
【B. 診療内容のご紹介】
　HIV の患者さんや新型インフルエンザ、デング熱、マラリアなど特殊な感
染症疑いの患者さんが対象です。また、院内外からの職員の針刺し事故の対
応も行っています。第１種感染症指定医療機関でもあり、特殊感染症チーム
を結成して、エボラ出血熱にも対応可能となりました。

【C. 海外研修報告】
　今回、厚生労働省主催の一類感染症海外研修でマダガスカル
に行ってきましたので、その報告をしたいと思います。3/19 から
3/25 まで行ってきました。まず 1日目は保健省を訪問し、保健
大臣とお会いしました（写真 2）。ペスト対策も含め、日本の協力
を要望していました。
　午後からはペスト専門治療機関（CHAPA）を訪問しましたが、
ここでは昨年 12 月以降、患者はいないようでした（写真 3）。マ
ダガスカルの医療事情によるものか、レントゲン撮影の設備もな
く、肝機能や腎機能は検査できず、血痰の有無のみで肺ペスト
かどうか診断するようでした。酸素の設備もなく、呼吸状態が悪
くなっても対応ができないようでした。ペストの診断自体はパスツール研究所作成の迅速診断検査によって行い、また
血液培養、PCR 検査などパスツール研究所に送って行っているようでした。昨年のアウトブレイクでは死亡者は 3 人、
また医師が 1人、マスクをしていなかったため曝露し感染したようです。防護用具は十分でなく、手袋なども患者 1人

【A. 診療スタッフのご紹介】
　内科（感染症）のスタッフは彼谷裕康部長 1 名ですが、HIV 診療の際は城
戸看護師（写真 1）、院内感染対策に関係した場合は、感染管理認定看護師
の清水看護師と平坂看護師がサポートしてくれる体制となっています。外来診
療は月曜日と木曜日の午前 11 時からとなっています。また、麻しんや、水痘、
結核にも対応できるように陰圧の待合付きの診察室となります。（外来表参照）
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初夏の候、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（感染症）と内科（消化器）です。

写真 1 内科（感染症）スタッフ
後　城戸看護師
前　彼谷裕康部長

写真 2

月 火 水 木 金

初　診 彼　谷 彼　谷

再　診 彼　谷 彼　谷



1 人で付け替える余裕は無いようでした。抗菌薬治療はナショナルプロトコー
ルに従って、ストレプトマイシンを 3 時間ごとに行っているようでしたが、教科
書的には 1日 2 回となっているのと異なっていました。1日量が少し少なくな
り血中濃度も十分に上がらない可能性も考えられました。雰囲気は日本の結核
療養所を彷彿とさせるものでした。
　2 日目は保健省の公衆衛生研究所に行きました。昨年のアウトブレイクでは
2,500 人が感染し、200 人が死亡したようです。接触者 7,289 人に ST 合剤
を無料で配布したようです。また、2015 年からはサーベイランスのために全国
の病院や保健センターにタブレット端末を配布し、登録システムを構築したよ

