
【A．診療体制】
　富山県立中央病院の整形外科は平成 30 年 3 月
現在、中村琢哉主任部長以下、丸箸兆延部長、橋
本典之部長、笹川武史医長、舩木清伸医長、上
島謙一医長、香川桂医師、村井惇朗医師の 8 人
体制で外来診療、入院診療、手術にあたっていま
す。整形外科は「骨」ばかりでなく「運動器」を主
に診察・治療を行っています。「運動器（locomotive 
organs）」とは骨格、関節、靱帯、筋肉や脊髄・
神経を含む身体の運動を行う器官を意味する用語
です。当科では多岐にわたる運動器の疾患に対し
て各々の専門性を生かし、質の高い治療を心がけ
ています。他の診療科と同様に整形外科でも専門
分化が進み、関節、スポーツ、脊椎脊髄、手の外
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薬 剤 部 の 紹 介
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整 形 外 科

整形外科スタッフ
後列左より　村井医師　舩木医長　笹川医長　香川医師　上島医長　松原看護師　　　　　
前列左より　橋本部長　丸箸部長　中林看護師　中村部長

陽春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今月の各部・各診療科の紹介は、整形外科と内科（血液)です。

　陽春の候　皆様におかれましては
益々ご健勝のこととお慶び申し上げ
ます。昨年度中は、たくさんの患者
さんをご紹介いただき大変ありがと
うございました。
　本年度 4 月からは、地域連携室は

酒井明人室長（内科部長）、山口郁子主幹以下30 名で、
入退院支援センターは岡本里美センター長（看護部長）、
四十田真理子師長以下 21 名で対応させていただくこと
となりました。地域連携室では、地域の医療機関との連
携を推進するため、紹介患者さんの予約受付、開放病床
の管理、逆紹介や在宅療養の支援、セカンドオピニオン

外来の窓口、カンファレンスの案内、広報誌の発行等を
業務内容としております。入退院支援センターでは、患
者情報の一元化と入院前からの早期対応、病床利用の
適正化、退院および転院支援など患者さんや家族が安
心して入院・退院できることを目的として取り組んでおり
ます。
　平成 30 年度の診療報酬改定ではさらなる地域連携
の推進がすすめられています。当院でも地域の先生方
およびサポートしていただく皆様と医療情報を共有し、
さらなる連携に向けて日々改善してまいりたいと考えて
おります。何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいた
します。

総合地域連携部長挨拶 診療部長・外科部長　加 治 正 英



科末梢神経など担当が細分化してきており、曜日別にそれぞれの医師が専門分野を中心に診療を行っており
ます。専門にのみとらわれないよう心掛けてはおりますが、手術を必要として受診される患者さんのご負担
を軽減するため、紹介の際にはできるだけ各専門分野の医師の初診日に地域連携室を通してご予約いただ
ければ幸いです。
　以下に各医師の専門分野を紹介します。

【B．診療内容】
　富山市内の整形外科医を主とした、運動器疾患を扱う先生方との勉強会などを開催するなど、紹介先の
先生方との顔の見える関係を大切にし、手術症例や治療にお困りの症例などを気軽にご紹介いただけますよ
うに連携しております。外来診療のほか、外傷などによる急患対応も行いながら年間約1300 件の手術を行っ
ています。そのかなでも、高齢者の大腿骨近位部骨折は近年増加傾向にあり、平成 29 年の大腿骨近位部
骨折に対する手術が 178 件でした。そのうち、転位してしまった高齢者の大腿骨頸部骨折に対しては人工
骨頭挿入術が適応となり
58 件行われていますが、
早期のADL 回復を目指し
てリハビリを行う上で、
我々が行っている手術の
工夫について紹介します。

