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Face to Face, Heart to Heart

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。

2017.10月号

162№

富山市今泉北部町2-1  Tel:076（422）1112㈹  http://www.tch.toyama.toyama.jp
発行日：2017年10月

44

　当院には、私を含め10名程の技師が超音波検査を行っています。
　その中の3名が認定超音波検査士の資格を有し、体表領域、腹部領域、泌尿器領域、循環器領域の超音波検査の
スペシャリストとして日々検査を行っています。
　体表領域では、乳腺エコー、甲状腺エコー、表在エコーの超音波検査を行っています。最近、乳がんは、とても話
題です。当院でも月に180件程の乳腺エコーを行っています。乳腺エコーは、女性技師のみで検査しているので、患
者さんにも安心して受けてもらうことができます。甲状腺エコーでは、甲状腺だけではなく、唾液腺や、頸部の検査
も行っています。そのため、内分泌代謝内科だけでなく耳鼻いんこう科や小児科などのオーダーも受けています。表
在エコーでは、手足、背中など全身の皮下腫瘤の検査を行います。皮下腫瘤は触知するのが容易です。触知した場所
に、超音波を当てるだけで簡単に腫瘤の大きさや性状を把握することができるので、とても有効な検査だと思います。
　このように、体表臓器領域では、幅の広い分野の超音波検査を行っています。当院では、他にも心臓エコー、腹
部エコー、消化管エコー、頸動脈エコー、下肢動静脈エコー、腎動脈エコーなどの超音波検査を行っています。
　今後も、より精度の高い超音波検査を提供できるように、日々努力を続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。

「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

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

公益社団法人日本超音波医学会
認定超音波検査士（体表臓器領域）
　　　　　  井上　友理絵

認定超音波検査士の役割

　歯科口腔外科では顎口腔領域（口唇頬粘膜・歯肉・口蓋・舌・口腔底・顎骨・唾液腺など）の外科
疾患を主に治療しており、年間約200件の手術を行っています。
　通常の歯科治療は、有病者(悪性腫瘍、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病など)を対象に行ってい
ます。歯科治療恐怖症の方へは、静脈内鎮静法による歯科治療も行っています。また最近は、非定型
歯痛や非定型顔面痛などの神経因性疼痛・慢性疼痛の治療も積極的に行っています。
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《がん支持療法としての口腔マネージメント》
　平成24年度より周術期口腔機能管理が保険適応されました。がん等に係る全身麻酔に
よる手術または放射線治療、化学療法もしくは緩和ケアを実施する患者を対象として、口
腔マネージメント（口腔ケア）行うものです。がん治療では様々な要因から発生する口腔
環境の悪化と継発する合併症により、治療完遂率の低下や治療期間の延長・QOLの低下
が生じることが問題となっていましたが、歯科の介入により上記リスクが軽減して、治療
完遂率の向上→治療成績が向上する、入院期間が短縮（平均して20％程度）する、との
エビデンスに基づき導入されたものです。
　当院では年間400件程度に関わっていますが、診断後早期から治療終了までの全期間に
亘る介入が理想的と考えています。
《メンバー》
　寺島 龍一歯科口腔外科部長と高橋 勝雄医長の二人体制で診療を行っています。
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前列左から 高橋医長、寺島部長
後列左から 小坂医療助手、友山歯科衛生士、増村歯科衛生士、吉田歯科衛生士

編集後記 　秋も深まり、紅葉も見ごろの季節になりました。この時期は朝晩の冷え込みも感じるようにな
りましたが、みなさん体調を崩しておられませんか？そして健康に気を付けておられますか？

　私事ですが、10月に職場の○○歳での節目検診を受けてきました。
　結果は後日ですが、同級生数名と検診を受けながら「いつのまにかそんな年になったんだね～。体が第一、健康
が一番だね。」と話をしながら改めて健康の大切さについて考える良い機会になりました。
　あたりまえに生活を送れることに感謝しながら、日々健康に気をつけ、患者さんが安心して療養生活を送ること
ができるよう退院支援に頑張っていきたいと思っている今日この頃です。（ふれあい地域医療センタ―　樋口　恵実）

