
【A. 診療スタッフのご紹介】
　内科の腎臓・高血圧部門は、川端雅彦副
院長、能勢知可子医長、上川康貴副医長の
常勤医 3 名と白石詩織医師、救命救急セン
ター所属の小林　拓医師、内科専攻医の山
本侃暉医師の 3 名、合計 6 名の医師が担当
しています。当院は日本腎臓学会、日本透析
医学会、日本高血圧学会それぞれの教育研
修施設に認定されています。現在、先進医療
としてコレステロール塞栓症に対するアフェ
レーシス治療、臨床治験として腎性貧血の経
口治療薬（第 III 相）に参加しています。昨年
度は日本腎臓学会、日本透析医学会、日本
臨床腎移植学会などに 20 演題の学会発表、
加えて 6 本の論文（原著 3、症例報告 3）を発表しました。初期臨床研修医の教育にも意欲的に取り組んで
います。
　外来担当は、以下の表のとおりです。
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初　診 能　勢 上　川 小林／白石

再　診 川　端 上　川 能　勢 川　端 上　川

再診（一般含む） 能　勢

新緑の候、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、内科（腎・高血圧）と麻酔科です。

　再診は午前・午後の予約制です。初診の患者さんは、地域連携室を通じてのご予約をお願いいたします。

【B. 診療内容のご紹介】
　当部門では、腎疾患（糸球体腎炎、ネフローゼ症候群など）、高血圧（本態性、二次性）、膠原病（ＳＬＥ
など）、腎不全（急性、慢性）、腎移植を中心に診断、治療を行っております。加えて透析室と ICU・ECU・
HCU にて維持・急性血液浄化療法を行っており、昨年の維持透析新規導入患者数は 55 名でした。



1. 慢性腎臓病（CKD）の地域連携（図１）
　次のいずれかに該当する慢性腎臓病患者さんは、遠慮なく当科外来にご紹介下さい。

a) 蛋白尿：0.5 g/g クレアチニン（Cre）以上または２＋以上
b) 蛋白尿と血尿がともに陽性
c) 推算糸球体濾過量（eGFR）：50 mL/min/1.73 ㎡未満
　 （70 歳以上では 40 未満）

　蛋白尿は、随時尿で蛋白と Cre の定量を同時に行い、尿中
Cre 1 g当たりで定量評価します。腎機能の悪化速度が早い例、
血圧のコントロールが不良な場合には、当科で入院精査の上、
治療方針を決定いたします。安定した患者さんはかかりつけの
先生との並診を依頼させていただきます。日本の慢性腎臓病患
者数は 1,300 万人余り（成人人口の約 13%）とされ、透析療
法が必要な末期腎不全（現在 32 万人）へ至る「予備軍」です。
その管理・治療では、進行を遅らせることと心血管系合併症を
予防することが重要です。

2. 腎生検検査と腎不全教育入院
各種腎疾患の診断には、適応を考慮した上で腎生検を行っております。正確な診断に加えて、治療方針の

決定、予後の判定にきわめて有用な情報が得られます。6 日間の入院パスを活用しています。昨年の腎生検
実施件数は年間 54 件でした。

当院で腎生検により診断された疾患は IgA 腎症が最も多く、その発見契機の多くは健診や医療機関受診
時の検尿異常（尿蛋白、潜血）です。IgA 腎症は持続性の顕微鏡的血尿が必発所見ですので、検尿異常が
持続する患者さんはご相談下さい。IgA 腎症に対する扁桃摘出・ステロイドパルス併用療法も施行しています。

保存期慢性腎不全の患者さんには、6 日間の腎不全精査・教育入院を行っております。薬物療法に加え、
食事療法（低蛋白、減塩）や生活指導について看護師、腎臓病療養指導士、腎臓病薬物療法認定薬剤師、
管理栄養士が積極的に関わっています。外来では年４回の腎臓病教室（参加自由）を開催しています。