【C．人工骨頭挿入術における工夫】
　人工骨頭挿入術において股関節の後方から大殿筋を割いて進入する後方アプローチは最も簡便ですが、
最大の弱点の一つとして術後の後方脱臼があります。高齢大腿骨頸部骨折患者は認知症や術後せん妄を合
併している場合では股関節を内側に捻る脱臼肢位への理解力不足もあり脱臼リスクが増大する要因と考えら
れています。しかしながら、術後の脱臼を予防するために外転枕による外固定（両下肢を広げた状態にしてお
く）をおこなうことはリハビリテーションの遅れにつながり、静脈血栓塞栓症の発症リスクも増大させる可
能性があります。従来の後方アプローチでは、短外旋筋群（梨状筋と、上双子筋、内閉鎖筋、下双子筋から
なる共同腱、外閉鎖筋）を切離して手術を行っていましたが、現在我々は、術後脱臼を減少させる目的で、
脱臼に抵抗する壁となる短外旋筋群およびその下の関節包を温存する方法で人工骨頭挿入術を行っています。

−２− −５−

術前 術後

関節（主に股関節疾患）：　 中村琢哉、上島謙一
関節 ･スポーツ（主に肩関節、膝関節、スポーツ障害）：　 丸箸兆延、上島謙一
脊椎 ･ 脊髄：　 笹川武史
手外科末梢神経関節（主に手関節や肘関節）：　 橋本典之
外傷　：　 舩木清伸、香川桂、村井惇朗

月 火 水 木 金

１診（初診） 橋本（手） 上島（関節） 笹川（脊椎） 中村（関節） 丸箸（関節スポーツ）

２診（初診） 中村（関節） 笹川（脊椎） 丸箸（関節スポーツ） 上島（関節） 橋本（手）

３診（再診） 舩木 中村 村井 橋本 舩木

５診（再診） 香川 丸箸 舩木
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　手術の際は梨状筋から共同腱までを温存し、大腿方形
筋近位側とその深層にある外閉鎖筋、関節包とを一塊に
して大転子側付着部で L 字型に切離反転します。

　大腿骨頭を抜去した後に、短
外旋筋共同腱を損傷しないよう
注意しながらインプラントを挿入
します。

 　術後は、翌日より荷重制限無しで歩行練習を開始し、筋力訓練、可動域訓練も疼痛自制内において随時
行っていきます。外転枕などの股関節の外固定は認知症例においても行っておりません。これまで 100 例
以上行っておりますが脱臼例もなく、従来の方法よりも良好な経過をたどっています。　　　
　以上、当科で行っている人工骨頭挿入術における脱臼予防の工夫を紹介いたしました。
いつも多くの貴重な症例をご紹介いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：上島）

　人工骨頭整復後は骨頭の下縁がわずかに見え
る程度まで温存した短外旋筋群でおおわれて
います。

　インプラント設置後は、外閉鎖筋、大腿方
形筋と関節包を一塊にして修復することで、脱
臼制動効果を高めます。



【A．診療体制】
　本年 3 月末に吉田晶代が退職、4 月から山田真也が着
任し、現在当科は奥村廣和、望月果奈子、丸山裕之、高
橋稚奈、山田真也の 5 名と研修医で診療を行っています

（写真 1）。外来診療は表のように担当しています。初診
日は火曜日と、第 1・3・5 水曜日ですが、それ以外の曜
日でも対応しています。急ぎの場合はご連絡ください。

　昨年（平成 29 年）の 1 年間、当科に 283 人の患者さんをご紹介いただきました。最近 1 年間に新たに
診断された患者さんは、血液腫瘍では悪性リンパ腫 60 例、急性白血病 16 例、多発性骨髄腫 10 例を含む
血液悪性腫瘍約 100 例、血液悪性腫瘍以外で入院され治療を開始した疾患の主なものは、特発性血小板
減少性紫斑病が 7 例、再生不良性貧血 4 例となっています。

