
 

 

 

 

   演題 ①ご紹介症例の検討 ②腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術について 

日時 平成 28 年  月   日(水)19:30～21:00 

   会場 多摩北部医療センター 2 階大会議室 

   演者 ①多摩北部医療センター 外科部長 大倉 史典 

      ②多摩北部医療センター 外科医長 下位 洋史 

   申込 当センターの地域医療連携室へご一報ください。 

 

 

 

 

   演題 「あなたは知っていますか、きずの(見え)ないおなかの手術を」 

日時 平成 28 年  月    日(火)14:00～15:00 (13:30 から受付開始) 

会場 東村山サンパルネ 2 階 コンベンションホール 

演者 多摩北部医療センター 副院長 松本 潤 

申込 参加費無料。申込不要。定員 100 名程度。 

 

≪≪≪≪CCCC＠＠＠＠RNARNARNARNA システムのシステムのシステムのシステムの WindowsXPWindowsXPWindowsXPWindowsXP 端末更新依頼について端末更新依頼について端末更新依頼について端末更新依頼について≫≫≫≫    

貴施設で WindowsXP 端末にて C@RNA システムをご利用の場合は、平成 28 年 7 月以降

WindowsXP 端末で使用ができなくなります。WindowsVista 以降の O/S を搭載した端末への更新

をお願いいたします。 

本件に対するお問い合わせは、以下へご連絡いただきますようお願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

 富士フイルムソフトウェア株式会社 C@RNA Connect お客様窓口 

 電話番号：045-476-8920 営業時間：月～金曜日の 9:00～18:00（祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民公開講座について 

紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内    

≪ 地域医療連携ニュース「たまほく」に関するお問合せ ≫ 

地域医療連携室 042-396-3811 内線 2073 

 

代表番号より下記へご連絡願います。（受付時間：月～金曜日 9 時～17 時） 

 

 

 

 

 

代表電話番号代表電話番号代表電話番号代表電話番号::::042042042042----396396396396----3811381138113811    

放射線放射線放射線放射線    

内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡    

    

予約受付時間：月～金曜日 9 時～19 時・土曜日 9 時～12 時 

※お急ぎや受診予約希望や、受診に関してご相談等の場合は、地域医療連携室までご連絡ください。 

 （受付時間：月～金曜日 9 時～17 時） 

各種検査予約各種検査予約各種検査予約各種検査予約    

予約センター予約センター予約センター予約センター    予約専用電話予約専用電話予約専用電話予約専用電話::::042042042042----396396396396----3190319031903190・・・・3511351135113511    

患者さんのご紹介にあたっては「紹介状（診療情報提供書）」と「受診科のご予約」をお願いいたしま

す。また、紹介状には受診科の明記をお願いいたします。初診時に紹介状が無い場合は、診療費の他に

選定療養費として 1,338 円（税込）が加算されます。 

6666    28282828    

核 医 学 検 査：内線 2140 放 射 線 治 療：内線 2073・2169 
CT・ 一 般 X 線 検 査：内線 2236 M R I 検 査：内線 2600 

外科症例検討会について 

6666    29292929    

予約センター又は地域医療連携室へご連絡の上、「内視鏡外来」のご予約をお

願いいたします。なお、内視鏡外来は、紹介予約制とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度を迎えるにあたり、2 年間診療に頑張ってくれた和田医員が 3

月末に異動となりました。続いて臨床だけでなく研究にも力を入れていただいた

岡山医員が 5 月末に異動になります。代わりに 4 月より金児盛医員と三宅善順

医員が新しい仲間として加わりました。7 名の常勤医師にシニアレジデントも加え、「たまほく」循

環器内科は組織として新陳代謝をしつつ地域医療に貢献するよう努力いたします。 

 また当院では医師をサポートする医師事務作業補助者を積極的に採用しており、平成 27 年度より

循環器内科の病棟にも専属で配置されました。これを契機に当科におけるクリニカル・インディケー

ター(臨床指標)を正確に算出するよう協力して作業を開始しております。彼を知り己を知れば・・・

ではありませんが、当科の現状を分析し改善することにより、一層の医療サービスの質の向上を図る

ことができると考えています。 

 さて当院では 5 月に入って、新規 CT スキャン装置導入のための工事が始まっています。新しい装

置の詳細は後日放射線科よりご案内があると思いますが、従来の 16 列検出器では実用に耐える画像

が得られなかったため、当科としては冠動脈 CT に対する期待が高まります。しかし 2014 年米国

心臓病協会年次総会で発表された”The FACTOR-64 Randomized Clinical Trial”は、冠動脈

CT によるスクリーニングに警鐘を鳴らしています。当科としても従来の Modality とともに適切な

検査に努め、患者の利益に適う虚血性心疾患治療に邁進する所存です。何か気になることがあれば、

今後もお気軽に「たまほく」循環器内科にご紹介いただければ幸いです。引き続き先生方のご支援を、

どうか宜しくお願いいたします。 

 

多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター    

88888888    

地域地域地域地域医療連携ニュース医療連携ニュース医療連携ニュース医療連携ニュース    

第第第第            号号号号    

循環器内科のはなし循環器内科のはなし循環器内科のはなし循環器内科のはなし

平成平成平成平成 28282828 年年年年 6666 月月月月    

循環器内科 部長 村﨑 理史 

初診患者 1,035人 虚血性心疾患 257件 321件

延べ外来患者 8,099人 急性心筋梗塞 52件 137件

紹介率 80.1% 不安定狭心症 41件 135件

逆紹介率 208.1% 180件 140件

入院患者数 770人 44件 18件

20件 ペースメーカー植え込み術

9件 新規 20件

交換 9件

8件合併症

《平成27年度　循環器内科診療実績》

経皮的動脈形成術

経皮的冠動脈形成術

右心カテーテル

左室造影

冠動脈造影

肺塞栓症

急性大動脈

不整脈

心不全



 