3. 腎移植
　北陸で第１号の腎移植は、昭和 50 年 2 月に当院において中村武夫、青木周一両先生らにより行なわれま
した。泌尿器科との協力により平成 29 年には過去最大数の年間 13 例の腎移植を行い、現在までの累計は
124 例となりました。当院の腎移植症例数は北陸地方のトップレベルにあり、北陸での腎移植医療において
中心的な役割を果たしています。腎移植外来では、レシピエントコーディネーター認定看護師（3 名）が移
植前後の約 100 名の通院患者さんへの生活指導・相談を行っています。
　全国的に心停止・脳死での提供ドナー数が少ないため献腎移植の症例数は減少傾向で、生体腎移植症例
が増加しています。当院でも夫婦間（現在まで 24 例）や ABO 血液型不適合（19 例）での生体腎移植、さ
らに透析導入前の腎移植（先行的腎移植：8 例）が増加しています。免疫抑制剤治療の進歩により移植後の
経過は良好で、当院の 2003 年以降の症例の 5 年腎生着率（移植 5 年後も移植腎が機能し透析療法が不
要な患者さんの割合）は 92％です。長年の透析療法を余儀なくされていた患者さんにとって、透析から解放
されるすばらしい治療であり大変喜んでいただいています。
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図１　慢性腎臓病患者の専門医との連携
（「CKD 診療ガイド 2012」より引用）



【C. 症例呈示】
　IgG4 関連疾患は血清 IgG4 高値を特徴とする全身性炎症性疾患で、腎臓は障害を受ける代表的な臓器
です。健診二次精査で偶発的に腎腫瘤を指摘され、腎生検により IgG4 関連腎臓病と診断した症例を提示
いたします。

【現病歴】60 歳代の男性で、職場の健康診断で尿潜血陽性
を指摘され、二次精査のため受診しました。血清 Cr 0.81 
mg/dL（eGFR 74 mL/min/1.73 ㎡）と腎機能は正常で、
尿検査の再検では蛋白、潜血ともに陰性でした。尿細管障
害を示す尿中β2-MG、NAG の上昇もありません。しかし、
腹部単純 CT検査で腎腫瘤が疑われたため、造影 CT検査（図
１）を行うと、両側腎に多発する造影不良域を認めました。
ガリウムシンチグラフィー（図２）では両側腎の造影不良域
に一致して集積増加がみられ、血清 IgG4 は 650 mg/dL と
高値でした。IgG4 関連腎臓病が疑われ、精査入院となりま
した。

【入院後経過】確定診断のため、経皮的腎生検を施行しまし
た（図 3）。腎組織所見では、非病変部と病変部の境界が明
瞭で、病変部では、高度のリンパ球と形質細胞の浸潤と、
浸潤細胞を取り囲む線維化を認め、bird's eye pattern と
判断しました。免疫染色では、IgG4 陽性形質細胞が 10 個
以上 / 強拡大視野みられ、IgG4 関連腎臓病と診断しました。
その他臓器病変として、両側慢性硬化性顎下腺炎を認めまし
た。腎機能障害や検尿異常はありませんが、腎組織には高
度の尿細管間質障害を認めており、不可逆的な機能障害を
防ぐため、副腎皮質ステロイド治療（プレドニゾロン 0.5 
mg/kg/ 日）を開始しました。外来では腎機能の低下はなく
経過しています。

【考察】IgG4 関連疾患は 2000 年初頭から本邦で解明が進
んだ新たな疾患概念で、診断能と認知度の上昇により報告
数が増加しています。腎病変だけではなく、自己免疫性膵
炎や Mikulicz 病、涙腺炎、後腹膜線維症、IgG4 関連肺
障害、炎症性腹部大動脈瘤など、罹患臓器は多岐にわたり、
様々な診療科で遭遇する可能性があります。ステロイド治
療が奏功しますが、IgG4 関連病変の持続は臓器の線維化
と不可逆的な機能障害を残すため、早期の発見が重要です。
原因不明の腎機能障害や検尿・画像異常、複数臓器にわた
る障害を認める症例は、当院にご紹介いただければ大変幸
いです。

（文責：川端雅彦、白石詩織）
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図1　腹部造影CT所見：
両側腎の多発性造影不良域（矢印）

