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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
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　眼科の日常診療では、他科領域との関連が高く代表的な疾患には糖尿病があります
が、その他にも高血圧、高脂血症や貧血による眼底病変や薬剤投与の副作用による眼
病変、頭蓋内や副鼻腔疾患による視力低下や視野狭窄などがあり、他科の先生方から
のご紹介や薬剤師の方からのお問い合わせも増加傾向にあると思われます。そこで今
回は、他領域との連携の上でのポイントにつき説明させていただきます。
　まずは糖尿病との関連ですが、血糖コントロールをされる際に、網膜症の有無は大
変重要と考えられます。糖尿病と診断されましたら早めに眼科受診を勧めていただ
き、網膜症の有無や程度、治療の必要性、次回の受診日につき眼科医に確認していた
だきたいと思います。一般的には網膜症が無い場合でも6～12か月、単純網膜症では
3～6か月、増殖前網膜症では1～3か月、増殖網膜症では2週間～1か月ぐらいでの
受診間隔が目安と考えられますが、急激なコントロールの改善により網膜症の発症や
悪化をきたすこともありますので、初診時にHbA1cが10％を超えるような場合では
網膜症が無くても1～2か月後に再診いただくこともあります。
　高血圧や高脂血症では動脈硬化のため血管閉塞による眼底出血のリスクがありま
す。出血の左右差が気になる場合や、動脈硬化の所見が強い場合はエコーによる頚部
の評価を追加することもあります。再診や注意点に関しましては所見によりこちらか
ら伝えさせていただいております。
　内服薬や注射薬との関連では抗コリン作動薬による眼圧上昇が重要と思われます。
処方時には患者さんに緑内障の有無を確認していただきたいのですが、開放隅角緑内
障や白内障手術の既往眼の緑内障では原則禁忌ではありません。閉塞隅角緑内障で禁
忌の場合はこちらからも患者さんに注意点をお伝えしておりますが、詳細はかかりつ
けの眼科医に直接確認していただくことをお勧めいたします。その他の内服ではステ
ロイドやインターフェロン、抗結核剤、抗癌剤のTS-1、最近では神経内科領域での
イムセラ投与での精査依頼もあり、薬剤投与前後の評価が望ましい方につきましては
ご紹介いただけましたら幸いです。
　他科領域との連携をスムーズにさせていただくことにより患者さんのQOLとQOV
（Quality　Of　Vision）を守っていきたいと考えておりますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

山田　芳博眼科部長

眼科と他科診療とのかかわり
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研修・講演・勉強会のご案内 10月分

２．内科CPC
　日時：10月14日（火）17：30～　
　場所：医局カンファレンス室

3．糖尿病研究会定例学習会
　日時：10月2日（木）17：30～18：30　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「食事療法　骨粗鬆症」
　　○講　師	 管理栄養士　	 高坂　敦子

4．医療機器研修会
　日時：10月7日（火）17：45～18：15　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「酸素療法の種類と適正使用」
　　○講　師	 臨床工学技士　	 松下　翔悟

5．感染予防対策学習会　
　日時：	10月2日（木）	 12：15～12：50
	 	 	 15：00～15：30
	 10月20日（月）	12：15～12：50
	 	 	 15：00～15：30
	 10月29日（水）	12：15～12：50
	 	 	 15：00～15：30
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「感染症発生時の対応
　　　　　　　　～感染性胃腸炎を例に考えてみよう～」
　　○講　師	 感染管理認定看護師　	 安田　　恵

6．富山地域リハビリテーション研修会　
　日時：10月15日（水）17：30～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「認知症の現状を巡って」
　　○講　師	 精神科医師　	 西田　公彦

7．緩和医療委員会　学習会　
　日時：10月14日（火）17：45～18：45
　場所：集団指導室	
　　○テーマ	 症状コントロールⅡ「嘔気・嘔吐」「便秘」
　　○講　師	 ターミナルケアエキスパートナース　

8．褥瘡対策学習会　
　日時：10月24日（金）17：45～
　場所：集団指導室	
　　○テーマ	 「褥瘡ケア消毒と洗浄」
　　○講　師	 看護師　	 大島　倫子
　※日頃ケアしている患者さんの褥瘡について検討を希望される方　
　　は、褥瘡部の写真を3日前までにふれあい地域医療センターまで
　　お送り下さるか、当日ご持参ください。

	予告 “褥瘡セミナー”のご案内
　日時：11月7日（金）17：45～
　場所：講堂
　　○テーマ　平成26年度診療報酬改定のポイント解説　

－病院・在宅の制度をフル活用してより良い褥瘡ケアを実践しよう－
　　○講　師　スリーエム　ヘルスケア　株式会社　医療用製品事業部
　　　　　（財）日本医業経営コンサルタント協会　医業経営コンサルタント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高水　勝　先生
9．NST学習会　
　日時：10月27日（月）18：00～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「慢性閉塞性肺疾患（COPD）と栄養管理」
　　○講　師	 山本内科医院　	 山本　宏樹先生

