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金沢市立 

循環器内科医長 

濱岡 卓人 

 

 

� 当院における冠動脈 CT の実施について 

 
心血管疾患（CVD）は世界的な死因で最も多く、未だに増加傾向です（2008 

年 1730 万人 2030 年推定 2330 万人）。現在治療法の発達により、適切に診 

断できればその多くが治療可能となっています。しかしながら、急性心筋梗塞や 

心突然死は、冠動脈アテローム性動脈硬化症の最初の兆候であることが多いとさ 

れており、CVD による死亡者数を減らすためには、無症状のハイリスクな患者 

を急性冠症候群の発症前に特定することが重要と考えられます。心臓カテーテル 

検査は有効ではありますが、侵襲的であり、スクリーニングとして使用するのは 

難しいのが現状です。そこで昨今、冠動脈 CT検査の有用性が提唱され始めてい 

ます。 

 急性冠症候群を発症し得る冠動脈の特徴は、狭窄の程度ではなく、不安定プラークの有無とされてい

ます。不安定プラークの特徴は、①薄い繊維性被膜(TCFA)②脂質に富む大きな壊死性コア③栄養血管

の増殖④点状石灰化などが挙げられますが、これらは冠動脈 CTで特定が可能です（低い CT値、ナプ

キンリングサイン、ポジティブリモデリングなど）。さらに当院では 320列 CTの導入により、詳細

なプラークの性状評価が可能となっています。外来で施行可能ですので、症状を問わず冠危険因子を多

数有する方のスクリーニングに是非ご活用ください。 

 

■平成２７年４月１日より腎臓内科１名、消化器内科１名、麻酔科１名、研修医２名の医師が

着任しました。 

これら５名を含め、２７年度は医師４２名体制で診療に当たります。病診連携でお世話になり

ますので、よろしくお願いいたします。 

�  新任医師紹介 �  

「平成 26 年度石川県高度・専門医療人材 

養成支援事業」として、メタボリックシンド 

ローム、高血圧対策のために、石川県内の 36 

病院の管理栄養士さんの協力を得て、石川県産 

の新鮮食材を用いた「百万石減塩レシピ集」を 

発刊いたしました。2015 年版の日本人の食塩 

摂取基準（18 歳以上）は、男性 8g 未満、女性 

7g 未満と発表されています。高血圧を有する患者さんには、6g 未

満が推奨されています。減塩でも美味しい調理法のコツを広く知っ

ていただくためのツール、患者さんの栄養指導にご利用ください。 

�「百万石減塩レシピ集」発刊 
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 腎臓内科長 

高桑 浩 

金沢市立病院 地域連携室 
TEL:245-2626   FAX:245-2693 

お問い合わせ・ご予約などお気軽にご連絡ください。 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp 

 

至らない所が多々あると思い

ますが、精一杯頑張りますので、

よろしくお願い致します。 

4 月で 6 年目になりまし

た。1 症例 1 症例しっかり

診療していきたいと思って

おります。 

御指導よろしくお願いい

たします。 

 

金沢市立病院では、初期研修医

1 年目にお世話になって、実に 5

年ぶりの勤務となります。各科先

生方からのご助言を頂きながら、

患者さん一人ひとりの周術期リ

スクに丁寧に対応して、麻酔管理

に努めていきたいと思っており

ます。 

4 月から 1 年間研修させて頂

きます。至らぬ点ばかりでご迷惑

をおかけしていますが、精一杯頑

張るつもりです。よろしくお願い

致します。 

3月に金沢医科大学を卒業

し、まだ右も左も分からない

状態です。臨床研修 2 年間を

通じて 1 日でも早く、患者さ

んのお役に立てる様、日々努

力してきたいと思っていま

す。一生懸命がんばりますの

で、よろしくお願いします。 

[趣味] 

スノーボード、読書 

[血液型] 

O 型  
[趣味、特技] 

カラオケ、柔道 

[血液型] 

AB 型  

[趣味] 

スポーツ観戦、ゴルフ 

[血液型] 

A 型  

[趣味・特技] 

バイオリン 

[趣味・特技] 

読書、バスケット 

[血液型] 

O 型 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp
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�  災害対応訓練 

 平成 27 年３月７日午前中に院内災害対応訓練を行いました。昨年は職員の参集、 

役割の任命など本部機能の立ち上げを中心に行いましたが、今年はあらかじめ職員 

をトリアージ、赤、黄、緑といった各エリアに配置し、実際の傷病者の流れを模擬 

傷病者を用いて行いました。昨年使用したアクションカードに加え、新たにアクシ 

ョンボックスを設け、職員が各エリアを設置する際の手順をわかりやすく示し、必 

要物品をアクションボックス内に配置しました。事前に職員にはトランシーバー研 

修を行い、昨年に比べトランシーバーによる情報伝達はかなり改善しました。また 

病院へ患者が搬送されてくるところから検証するため、金沢市消防局の協力を得て、 

病院前の傷病者集積場所からの傷病者の流れを実際に救急車を用いて検証しました。傷病者役も含め約

100名の職員の参加により、より実際的な訓練を行うことができました。今後は地域の他の医療機関と

の連携も見据えた訓練を企画したいと考えています。ご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

災害対策室長 

整形外科長 

森川 精二 

地域連携室新メンバー紹介 
 

4月から地域連携室メンバーに事務員東が加わりま

した。今年度も高桑地域連携室長、長谷川地域連携師

長のもとスタッフ一同頑張ってまいりますので、宜し

くお願いいたします。 

前列右より東（事務）、村上（看護副部長）、高桑室

長（医師）、長谷川地域連携師長、北村（主任） 

後列右より川口（事務）、北野（副室長）、小林（相

談員）、當間（退院支援看護師）、中川（相談員）、中

村（事務）、小林（入院センター事務） 

整形外科医長 

新村 和也 

�  脊椎内視鏡下手術 
～内視鏡下椎間板切除術、内視鏡下椎弓切除術～ 

 
 

腰椎手術においても低侵襲化が進んでおり、従来から行われて 

いた顕微鏡手術に加え、近年では内視鏡を用いた手術が行われて 

おります。 

脊椎内視鏡手術では直径 16mm の筒（tubular retractor）を 

背側から刺入し、その筒を通して手術を施行します（図）。創は 

2 ㎝以内で、棘突起から傍脊柱筋を剥離することがないため、侵 

襲が小さく、早期社会復帰が可能な手術法です。このシステムは 

腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板切除術 

（Microendoscopic discectomy(MED)法）のために開発され、 

1998 年から日本で行われるようになり、現在では 278 施設で年 

間約 6000 件（2012 年時点 日本整形外科学会調べ）施行され 

ております。 

この MED システムを応用し、腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下椎弓切除術（Microendoscopic 

laminotomy（MEL）法）が開発されました。tubular retractor の先端にカメラが装着されているの

で、これを動かすことで広い視野を獲得し MEL 法が可能となります。MED と同様、従来の手術と比

べ低侵襲な手術法です。 

当院では昨年 MED、MEL 合わせて 40 例に施行しました。術中合併症による再手術例は 1 例もな

く、良好な成績が得られております。入院期間は通常、MED では 5 日～7 日、MEL では 7 日～10

日程度です。下肢の痛み、間欠性跛行などでお困りの患者様がおられましたら、当院整形外科までお

問い合わせください。 


