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地域の医療・保健・介護・福祉の方とともに、皆様の健康をお守りします

眼科診療科紹介

ブランニュー　トピック
・加齢黄斑変性について
　人口の高齢化と生活の欧米化により近年著しく増
加しており、現在日本における50歳以上の約１％に
みられるとも言われ、失明原因の第4位となっており
ます。ｉＰＳ細胞に関連し世界的にも注目を集めてお
ります。

・ｉＰＳ細胞と加齢黄斑変性
　ｉＰＳ細胞を用いた再生医療研究の中で、最も人
への応用が近いとされるものが加齢黄斑変性に対す
る再生医療であると言われており、2014年9月に世
界で初めて、我が国において患者本人の皮膚から作
成したｉＰＳ細胞由来の網膜色素上皮の自家移植が
施行されました。1年以上の経過観察を経て、合併症
等の有害事象の発生がみられなかったことより、本
年2月に他人由来のiPS細胞を用いた滲出型加齢黄
斑変性への臨床試験の計画が厚生労働省により了
承されました。

・滲
し ん し ゅ つ が た

出型加齢黄斑変性
病態と診断：網膜の下にある脈絡膜に新
生血管が生じ、眼底の中心部である黄斑
部付近に出血や浮腫、網膜剥離を生じる
ことにより視力低下やゆがみ、中心暗点を
自覚します。加療の適応やタイプ分類、治
療選択のためには造影剤を使用して眼底
の精査が必要ですが、最近では網膜断面
の画像診断の進歩が著しく、低侵襲での
診断が可能となってきております。

治療：網膜色素上皮が徐々に萎縮していく萎縮型加
齢黄斑変性の場合は、現在のところ有効な治療法が
無いと言われておりますが、前述の如く新生血管が
原因である滲出型加齢黄斑変性と診断された場合
は、抗VEGF剤の眼内注射や新生血管への選択的
レーザー加療などで新生血管を退縮させ、浮腫や出
血を安定させる加療が主となります。　
　これらの既存の加療を施行しても改善無く再発を
繰り返す場合で、数多くの条件をクリアした場合に臨
床試験へのエントリーが可能となるようであります
が、既存の加療で安定する症例も数多くあり、まずは
眼科施設での適切な診断をしていただくことが推奨
されます。

《メンバー》
　山田芳博眼科部長、藤井揚子医師の2人体制で
診療を行っております。

Brand-new topic

　眼科疾患には、眼瞼や前眼部（角膜・結膜・虹彩・水晶体）、後眼部（網膜・視神経・硝子体）における
眼球自体の疾患だけではなく、視神経より後方である頭蓋内や眼窩部、副鼻腔との関連疾患や小児の斜
視や弱視、精神疾患からの視覚障害など様々なものがあります。
　そのため他科での診察や加療が必要な疾患も多く、日々の外来において正確な診断、加療はもちろん
のことですが、迅速な連携も心掛けております。

眼科スタッフ紹介
左から新村視能訓練士、鴻池視能訓練士、山田部長、藤井医師、田島看護師
高熊医療助手、思田看護師
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予告

２. 内科CPC
　日時：4月11日（火）17：30～
　場所：医局カンファレンス室

３. 看護研修

　　  　２）症例検討（２例）
　　　　①「多結節性の肝脂肪沈着を来したアルコール性肝炎の１例」 消化器内科　上山本　伸治
　　　　②「とやま高齢者骨折センターのご紹介」 整形外科　重本　顕史

日時：平成29年5月9日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
内容：１）ミニレクチャー：（担当）眼科
　　　２）症例検討：形成外科・外科の２例を予定しています。

　緩和ケアが普及し、緩和ケア研修会や緩和医療学会のガ
イドラインなどがん疼痛への対応を学ぶ機会が増えてきて
いると思います。その影響もあり一般的な疼痛緩和は緩和
ケアを専門する医師でなくても行うことが多くなってきてい
ると思われます。
　しかし、まずどのような薬を使えばよいのか、医療用麻薬
を使うときどのように説明しどのような処方をすればよいの

か、また緩和ケア内科に紹介したいと考えてもどのタイミン
グで紹介すれば良いかわからない、という話をよく聞きま
す。
　今回のミニレクチャーでは、がん疼痛への対応として実際
の薬物療法についての話と、がん疼痛などで富山市民病院
緩和ケア内科を受診するための依頼の方法について話をし
たいと思います。 

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　  日 時：4月11日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　  　１）ミニレクチャー：「がん疼痛への対応－薬の使い方から緩和ケア内科の活用方法まで－」 
 緩和ケア内科　舩木　康二郎

研修・講演・勉強会のご案内 4月分

　《衛星研修S-QUE　Eナース》　場所：1階　看護外来

　《看護部新任看護職員研修》　場所：3階　講堂（No.8は西病棟8階）
　　研修内容と日時

内　　容 開催日 時　　間 研修形式
１ 安全確保の技術（医療安全） 4 月  4 日（火） 9：20 ～12：20 講義・演習
2 感染防止の技術 4 月  4 日（火） 13：20 ～16：40 講義・演習