作・病院ボランティア 篠崎佳子
※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12月1日（金）16：00 ～18：00
富山市民病院 ３階講堂　
●講演会Ⅰ　　 16：00～16：30 テーマ：認知症について（仮）　講師：精神科医師　長谷川　雄介
●担当者交流会 16：30～17：30 （事例検討・グループワーク）　　　　
●講演会Ⅱ　　 17：30～18：00 テーマ：認知症の看護について（仮）　講師：認知症看護認定看護師　高柳　佳忠

日 時日 時
場 所場 所
内 容内 容

平成29年度 地域医療部 担当者交流会・講演会のお知らせ予告

歯科口腔外科　診療案内
月 　 　 火 　 　 水 　 　 木 　 　 金

午前１診
午前２診
午　　後
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寺　島
高　橋
手　術

寺　島
高　橋
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寺　島
高　橋
手　術

寺　島

手　術



「10月の地域連携・開放型病床症例検討会」の報告
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２. 内科ＣＰＣ
日時：11月14日（火）17：30～
場所：医局カンファレンス室

３. 緩和医療委員会　学習会
日時：11月14日（火）17：45～18：45
場所：看護外来
●テーマ：化学療法を受けている人の看護
●講　師：がん化学療法看護認定看護師　浜田　真由美

４. 医療機器研修会
日時：11月28日（火）17：45～18：45
場所：看護外来
●テーマ：除細動器の機能と基本操作を取得しよう!! 
●講　師：臨床工学技士

５. 糖尿病研究会定例学習会
日時：11月9日（木）17：45～18：30
場所：看護外来
●テーマ：糖尿病看護～足を慈しむフットケア
●講　師：糖尿病看護認定看護師　金盛　佐紀子 
 

６. 感染予防対策学習会
日時：11月 6 日（月）17：30～18：05
　　　11月15日（水）12：15～12：50
　　　11月21日（火）15：00～15：35　
場所：講堂
●テーマ：病院機能評価対策～看護師ができる事 
●講　師：看護部感染対策委員　

　 
７. 接遇力向上研修会

日時：11月13日（月）13：15～16：00（時間厳守）
場所：講堂
●テーマ：アンガーマネジメント研修会（体験学習）
●講　師：当院　接遇向上委員会委員長　置塩　良政　
 • 院内の職員も参加し、一緒にグループを作ります。
 • 飲み物はご自由に持参してください。

８. 褥瘡対策学習会
日時：11月24日（金）17：45～19：00
場所：講堂
●テーマ：褥瘡セミナー「褥瘡と栄養」（仮）
●講　師：医療法人社団廣仁会
　　　　　札幌皮膚科クリニック副院長　安部　正敏先生

９. ＮＳＴ学習会
日時：11月27日（月）17：30～19：00
場所：講堂
●テーマ：経腸栄養法について（成分栄養・消化態・半消化態栄養剤）
　　　　　簡易懸濁法について
　　　　　経腸栄養ポンプの取り扱い・inbodyについて
●講　師：管理栄養士　　平井　美佐子
　　　　　薬剤師　　　　武藤　昂一郎　
　　　　　臨床工学技士　福島　　　望　

10. 看護研修　
《衛星研修S-QUE Eナース》 
（１）日時：11月８日（水）17：30～18：30
　　  場所：看護外来
　　  ●テーマ：がん患者および家族への社会的側面の支援

（２）日時：11月22日（水）17：30～18：30
　　  場所：看護外来　　　
　　  ●テーマ：疼痛コントロールと患者サポートの実際

《看護補助者研修のご案内》　　
 日時：11月10日（金）第１回目13：50～14：50
　　　　　　　　　　   第２回目15：00～16：00
 場所：講堂　
●内容：①医療安全　②感染　
●講師：①医療安全管理者　看護師　玄澤　裕美
　　　　②感染管理認定看護師　安田　恵
●目的：看護補助者として必要な知識・技術を習得する
●対象：看護補助者