 

 

 

 

膝関節はスポーツ活動の中で、最も外傷、障害が多い関節の 1 つです。 

 膝スポーツ外傷で最も代表的なのが、前十字靭帯損傷です。バスケットボール、

サッカーでのカット動作、バレーボールの着地、スキーのターンなど、他者との接触なしに損傷する

場合と、柔道、ラグビーなど、接触して受傷する場合があり、スポーツ活動で膝がずれる(膝くずれ)

症状が出現します。膝くずれを繰り返すと半月板損傷が生じ、発見される場合もあります。見逃され

たままスポーツ活動を続けると、半月板、関節軟骨が損傷を受け、早期に関節症に至るため、専門医

による適切な診断、治療が行われるべき外傷です。前十字靭帯は損傷されると経時的に吸収されるの

で、機能の回復には自家腱移植による関節鏡視下靭帯再建術を受ける必要があります(図 1)。 

 靭帯損傷と並んで多いのが、半月板損傷です。膝をひねった状態で、荷重がかかった際に受傷し、

しばしば靭帯損傷と合併します。断裂を起こしやすい奇形 (円板状半月)があると、軽微な外傷で受傷

することもあります。 損傷すると半月板症状(膝のひっかかり)が出現し、関節炎が起こり痛みを伴い

ます。断裂が進行し形態がバケツ柄状になると、骨の間に陥頓し、ロッキングといわれる膝の屈伸が

できない症状がでることもあります。日常生活、スポーツ活動に支障をきたす場合は手術療法が必要

であり、関節鏡視下切除術、縫合術のいずれかが施行されます(図 2,3)。近年、関節内での半月板の

重要性が認知され、縫合術をすることが多くなってきています。 

 靭帯損傷、半月板損傷以外にも、オスグッド・シュラッター病、ジャンパー膝、円板状半月板、離

断性骨軟骨炎、軟骨損傷、反復性膝蓋骨脱臼等、様々な膝関節外傷、障害がありますので、スポーツ

活動でお困りの患者さんがいらっしゃいましたら、ご気軽にご紹介いただけると幸いです。 

 

  

整形外科 医長 朱 寧進 

断裂靭帯断裂靭帯断裂靭帯断裂靭帯 

膝のスポーツ外傷・障害について膝のスポーツ外傷・障害について膝のスポーツ外傷・障害について膝のスポーツ外傷・障害について

関節軟骨関節軟骨関節軟骨関節軟骨 
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《図 1》 

膝前十字靭帯損傷に対する 

鏡視下自家腱靭帯再建術 

《図 2》 

バケツ柄断裂し、ロッキングした         

半月板に対する、関節鏡下縫合術 

《図 3》 

半月板後節断裂に対する 

関節鏡下切除術 

 

 

 

 

 

当院は東京都指定二次救急医療機関として、休日・全夜間の救急診療を実施して

います。 

① 対応診療科 

 

 

 

② 時間外診療時間  

 

 

 

 

 

 

③ その他の救急診療体制 

•脳卒中 A 対象診療 

 

 

   に対して東京都脳卒中急性期医療機関として当院は、以下のとおり対応しています。 

 

 

  •CCU ネットワーク 

   急性心筋梗塞などの急性心血管疾患を迅速に専門施設に収容する取り組みに参画しています。 

    

  •救急の東京ルール 

   中等症以上の患者について、救急隊が 5 医療機関程度以上搬送連絡を行っても搬送先が選定さ

れない事案を受け入れる地域救急医療センターに指定されています。 

    

地域の先生方には御遠慮なく当院救急外来を御利用いただきたく、よろしくお願い致します。 

 

 

 

当院では 5 月 12 日(木)に「看護の日」イベントを実施しました。「看護の日」イベントでは、認

知症に関する講演会やよろず相談等を実施しました。当日は、地域

の多くの方々に参加いただ

き、好評をいただきました。

今後もイベントを通じて、

地域の方々との関わりを深

めていきたいと思います。  

内科 部長 三谷 健一 

当センターの救急診療について当センターの救急診療について当センターの救急診療について当センターの救急診療について

看護の日のイベントを開催しました！看護の日のイベントを開催しました！看護の日のイベントを開催しました！看護の日のイベントを開催しました！

よろず相談風景よろず相談風景よろず相談風景よろず相談風景    講演会講演会講演会講演会風景風景風景風景    

時間内 全診療科

以下5系列

内科系、循環器内科、外科、外科系、小児科
時間外

脳卒中A 発症から 24 時間以内で t-PA 治療対象患者を含む

脳卒中B 発症から 24 時間を超える場合

平日時間内 脳卒中 A

時間外、休日 担当医師がいる時間帯は脳卒中A、他の時間帯は脳卒中 B

当番日 毎週火曜日および他曜日(月 1〜2 回)

当番日 毎週月曜日および木曜日(休日は除く)

平日 全系列 17 ：00 ～ 翌日9：00

内科、循環器内科、小児科 9 ：00 ～ 翌日9：00

外科 17 ：00 ～ 翌日9：00

外科系 12 ：30 ～ 翌日9：00

外科 17 ：00 ～ 翌日9：00

外科以外 9 ：00 ～ 翌日9：00

土曜日

日曜・祝日、
年末年始(12/29～1/3)