図2　ガリウムシンチグラフィー：
CTの造影不良域に一致して腎に集積を認める（矢印）

図3　腎生検所見：浸潤細胞（左：PAS染色）と
それを取り囲む線維化（右：PAM染色）を認める



【B. 話題提供】
麻酔管理の基本は絶え間ない患者の看視であり、術中はパルスオキシメータ－、カプノメーター、心電図、

血圧計、体温計を使用し、酸素化、換気、循環、体温をチェックしています。これらに加え近年では様々なモ
ニターが開発されより安全な麻酔管理が可能となってきています。今回はそのうちのいくつかをご紹介します。

1．近赤外線脳酸素モニター：NIRO（浜松ホトニクス；図１）
　脳梗塞や認知障害などの周術期脳障害は入院期間、死亡率、
機能予後に大きく影響します。近赤外線分光法を用いた脳酸素
モニターは連続的かつ非侵襲的に脳内の酸素需給バランスが予
測でき、周術期脳障害の発生率が高い心臓血管手術において
脳低灌流を早期に発見し対応することが可能です。

（測定原理・方法）
　高い組織透過性のある近赤外線を組織に当てると酸化 Hb
と還元 Hb に吸収されますが、2 種類の Hb の近赤外線に対す
る吸光スペクトルが異なるためその差を利用して組織酸素飽和
度 (rSO2) を測定します。脳の rSO2 を測定するためにはモニ
ターを前額部に装着するため、パルスオキシメーターと異なり
発光部から受光部まで直線でなく、測定すべき脳組織までの間
に頭皮、頭蓋骨、髄液などの傷害物があるため計測された絶
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【A. 診療体制】
　麻酔科は、吉田部長、山田部長、荒井医長、小
宮医長、大石医長、長岡医長、長崎副医長、宇佐
美副医長、那須副医長、清水医員（産休中）、立花
医員、津田医員、河合医師がスタッフとして日々の
臨床麻酔に対応しています。現在、1 名産休中のた
め実動 12 名ですが、富山大学からの麻酔科医師
の応援を仰ぎ、また、歯科口腔外科手術症例の麻
酔管理は新潟大学歯学部歯科麻酔科からも応援を
お願いして、安全で良質な麻酔医療を提供していす。
　ペインクリニック外来は、現在火曜日と水曜日の
午前中のみとなっておりますが、昨年は初診患者さ
んのうち院外からの紹介患者さんの割合が 60％と
半数を超えました。貴重な症例をご紹介いただきました先生方にはお礼申し上げます。また、必要に応じて
皮膚科、精神科、神経内科、整形外科、脳神経外科とも連携を取って治療に当たっています。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

麻  酔  科

麻酔科スタッフ
後列左より 大石医長、立花医員、宇佐美副医長、荒井医長、那須副医長、山田部長、
 津田医員、小宮医長
前列左より 河合医師、長崎副医長、吉田部長、長岡医長、水田医員

月 火 水 木 金

ペインクリニック 吉　田 吉　田

術前外来 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

図１



対値は真の rSO2 からずれるので麻酔前との相対値が参考とされます。麻酔前から装着し術中、人工心肺中、
術後と連続的にモニタリングし、基準値から 20 ～ 30％低下すると虚血の可能性が示唆されます。

２．筋弛緩モニター：TOF-cuff（RGB；図２）
筋弛緩薬に対する感受性は個体差が大きく、年齢、麻酔

法によっても違いが認められます。筋弛緩薬を漫然と投与
することにより、過小投与では術中の体動やバッキング、
過量投与では術後再筋弛緩などの危険性があります。以前
より当院では TOF-Watch を使用していますが、術中の体
位によっては使用制限があり、また測定の安定性に問題が
ありました。新しくTOF-cuff が開発されこれらの問題に
対応できるようになりました。

（測定原理・方法）
筋弛緩薬は神経筋接合部のアセチルコリン受容体に作用しますが、神経筋接合部の反応を直接評価する

ことはできません。そのため、運動神経を電気刺激し、対応する筋肉の反応を評価することで筋弛緩状態
をモニタリングします。電極が組み込まれた血圧カフと同じ形をしたTOF-cuff を上腕あるいは下腿に巻き、
上腕では尺骨神経、下腿では後脛骨神経に電気刺激を加え、刺激された神経の支配筋の反応がカフに伝播し、
カフ内圧の変化から筋弛緩状態を演算し結果を示します。