１．ミニレクチャー「地域連携とチーム医療で守る糖尿病患者
の足 ～富山市民病院フットケアネットワークについて～ 」

（演者：内分泌代謝内科　家城恭彦医師）
　糖尿病や維持透析患者さんで、足病変の重症化により下
肢切断となる人は、年間1万人以上と言われています。下
肢の切断が必要となる下肢壊疽は、靴ずれや小さなやけ
ど、外傷など、ほんの些細なことから始まるため、少しで
も早期の段階で発見し、適切な処置を行う「フットケア」
が重要です。当院ではこの10月より下肢潰瘍や重症下肢
虚血の治療の受け皿となる診療連携を整備し、初期段階か
ら医療にアクセスしやすい環境を整えるため、「フットケ
ア外来」を開設（呼吸器血管外科外来、第1月曜・毎週金
曜の13：30～）し、さらに医療から介護まで多職種で情
報を共有し、フットケアの普及と技術の向上を図るため
「フットケアネットワーク」を立ち上げました。地域連携
と多職種によるチーム医療で、実際のフットケア現場での
課題を共有し、その解決策を見出していくことを目指して
います。第1回富山市民病院フットケアセミナーを11月6
日（月）に開催しますのでふるって御参加ください。

　第126回地域連携・開放型病床症例検討会（2017年10月10日（火）19時～於講堂）について報告いたします。以下
の3演題に対して活発な質問・討論が行われました。

２．症例検討1.「第８病日にすでに冠動脈拡張をみとめた
不全型川崎病の一例」

（紹介医：かみいち総合病院　齋藤和由先生
演者：小児科　橋本郁夫医師）

　症例：1歳2か月の男児で入院7日前より発熱と上気道症
状あり紹介医を受診した。上気道炎および中耳炎として
CDTR-PIを処方されたが、午後になると38～39℃まで上昇
する状態が続くため、入院当日に紹介医を再診し川崎病診
断基準では3/6と満たさなかったが、BCG痕の発赤がある
ため当院紹介入院となった。入院当日（第8病日）より大量
免疫グロブリン療法にてすみやかに解熱。第11病日の心エ
コーで冠動脈の拡張が退縮傾向であり第13病日に退院した
が、翌日より眼球結膜充血・口唇発赤が再び顕れ、第16病
日にはエコー上冠動脈の拡大を認めたため再燃が疑われ
た。同日より再開した大量免疫グロブリン療法が奏効し第
22病日に退院したが、左冠動脈起始部の小動脈瘤と右冠動
脈の軽度拡張を残す結果となった。
　考察：川崎病は主に4歳以下の乳幼児に好発する原因不明
の血管炎で、冠動脈瘤や弁膜症などの心合併症は「大量ガ
ンマグロブリン療法」の確立以降減少しているが、致死的と
もなる合併症である。不全型川崎病は川崎病全体の20.6%
を占める。また、6ヶ月未満の乳児期早期や、5歳以上の年長

３．症例検討2.「ルキソリチニブにて劇的な効果を認めた
ヒドロキシカルバミド不耐容真性赤血球増加症」

（紹介医：つねだ内科医院・常田孝和先生
演者：血液内科　寺﨑 靖医師）

　真性赤血球増加症（Polycythemia Vera, PV）は、赤血
球数および総血液量の著しい絶対的な増加を来し、通常は
白血球および血小板増加、脾腫を特徴とする骨髄増殖性腫
瘍（Myeloproliferative Neoplasms, MPN）である。今
回、ルキソリチニブにて劇的な効果を認めたヒドロキシカル
バミド不耐容真性赤血球増加症の1例を経験した。症例：77
歳女性、主訴は特になし（白血球増加症、赤血球増加症の精
査）。2016年12月より白血球増加および赤血球増加が出現

（WBC 9600, RBC 514万, Hb 15.4, Ht 46.7, Plts 17.6
万）、徐々に増悪してきたため精査を行った。WBC 23,500、
RBC 550万、Hb 16.3、Ht 50.2、Epo 1.4 mIU/mlと低下、
骨髄生検ではHypercellular marrow、末梢血遺伝子変異
解析ではJAK2 V617F遺伝子変異陽性（順天堂大学血液内
科森下総司先生との臨床研究）であり、PVと診断された。瀉
血に加えてヒドロキシカルバミドを投与するも不耐容であっ
たため、ルキソリチニブに変更し、劇的な効果が得られた。