3
与薬援助技術
経口薬の投与　麻薬製剤について
皮下注射　中心静脈内注射　輸血
誤薬防止の手順等

4 月  5 日（水） 8：45 ～11：45 講義・演習

4 与薬
静脈内注射　点滴静脈注射 4 月  5 日（水） 13：15 ～17：15　 講義・演習

5 活動・休息援助技術 4 月10 日（月） 13：30 ～15：00 講義・演習
6 呼吸・循環を整える技術 4 月11日（火） 13：30 ～15：00 講義・演習
7 食事援助技術 4 月17 日（月） 13：30 ～15：00 講義・演習
8 輸液ポンプの準備と管理（ME） 4 月18 日（火） 13：30 ～16：30 講義・演習

9 排泄援助技術 4 月19 日（水） 13：00 ～14：30
（※ 13：00 開始） 講義・演習

10 レスピレータ― 5 月 27 日（土） 13：00 ～17：00
（※予定） 講義・演習

11 救急蘇生法 6 月  7 日（水） 13：00 ～17：00
（※予定） 講義・演習

　日時：4月12日（水）17：40～18：40
　　○テーマ：誰もが知っておくべき感染対策の知識とスキル

　日時：4月26日（水）17：40～18：40
　　○テーマ：チームで取り組む医療安全対策シリーズ　
　　　　　　　人工呼吸器をめぐるインシデントアクシデント

　開催の予定については、次月号からの“れんけ
いと支援”を通じてご案内いたします。
　・糖尿病研究会定例学習会
　・感染予防対策学習会
　・ＮＳＴ学習会
　・褥瘡対策学習会
　・緩和医療委員会　学習会
　・医療機器研修会
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ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん・なんでも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

「れんけいと支援」に関するお問い合わせは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
                  送付を希望されない方はお申し出ください。

TEL  076（422）1114 ／ FAX  076（422）1154
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　春の訪れを感じる今日この頃ですが、我が家は冬を名残惜しむかのようにスキー場
通いをしています。先日、小学生の息子と市民スキー大会に参加しました。息子の滑
りにドキドキし、自分の参加にワクワクして楽しい1日を過ごしました。息子は、次は
私に勝つことを目標にしているようなので来年も一緒に参加したいと思っています。
いくつになっても挑戦する気持ちを忘れずに活き活きと過ごしたいものです。

理学療法士　澤田　貴代

　当院の集中治療室には救急搬送された重篤な方、院内
で急激に状態が悪くなった方、侵襲の大きな手術を受けた
方が入室されます。このような患者さんは、生命の危機的
状況や、呼吸・循環が不安定な状態にあり、24時間集中的
に治療・看護を行っています。
　集中ケア認定看護師として、重症度が高い患者さんの
病態変化の予測、重症化の回避、合併症予防、早期回復へ
の支援を、倫理的配慮を行いながら実践・指導を行ってい
ます。また、１日も早く回復し、住み慣れた自宅・施設へ戻
れるように、集中治療室に在室中の超急性期から退院後
を見据えたケアに取り組んでいます。認知機能・身体機能
を低下させないように、せん妄対策、鎮痛・鎮静管理、早

期経腸栄養などガイドラインに基づいて集中治療室の質
の向上、標準化に取り組んでいます。
　院内では人工呼吸器研修、病棟学習会講師、院内急変
システム（RRT：Rapid Response Team）、呼吸サポート
チームの一員として活動しています。院外活動では、ご依
頼施設の研修会に講師とし
て出向いております。地域の
急性期医療を担う当院なら
びに連携病院の皆様に、習
得した知識・技術を提供で
きたらと思っています。今後
ともよろしくお願いします。

院内の専門職員の
ご紹介 　島　佳子

集中ケア看護認定看護師

医師不在のお知らせ ４月分

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 清　川 14日 呼吸器・血管外科 関 19−21日

家　城 20日、21日 整 形 外 科 ・
関 節 再 建 外 科

澤　口 7日、21日、28日
大　田 21日 重　本 7日、28日
水　野 19−21日 麻 酔 科 永　川 7日
山　田 11日 形 成 外 科 宮　下 11−14日

外科・消化器外科
乳 腺 外 科

藤　村 20日、21日、27日、28日 眼 科 山　田 6日、7日
吉　川 28日 産 婦 人 科 大　田 6日、７日
寺　田 27日、28日 ※その他、急に不在となることがありますので、ふれあい地域医療セ

ンターまでお問い合わせください。

平成29年度　富山市民病院 地域連携の会　講演会・懇親会のご案内
　下記の予定で地域連携の会　講演会・懇親会を開催いたします。地域の先生方と当院の医師との意見交
換を身近に行える一年に一度の機会として、職員一同楽しみにしております。登録医の先生方には別途ご
案内いたしますが、是非お越しいただきますようよろしくお願い申し上げます。

　日時：平成29年6月13日（火）19：30～　　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル
　内容：①講演会
　　　　②懇親会

作：病院ボランティア 篠崎　佳子