　入院患者さんの病状や治療方針は、週 1 回のカンファレンスで確認・検討しています。また、毎週木曜日
の 15 時から医師、病棟師長、病棟薬剤師で病棟回診を行っています。造血幹細胞移植が予定された患者
さんについては、医師、看護師、薬剤師、検査技師、栄養士が参加した移植カンファレンスを行っています。
これらを通じてスタッフ間で患者さんの疾患、治療や全身状態、社会背景に関する情報を共有しています。

【B．新しくなった無菌室】
　血液内科の病棟である 8 階南病棟には、通常の個室・大
部屋の他、造血幹細胞移植を受ける患者さんや、好中球減少
が続く患者さんのための無菌室が 18 床（個室 10 室、4 人
部屋 2 室）設置されています。これまで ISO クラス 6 が 2 床、
ISO クラス 7 が 16 床となっていましたが、今年 3 月に ISO
クラス 7 の個室無菌室 4 室を、ISO クラス 6 に対応できるよ
う改修を行い、治療中の感染対策を強化しました（写真 2）。
より安全に移植や化学療法が行えるよう努力しています。

【C．迅速なさい帯血移植を行い寛解となった白血病】
　40 代男性、発熱あり、紹介元の医療機関で白血球増加と芽球の出現を指摘され、当科に紹介されました。
骨髄中の細胞の 93.6% を白血病細胞が占め、急性骨髄性白血病と診断しました。ダウノマイシン・キロサイ
ドを用いた化学療法に対する反応は非常に悪く、既存の抗腫瘍剤では白血病は治癒しないと予想されまし
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写真 2　改修した無菌室

月 火 水 木 金

初　診 奥　村 望月（第1,3,5週）

再　診 丸　山 高　橋 奥　村 丸　山 奥　村看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（血液 )

写真 1　当科診療体制（2018 年 3月現在）
後列左より　丸山裕之副医長、山田真也医師
前列左より　高橋稚奈医師、筆者（望月）、奥村廣和部長



−５−

連携談話会・症例検討会のご案内1

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★第111回 富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：平成30年5月10日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成30年5月10日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室

★中央病院病診連携談話会
　日 時：平成30年5月14日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：平成30年5月17日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成30年5月18日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟３階 35会議室
　講 義：「糖尿病の診断と関連する検査」
　問題演習：「在宅自己注射指導・管理のための必要事項」
　事例から学び実践へ：

「糖尿病食事指導（基礎編-食品交換表）」

た。この患者さんには移植細胞がすみやかに入手可能なさい帯血移植を行いました。当科初診日から70 日
後にさい帯血移植を行い、大きな合併症をおこされることなく白血病は寛解となり、移植から 82 日後、当
科初診日から152 日後に退院されました。移植までの日数をできる限り短くすることで、臓器合併症を防ぎ
退院につながったと考えられます。
　化学療法が発達した現在においても、難治性の造血器疾患に対する同種造血幹細胞移植は、治癒を目指
せる「最後の砦」であることにはかわりありません。
当院は日本骨髄バンク、さい帯血バンクの移植認定施設となっており、適応のある場合は造血幹細胞移植
を積極的に行っています。通常の治療では治癒が困難な患者さんを他院血液内科からも受け入れています。

