急　120 件、待機　297件）

経皮的冠動脈ステント植込み術 292件

経皮的冠動脈粥種切除術 3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）　 20 件

経皮的カテーテル心筋焼灼術 224件

ペースメーカー植込み手術
95件（うち交換 36件）

（リードレスペースメーカー 13件）

植込み型除細動器移植術 16件（うち交換  3件）

両心室ペーシング機能付き埋込み型除細動器移植術 5件（うち交換  2件） 

大動脈バルーンパンピング法 (IABP) 24件

経皮的心肺補助 (VA-ECMO) 12件

経皮的左室補助装置 (pVAD)　＊平成 30 年 12 月−令和元年 11 月 14件

経皮的血管形成術　経皮的腎動脈形成術 37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 3件

経カテーテル大動脈弁置換術 (TAVI)　＊平成 30 年 8 月−12 月 9件

心筋生検 18件



　症例は 10 歳代女性で、劇症型心筋炎による心室頻拍、心
原性ショックのため緊急入院されました。抗不整脈薬や強心
剤を投与しましたが改善なく、機械的補助循環の適応でした。
気管挿管・人工呼吸管理を行い右鼠径より VA-ECMO を挿
入して流量 4L/ 分の循環補助を行いましたが、循環不全の指
標となる乳酸値は来院時 5.8mmol/L、VA-ECMO 後 3.9 

mmol/L と改善は軽度でした。第２病日左室は無収縮（左室
駆出分画 5%）となり左室負荷の軽減と強力な循環補助が必
要となり、経皮的に左大腿動脈より IMPELLA2.5 を追加挿
入し、乳酸値は 0.8mmol/L と低下しました。徐々に左室機
能は回復して多臓器不全の進行もなく、第 9 病日 VA-ECMO
を、第 10 病日 IMPELLA2.5 を抜去して機械的補助循環か
ら離脱しました。第 28 病日退院時は左室駆出分画 55%、
BNP45.0pg/mL と心機能が著明に改善し、現在は入院前と
同様の日常生活を過ごされています ( 図 2)。
　
　機械的補助循環治療は、医師（循環器内科、心臓血管外科、
集中治療科、救急科）、看護師、臨床工学技士、放射線技師
等の多職種が密接に連携することにより施行しています。今
後、IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテルの使用経験を重
ねて、心原性ショックや重症心不全の患者の救命に寄与して
いきたいと考えています。
　

（文責：丸山）

診療科の紹介 歯科口腔外科

歯科口腔外科スタッフ
後列左より　土橋研修医、坂上歯科衛生士、加藤歯科衛生士、太田歯科衛生士、野田

歯科技工士
前列左より　倉部歯科医師、中條部長、小島医長

外来受診表
月 火 水 木 金

１診 中條 中條 中條
（初診） 中條

２診 小島 小島 小島

３診 倉部 倉部
（初診） 倉部 〇 倉部
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図２　入院治療の経過

図１　IMPELL 補助循環用ポンプカテーテル 2.5
　カテーテル径 9Fr、ポンプサイズ 12Fr、最大回転数 51,000rpm、　
　最大補助流量 2.5L/ 分



◆診療体制
　現在のスタッフは、中條智恵部長、小島拓医長、倉部華奈
歯科医師、歯科衛生士 3 名、歯科技工士1 名の計 7 名です。
当院は新潟大学歯学部の協力型臨床研修施設であり、前後
期で 1 名ずつの研修医を受け入れています。外来担当は表の

通りです。

◆診療内容
　診療内容は、悪性腫瘍を除く口腔外科手術全般、全身疾
患や身体および精神障害を有する患者の歯科治療などです。
全身麻酔下での手術では、埋伏歯抜歯が最も多く、近年は
顎矯正手術や骨造成手術なども増加しています。過去 3 年間
の中央手術室での主な手術の内訳は下表に示す通りです。が
ん治療などを受けられる患者さんの周術期口腔機能管理に
も、歯科衛生士が中心となって取り組んでいます。