　真性多血症のゴールは、血栓・出血の合併を防ぐ、白血病
や骨髄線維症への進行を促進させない、全身症候の改善で
あるが、当症例は診断においてJAK2遺伝子変異解析が決め
手となり、治療ではルキソリチニブが奏効した。JAK2遺伝
子変異は順天堂大学と協力のもと当院で測定できますの
で、PVを疑う症例がありましたら是非御紹介いただければ
幸いです。　　　　　　　　　　 （文責：外科 北川裕久）
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研修・講演・勉強会のご案内〈11月分〉

（１）集学的治療を行った膵癌の２例
　　　紹介医：山脇医院　山脇　武敏先生　 消化器内科　水野　秀城

（２）認知機能障害や幻視、パーキンソニズムが目立たないものの抑うつ症状や
　　　脳画像所見からレビー小体病が疑われた一例　　　　 精神科　伊東　　徹

１. 地域連携・開放型病床症例検討会
日時：11月14日（火）19：00～20：15
場所：当院３階　講堂

２）症例検討

12月の地域連携開放型病床症例検討会は、時間を拡大してミニレクチャー2題、症例検討2例を予定しています。
※今回の参加は事前申し込みが必要です。詳細については、ふれあい地域医療センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL076-422-1112（代）までご連絡お願いします。
日時：平成29年12月12日（火）19：00～21：00
場所：当院３階　講堂
内容：１）ミニレクチャー ２題　　循環器内科・呼吸器血管外科
　　　２）症例検討       ２例　　放射線科・脳神経外科

近年、食物アレルギー（ＦＡ）の有病率は増加している。鶏卵・牛乳・小麦の三大アレルゲンに代表される小児期のＦＡ
は有名で、これらのＦＡの大半は加齢とともに自然寛解する傾向にある。一方で思春期から成人にかけて問題となってくる
のが、花粉症が関係する花粉－食物アレルギー症候群（ＰＦＡＳ）や、運動や感冒薬の内服がきっかけとなる食物依存性運
動誘発アナフィラキシー（ＦＤＥＩＡ）、ダニアレルギーが関与するパンケーキ症候群などの小児期とは特徴の異なるＦＡ
である。アレルギー疾患が増加している現在、今後さらに日常診療で遭遇する機会が増えるであろうこれらのＦＡについて、
実際の症例を交えながらその臨床像やアレルギー検査を含めた正しい診断方法、症状誘発時の治療などについて解説する。

小児科　加藤　泰輔１）ミニレクチャー 「小児から成人まで、さまざまな食物アレルギー」

11
月
11
月

予
告
予
告

※すべて同じ内容です。

※1回目、2回目とも同じ内容です。

児に多い。冠動脈瘤の合併は不全型で18.4%、定型型で
14.2%と、不全型で有意に高い。不全型における診断の難し
さが、ガンマグロブリン未投与や治療の遅れにつながり、冠
動脈瘤合併が多い要因のひとつといわれる。不全型川崎病
は『症状がマイルドな川崎病』ではなく、むしろ定型型より
も冠動脈瘤を残すことが多いので、川崎病を疑った際には
迷わずご紹介いただきたいと思います。
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れんけいれんけい とと支援支援
地域医療支援病院 富山市民病院

Face to Face, Heart to Heart

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。
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　当院には、私を含め10名程の技師が超音波検査を行っています。
　その中の3名が認定超音波検査士の資格を有し、体表領域、腹部領域、泌尿器領域、循環器領域の超音波検査の
スペシャリストとして日々検査を行っています。
　体表領域では、乳腺エコー、甲状腺エコー、表在エコーの超音波検査を行っています。最近、乳がんは、とても話
題です。当院でも月に180件程の乳腺エコーを行っています。乳腺エコーは、女性技師のみで検査しているので、患
者さんにも安心して受けてもらうことができます。甲状腺エコーでは、甲状腺だけではなく、唾液腺や、頸部の検査
も行っています。そのため、内分泌代謝内科だけでなく耳鼻いんこう科や小児科などのオーダーも受けています。表
在エコーでは、手足、背中など全身の皮下腫瘤の検査を行います。皮下腫瘤は触知するのが容易です。触知した場所
に、超音波を当てるだけで簡単に腫瘤の大きさや性状を把握することができるので、とても有効な検査だと思います。
　このように、体表臓器領域では、幅の広い分野の超音波検査を行っています。当院では、他にも心臓エコー、腹
部エコー、消化管エコー、頸動脈エコー、下肢動静脈エコー、腎動脈エコーなどの超音波検査を行っています。
　今後も、より精度の高い超音波検査を提供できるように、日々努力を続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。