【Ｄ．新しい薬・新しい治療】
　血液疾患に対する治療はどんどん新しいものが出てきています。
　血液悪性腫瘍では、再発・難治性の末梢性 T 細胞性リンパ腫に対して、プリンヌクレオシドホスホリラー
ゼ阻害剤のムンデシン ®、葉酸類似体であるジフォルタ ® が発売となりました。ムンデシン ® は、リンパ球
増殖に必須であるヌクレオチド合成経路に関与する酵素を阻害し腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
ジフォルタ ® は葉酸代謝を抑制し、核酸合成に必要な因子の生成を抑制します。
　多発性骨髄腫はここ数年新規薬剤の発売が続いていますが、抗 CD38 モノクローナル抗体であるダラザ
レックス ® が発売されました。これまでの骨髄腫の治療を大きく変えうる薬剤であり、患者さんに大きな希
望をもたらしています。
　他の癌腫でも話題の免疫チェックポイント阻害薬は、血液領域では再発・難治性のホジキンリンパ腫に対
して使用が認められています。これまではオプジーボ ® のみでしたが、キイトルーダ ® も使えるようになりま
した。
　2000 年に分子標的治療薬の先駆けとして登場した抗 CD20 モノクローナル抗体リツキサン ® は、特発
性血小板減少性紫斑病（ITP）に、また ITP の治療薬として登場したトロンボポエチン受容体作動薬レボレー
ド ® は、再生不良性貧血に投与できるようになりました。
　当科ではこれらの治療が可能な体制をいち早く整え、患者さんの受け入れを行っています。
　
　移植や化学療法の進歩により、血液疾患に対する治療の選択肢はふえてきています。患者さんの希望や
社会背景を大切にしながら、安全に治療をすすめていきたいと思います。 （文責：望月）
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　http://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076−424−1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076−424−1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない
場合は下記までご連絡下さい。

富山県立中央病院　地域連携室
　代表電話　076（424）1531／内線3177
　予約専用　076（491）7160
　Ｆ　Ａ　Ｘ　076（491）7109

５月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。
（不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。）

2
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内　　　科

臼田(和)医師 11日(金)
外　　　科

清水医師 31日(木)
彼谷医師 31日(木) 前田医師 16日(水) 、18日(金)

松田(耕)医師 10日(木) 、11日(金) 松井医師 16日(水) 、18日(金)
近田医師 11日(金) 、14日(月)

整 形 外 科 中村医師 24日(木) 、25日(金)、
30日(水) 、31日(木)正木医師 23日(水) 

呼吸器外科

宮澤医師 16日(水) ～18日(金)、
23日(水) ～25日(金) 産 婦 人 科

舟本医師 10日(木) 、11日(金)
谷村医師 11日(金)

伊藤医師 18日(金) 、
23日(水) ～25日(金)

皮  膚  科 八田医師 31日(木)
眼 科 山田医師   9日(水)午後、30日(水)

新納医師 18日(金) 、25日(金) 耳 鼻
いんこう科

浦本医師 30日(水)、31日(木)
石川医師 11日(金)、31日(木)

紹介患者さんの電話予約受付について3
　地域の先生方には、日頃より当院との連携に多大なご協力
を賜り厚くお礼申し上げます。また、多くの患者さんをご紹介
いただき深く感謝申し上げます。
　さて、当院では、地域の先生方との連携を更に深めるため、
4月から平日の紹介患者さんの電話予約受付時間を１時間延
長し、18 時までとします。
　先生方からのご予約をお待ちしておりますので、よろしくお
願い申し上げます。

● 受付時間 平日（月～金） 8時30分～18時
  土曜日 8時30分～12時30分

（但し、祝日、年末年始（12/29 ～1/3）は除きます。）

● 電話番号　076-491-7160（予約受付専用）
なお、診療工房によるオンライン予約は、年間を通じて
24時間受け付けております。

★第96回 漢方症例検討会
　日 時：平成30年5月18日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟1階 11会議室

★富山県立中央病院がんセンター部キャンサーボード
　日 時：平成30年5月21日（月）18時30分から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

小児科症例検討会
　日 時：平成30年5月24日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室

★…医療機関スタッフの方々の公開学習の場と
　　しています。お気軽にご参加ください。

編集後記

季節は足早に移り変わり、春本番。
松川べりの満開の桜はいつの間にか葉桜となりま

したが、チューリップが色鮮やかに咲き誇り、スー
パーの店先にはタケノコや山菜が顔を出しています。

地域連携室には新メンバーを迎え、慌ただしい中
にもほどよい緊張感と期待感が漂いスタッフ一同張
り切っています。より一層の円滑な地域連携に取り
組みたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。 （地域連携室　山口）