◆症例紹介
　障害者歯科診療において、局所麻酔下での処置が困難な
場合、当科へご紹介いただくことがあり、精神科、小児科、
麻酔科などの先生方をはじめ多職種連携で対応しています。
状態に配慮した治療計画、障害の程度に合わせた治療方法
やゴールの設定が求められますが、苦戦することもしばしば
です。特に顎骨骨折では、苦痛やストレスを伴うことが多く、
短期間で治療が完結するよう求められます。今回、治療方針
の選択や周術期の管理に難渋した下顎骨骨折の症例を紹介し
ます。
< 症例 >
　患者は 30 歳代の男性で、入所中の施設で転倒して受傷し、
当院へ紹介となりました。脳性麻痺、精神発達遅滞、難治
性てんかんがあり、食事排泄入浴などは全介助で、有意味語
はなく疎通性は極めて不良でした。図１は当科の歯科ユニット
にレストレーナーを載せたところで、小児や小柄な成人には
有効ですが、自験例では使うことができず、診察も不安定で
困難でした。初診時、軽度の開口障害を認め、口腔内所見
では大きな咬合の偏位はないものの前歯部では開咬を呈し、
正中はやや左側へ偏位していました。CT にて両側下顎頭部
と右側下顎 34 番部に骨折線を認めました（図 2）。下顎骨骨
折の診断で、種々の問題点をリストアップして方針を検討した

結果、関節突起部については保存的に、骨体部（図 3）には
全身麻酔下で観血的整復術施行予定としました。手術前日に
精神科閉鎖病棟へ入院、不穏時やてんかん発作に対する対
応は精神科の先生に依頼しました。顎骨骨折の治療には顎間
固定が不可欠なのですが、開口できないため、緊急時の対応
が遅れやすい・ストレスになる・汚染しやすい、などの理由か
ら術中のみとし、元々の咬合状態が不明だったためワイヤー
結紮で可及的に行って、チタンプレートにて整復・固定しまし
た。食事量には若干の不安もありましたが、病棟看護師の協
力もあって大きなトラブルもなく、術後 3 日目には施設へ転
院となりました。転院後は施設職員の方に全面的に力を貸し
てもらい、口腔ケアや、その後には関節突起部骨折には必須
の開口訓練も、やり方を指導して、実施してもらいました。
そのおかげで咬合状態は概ね良好、食事摂取も良好となり、
感染の兆候もなく経過しています。

< まとめ >
　自験例において、短期間入院における観血的整復術は有用
であったと考えられました。患者自身の理解協力が得られず、
治療や管理面で様々な制限が加わる場合、院内外の連携が
不可欠であることを再認識しました。当科で実施できる障害
者歯科診療には様々な制限もありますが、自治体病院歯科と
しての存在意義としても重要な分野ですので、院内外の課題
を解決しながら、今後もできる範囲で取り組んでいきたいと
考えています。
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（件）

2016年度 2017年度 2018年度

手術総数 234 261 261

　埋伏歯 145 160 148

　良性腫瘍 10 9 10

　骨折 1 5 2

　顎矯正 0 1 7

図 1

図 2

図 3
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連携談話会・症例検討会のご案内１
3月開催予定 4月開催予定

★第134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4月2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4月9日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟B1階会議室 

★中央病院病診連携談話会
　日 時：令和2年4月13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4月23日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟B1階会議室

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：令和2年4月24日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院先端医療棟　会議室
　講 義：「糖尿病の病態と診断」
　問題演習： 「経口血糖降下薬 Update」
　療養指導の実際：「「糖尿病食品交換表」を用いた食事指導の実際」

お 知 ら せ

★第133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3月5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3月9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：令和2年3月19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3月26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3月27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:「糖尿病に関する疫学調査」
　問題演習：「経口糖尿病薬のリスクマネジメント」
　療養指導の実際：「独居・高齢者糖尿病患者への支援」