３．血行動態モニター：EV1000 （エドワーズライフサイエンス；図３）
心拍出量や末梢血管抵抗、血管外肺水分量などの様々

な血行動態や体液量を評価するために従来は肺動脈カテー
テルを挿入していましたが、心臓内にカテーテルを入れる
ため侵襲性も高く様々なトラブルも報告されています。
EV1000 はより低侵襲に同様のパラメーターの評価が可能
な装置です。

（測定原理・方法）
① 末梢動脈圧カテーテルを留置し観血的動脈圧を測定す

ることにより得られた動脈圧の標準偏差を元に１回心拍
出量（SV）を予測し心拍出量を算出します。また SV の
変化率（SVV）を元に前負荷の不足を評価することが
できます。

② 専用の CV カテーテルを上大静脈に留置することで経時的に上大静脈酸素飽和度（ScvO2）を測定でき
ます。ScvO2 は混合静脈酸素飽和度（SvO2）と高い相関性があり酸素運搬量と消費量のバランスを評
価することができます。

③ 専用のカテーテルを大腿動脈に留置することで経肺熱希釈法を用いて肺外水分量や肺血管透過性係数を
評価することができます。肺水腫や急性呼吸窮迫症候群等の重症患者に対し適正な輸液管理をするため
の目安となります。

今後も安全な麻酔を提供できるよう精進してまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：長岡）
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図３
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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

６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

朝日に新緑が眩く、夕日に水田が煌く季節を迎え、山沿いの田んぼのあぜに密生した草を刈払機で刈り倒
すのが週末の朝夕の日課になっています。急斜面の草刈りは足腰に堪え、年々、体力の衰えを覚えています。

隣の田んぼでは、営農組合の人が自走式草刈機で悠々と涼しげに２倍のスピードで刈っていきます。自走
式の威力を目の当たりにしたその夜、家内に自走式草刈機の導入を懇願したところ、幸い快く許可が得られ
たので、ここ数日は機種選定で頭を悩ませています。　（医事課　西野）

科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内　　　科
臼田(和)医師 8日(金)、15日(金)、22日(金) 産 婦 人 科 舟本医師 8日(金)
酒井医師 14日(木)

皮 膚 科
八田医師 1日(金)、7日(木)、8日(金)

呼吸器外科
宮澤医師 13日(水)～15日(金)、18日(月)～21日(木) 石井医師 1日(金)
新納医師 15日(金) 耳 鼻

いんこう科
浦本医師 1日(金)

外　　　科 清水医師 7日(木)、21日(木) 石川医師 1日(金)

整 形 外 科
中村医師 1日(金)、4日(月)、5日(火) 歯 科

口 腔 外 科
中條歯科医師 18日(月)

丸箸医師 1日(金)、4日(月)、5日(火)、14日(木)、
15日(金)

小島歯科医師 13日(水)、14日(木)、15日(金)
眼 科 山田医師 27日(水)

連携談話会・症例検討会のご案内1

★…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。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★第112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6月７日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

★第60回 富山県立中央病院歯科口腔外科
　病診連携症例検討会
　日 時：平成30年6月８日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟3階 35会議室

★中央病院病診連携談話会
　日 時：平成30年6月11日（月）19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6月14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

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：平成30年6月21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6月22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：「2型糖尿病の成因と病態」
　問題演習：「薬剤性低血糖のメカニズムと留意点」 
　事例から学び実践へ：「糖尿病食事指導（上級編-カーボを意識して）」

★第17回 在宅緩和ケア懇話会
　日 時：平成30年6月28日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール
　内 容： ①事例報告・検討

「高齢がん患者の緩和ケア病棟レスパイト入院事例への
 関わり」

 ②意見交換・発表
「高齢がん患者・家族の意向に添った療養生活を支える

取り組み～病院や地域での取り組みについて意見交換～」
　対 象：医療・介護・福祉関係者

小児科症例検討会
　日 時：平成30年6月28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

編集後記