「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

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

公益社団法人日本超音波医学会
認定超音波検査士（体表臓器領域）
　　　　　  井上　友理絵

認定超音波検査士の役割

　歯科口腔外科では顎口腔領域（口唇頬粘膜・歯肉・口蓋・舌・口腔底・顎骨・唾液腺など）の外科
疾患を主に治療しており、年間約200件の手術を行っています。
　通常の歯科治療は、有病者(悪性腫瘍、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病など)を対象に行ってい
ます。歯科治療恐怖症の方へは、静脈内鎮静法による歯科治療も行っています。また最近は、非定型
歯痛や非定型顔面痛などの神経因性疼痛・慢性疼痛の治療も積極的に行っています。

診
療
科
紹
介 歯科口腔外科の紹介歯科口腔外科の紹介

《がん支持療法としての口腔マネージメント》
　平成24年度より周術期口腔機能管理が保険適応されました。がん等に係る全身麻酔に
よる手術または放射線治療、化学療法もしくは緩和ケアを実施する患者を対象として、口
腔マネージメント（口腔ケア）行うものです。がん治療では様々な要因から発生する口腔
環境の悪化と継発する合併症により、治療完遂率の低下や治療期間の延長・QOLの低下
が生じることが問題となっていましたが、歯科の介入により上記リスクが軽減して、治療
完遂率の向上→治療成績が向上する、入院期間が短縮（平均して20％程度）する、との
エビデンスに基づき導入されたものです。
　当院では年間400件程度に関わっていますが、診断後早期から治療終了までの全期間に
亘る介入が理想的と考えています。
《メンバー》
　寺島 龍一歯科口腔外科部長と高橋 勝雄医長の二人体制で診療を行っています。
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30日
10日
10日
24日　
20日
8日
14日

6日
6日、10日

30日（午後）
28日（午後）
14日（午後）

10日、24日、28日
14日

10日

17日
17日（午後）

2日
17日

6日
24日

15日、16日、17日

11

前列左から 高橋医長、寺島部長
後列左から 小坂医療助手、友山歯科衛生士、増村歯科衛生士、吉田歯科衛生士

編集後記 　秋も深まり、紅葉も見ごろの季節になりました。この時期は朝晩の冷え込みも感じるようにな
りましたが、みなさん体調を崩しておられませんか？そして健康に気を付けておられますか？

　私事ですが、10月に職場の○○歳での節目検診を受けてきました。
　結果は後日ですが、同級生数名と検診を受けながら「いつのまにかそんな年になったんだね～。体が第一、健康
が一番だね。」と話をしながら改めて健康の大切さについて考える良い機会になりました。
　あたりまえに生活を送れることに感謝しながら、日々健康に気をつけ、患者さんが安心して療養生活を送ること
ができるよう退院支援に頑張っていきたいと思っている今日この頃です。（ふれあい地域医療センタ―　樋口　恵実）

作・病院ボランティア 篠崎佳子
※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12月1日（金）16：00 ～18：00
富山市民病院 ３階講堂　
●講演会Ⅰ　　 16：00～16：30 テーマ：認知症について（仮）　講師：精神科医師　長谷川　雄介
●担当者交流会 16：30～17：30 （事例検討・グループワーク）　　　　
●講演会Ⅱ　　 17：30～18：00 テーマ：認知症の看護について（仮）　講師：認知症看護認定看護師　高柳　佳忠

日 時日 時
場 所場 所
内 容内 容

平成29年度 地域医療部 担当者交流会・講演会のお知らせ予告

歯科口腔外科　診療案内
月 　 　 火 　 　 水 　 　 木 　 　 金

午前１診
午前２診
午　　後

寺　島

手　術

寺　島
高　橋
手　術

寺　島
高　橋
手　術

寺　島
高　橋
手　術

寺　島

手　術