※新型コロナウイルス感染拡大の観点から延期または中止する
場合があります。

◆最後に
　いつも当科への患者さんのご紹介、誠にありがとうござい
ます。患者数の増加に伴い、手術までの待機時間が非常に長
くなっています。このため外来診療につきましては、地域の先
生方と連携しながら紹介外来・予約外来を積極的に進めるこ
ととし、令和 2 年 4 月より原則として紹介状をお持ちの方の
み診察させていただくことになりました。ご理解とご協力を
お願いいたします。

　地域連携症例検討会を定期的に開催しています。次回は 3
月 11日（水）午後 7 時から 35 会議室で行いますので、お時
間がありましたらぜひご参加ください。引き続き、先生方より
ご厚誼を受け賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げま
す。

（文責：中條　智恵）

★…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。

科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内 　 　 　 科
丸山（美）医師 13日(金)

脳 神 経 外 科
青木医師 27日(金)

近藤医師 6日(金) 小林医師 11（水）、13（金）、18（水）、25（水）、27（金）
小川医師 6日(金) 佐藤医師 26日(木)

和漢・リウマチ科 藤永医師 9日(月)
眼　　　　 科

山田医師 25日(水)
精　 神 　科 大口医師 23日(月)～25日(水)、26日（木）、27日(金) 辻屋医師 16日(月)～19日(木)、23日(月)～27日(金)、30日(月)、31日(火)
心臓血管外科 村田医師 2日(月)～4日(水)、25日（水）午後

歯科口腔外科

中條歯科医師 30日(月)、31日（火）
小 　児　 科 畑崎医師 25日(水) 小島歯科医師 9日(月)

外 　 　 　 科
清水医師 5日(木)、12(木) ※26日(木)の初診受付は、都合により10時までとさせて

いただきます。加治医師 6日(金)

整 形 外 科
中村（琢）医師 18日(水)、19日(木)、23日(月)、24日(火)

皮 膚 科
八田医師 26日(木)、27（金）

橋本医師 19日(木) 石井医師 26日(木)
産 婦 人 科 谷村医師 26日(木) ※不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。

3月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。2
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今季、2月に入り、ようやく雪が舞い降りて、久々の冬景色に安堵された方や心弾ませた方
がいらっしゃったかと思います。凍結した雪道で思い切り転倒してしまった私は、痛いよりとて
も恥ずかしかったのですが、怪我がなかったのが幸いでした。
今年は 4 年に1度のうるう年。1日のおまけは、なんだか得をしたようにも感じます。春は
少しずつ近づいています。新しい年度に向けての準備も着々と進んでおります。今後もさらに皆
様との連携を大切にして参りたいと考えておりますので、ご指導・ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

地域連携室主幹　山口郁子

産婦人科、歯科口腔外科の初診患者の取扱いについて3

新型コロナウイルス感染症の疑いについて4

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　○ＦＡＸ　076（491）7109
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　産婦人科及び歯科口腔外科では、初診患者さんの増加に伴い診療業務の遅滞が頻繁に発生し、外来患者さんに大変ご迷
惑をおかけする状況になっております。
　このため、外来診療については、地域の診療所（医院）や病院と連携しながら、紹介外来・予約外来を積極的に進めるこ
ととし、外来初診については、令和２年４月１日から次のとおり取扱いさせていただきます。

　まずは、最寄りの厚生センターまたは富山市保健所、県庁健康課へご相談ください。受診の際は、陰圧室での対応とな
りますので、事前準備が必要となります。必ずご連絡をお願い致します。

感染対策室

【紹介状をお持ちの方】
　診察をいたします。

【紹介状をお持ちでない方】
　原則、診察ができません。
　ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
　また、産婦人科については、次のいずれかに該当する方は、診察をいたします。
　① 当院で出産されたことがある方で、妊娠又はその兆候のある方
　② 検診などで異常を指摘された通知書（葉書等）をご持参の方
　③ 前回の受診時に当院医師から受診を促された方