10．接遇力向上研修会（体験学習会）　
　日時：10月30日（木）13：15～16：00（時間厳守）
　　　　11月４日（火）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と折れない心」
　　○講　師	 当院接遇向上委員会委員長　	置塩　良政

11．看護研修
《衛星研修S－QUE　Eナース》
　日時：10月1日（水）17：40～18：40
　場所：集団指導室	
　　○テーマ　「生活行動回復のための看護技術」
　日時：10月15日（水）17：40～18：40
　場所：集団指導室	
　　○テーマ　「病院看護師における在宅看護支援」

　　　　２）症例検討
　　　　①『胆道・膵・脾・全身リンパ節にみられた IgG4 関連疾患の 1 例』  
 紹介医：柳瀬医院　柳瀬　茂満先生　外科　八木　康道
　　　　②『レントゲンでは正常にみえる股関節痛の要因について』 
 整形外科　坂越　大悟

　　　　日 時：11 月 11 日（火）19：00 ～ 20：15　場 所：当院 3 階　講堂
　　　　① ミニレクチャー：「ヘリコバクター・ピロリ感染症」の診断と治療 消化器内科　水野　秀城
　　　　② 症例検討　皮膚科・眼科の２例を予定しています

予 告

１．地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：10月14日（火）19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「口腔ケアについて」 歯科口腔外科　高橋　勝雄

　近年、口腔ケアを実施することで、誤嚥性肺炎の予防
効果が実証されたことに伴い、老健施設や病院内で口腔
ケアを実施する施設が増加しております。当院でも平成
23年５月より脳梗塞の患者さんを皮切りに口腔ケアを開

始いたしました。その後、肺炎やがん治療の患者さんに
も対象を拡大し、口腔ケアを実施してきております。が
ん患者を中心に、口腔ケアの目的や意義、さらに当院で
の口腔ケアの実施状況を報告いたします。
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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
　この文章を書いている今は、テニスで日本人選手の活躍が取りざたされ、列島がざわついている最中です。本格的に身体を動かそう
かと思い立ってはいるものの、なかなか思うようにはいかず…。どうやら、スポーツの秋というよりは食欲の秋の方が私の中では優先
されるようです。
　過ごしやすい季節になったとはいうものの、日本各地で集中豪雨などの異常気象で被害が出ているニュースをよく目にします。災害
の少ない富山県とはいわれますが、日頃の備えをしっかりしておくことが被害を減少させる１つの方法であると考えさせられます。
　秋の夜長。少し本を読もうかと手に取るとすぐに睡魔との格闘が始まり、あっさり負けてしまいます。こう書いていると、自身の体
たらくに呆れてしまします。生活習慣を改善し、健康を保ちたいと思う今日この頃です。

　　　　　　ふれあい地域医療センター　野開　哲司

※ 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。

医師不在のお知らせ 10 月分※外来担当日の休診のみ掲載
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　今月は“生理機能検査室”の紹介をいたします。
　生理機能検査室は、臨床検査技師10名のうち半数以上は20～30代のスタッ
フで構成されている若さあふれる係です。生理機能検査室は、心電図、呼吸機
能、脳波などの基本的な検査はもちろんのこと、最近では特にエコー検査に力
を入れており、臨床側の要望もあって、エコー検査の件数は年々増加していま
す。当検査室には、超音波検査士、血管診療技師、糖尿病療養指導士などの認
定資格を持った技師も複数在籍しており、日常検査だけにとどまらず、糖尿病
教室や心臓病教室などにおいて幅広く活躍しています。また各検査分野の専門
性をより高めるために、学会や勉強会にも積極的に参加しています。さらに心臓カテーテルや心臓リハビリテーションに
も参入しており、当院におけるチーム医療の一端を担っています。
　今後も自己研鑚に励み、検査室のレベルの底上げに努め、臨床の要望・期待に応えられる係を目指します。これからも
どうぞよろしくお願いします。

当院の“医療技術部門”の特色やスタッフを紹介いたします。

今月は　臨床検査科（パート 2）

予告 　平成26年度　地域医療連携　担当者交流会・講演会のお知らせ
　　日　時：平成26年12月5日（金）　16：00～19：00
　　場　所：富山市民病院　3階講堂
　　　●担当者交流会　16：00～17：00　　●講演会　17：30～19：00　
　　　　　テーマ　　（仮題）退院調整の実際・知識について
　　　　　講　師　　社会医療法人生長会　ベルランド総合病院
　　　　　　　　　　患者相談・地域連携部副部長　地域医療連携室室長　村上　佳代 氏