うです（ただし、田舎の保健センターではまだ配布されていないところもあるようでした）。

　その後はアポイントなしでしたが、近くの大学病院の見学をさせてもらいました。ここでは CHAPA と異なり、酸素
や人工呼吸器の設備もあり、また、治療に関してはナショナルプロトコールは使用せず、独自の方法で治療を行ってい
たようです。曝露者には ST 合剤は使用せず、レボフロキサシンなどを使用したようです。患者が発生したら、喀痰、
リンパ節、血液培養などはすべての患者で行い、データの蓄積も行っているようでした。昨年のアウトブレイク時には
約 300 人の患者を診療したようです。死亡者はなかったとのことでした。担当の感染症科医師によると街の薬局に ST
合剤が売っているため、勝手に購入し予防として内服している人が多くいたため、ペストは典型的な症状を呈さず、潜
伏期間も長くなり診断が困難だったということでした。日本の病院と同程度の治療ができる病院のようでした。
　午後からはパスツール研究所に行きました。Dr. Andre Spiegel が説明をしてくれました。ここでは検査だけのクリ
ニックやワクチン外来も併設されていました。野犬に噛まれたときの狂犬病ワクチンをここで無料でやってくれるようで
す。ペストに関しては全国からペストの検体が集まり、抗原検査や PCR も行っているようです。迅速検査は感度 100%
のようですが、市販されておらず、WHO を介さないと手に入らないようです。また、ペ
スト流行地と非流行地のマウスを飼育して、再度ペストに感染させる実験を行っているよ
うです。ここでは Yersinia pestis の生のコロニーも見せてもらいました（写真 4）。
　3 日目は Itasy 地域圏の保健センター DRSP を見学しました。アンタナナリブから車
で 3 時間のところで、昨年のアウトブレイク時には肺ペストは 45 人、死亡が 17人で、こ
この施設自体では 25 人が肺ペストに感染したということでした。田舎では薬草などを
用いた民間療法が盛んで死亡後に診断された例もあるようでした。野焼きや死体を 3 年
ごとに取り出して布を巻きなおす風習などにより、感染を拡げた原因になっている可能性
もあるようでした。患者が発生したら、担当者が患者宅まで行き、消毒や曝露者の予防
投薬も行い、日本の保健所とクリニックを合わせたような業務を行っていました。またこ
の施設ではエコー装置など最新の設備もあるようでした。腺ペストが治癒した少年の自
宅まで行きましたが、この少年は田んぼのねずみを殺した翌日から鼠径部のリンパ節が
晴れてきて、熱も出だしたということでした（写真 5）。リンパ節は急に 5ｃｍぐらいに腫
大したようですが、腺ペストの潜伏期としては早すぎるので、原因は別だろうと保健セン
ターの医師は話していました。
　マダガスカルでは腺ペストは昔からある風土病であり、住民自身がよく知っているので
症状が出てきたらすぐわかるようですが、肺ペストは稀であり、このため診断が遅れ、今
回のアウトブレイクにつながったようです。また、タクシーブルースというマダガスカルで
はよくつかわれるバスには定員オーバーして乗り込んでいる様子もあちこちで見られ、そのバスに肺ペストだった最初
の患者が乗り込んだため、感染拡大したということでした。医療事情が悪いなりに隔離と徹底した接触者の予防投与
にて、アウトブレイクを終息させたところは日本も見習うべきと考えられました。特にバイオテロの場合には役立つ方法
と思われました。ただ、先進国ではもっと死亡率が低くなることが予想され、さらに先進国のような衛生事情であれば、
そもそもペスト自体発生しない可能性も考えられました。
　今回の研修を通して、隔離、予防可能な病気であれば接触者の予防投与という基本的なことが重要であることを改
めて認識し、先進国との医療事情の違いも学ぶことができ非常に有意義な 1 週間でした。

（文責：彼谷）
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【A. 診療体制】
　内科消化器部門は、酒井明人部長、松田充部長、松
田耕一郎部長、小川浩平部長（外来化学療法科）、在原
文教医長、矢野正明医長、水上敦喜副医長、木田明彦
副医長の常勤医 8 名と松尾俊紀、木戸秀典の後期研修
医 2 名の計 10 名の医師で外来・入院診療および消化
器検査・治療を担当しております。当院は日本肝臓学会
認定施設、日本消化器病学会認定施設、日本消化器内
視鏡学会指導施設、日本カプセル内視鏡学会指導施設
に認定されています。日頃の診療のみならず研修医の教
育にも意欲的に取り組んでいます。また市立砺波総合病
院と共に富山県の肝疾患診療連携拠点病院にも指定さ
れており県全体の肝炎対策・診療連携・研修会等のサポー
トにかかわっています。
　現在の外来担当は、以下の表のとおりです。

【B. 診療内容のご紹介】
　消化器内科では、上記スタッフ（日本消化器病学会専門医および日本消化器内視鏡学会専門医 7 名、日本肝臓学会専
門医 4 名）にて消化管・肝胆膵疾患全般にわたり常に最新の診療を行うことを心がけています。特に、消化器癌の診断・
治療と炎症性腸疾患やウイルス性肝疾患など難治性消化器疾患の診断・治療に力を入れると同時に、術後症例の総胆管
結石採石など内視鏡の難しい一般疾患の治療にも工夫を重ねています。
　肝臓病領域に関しては、飲み薬だけで治ると言われる、C 型肝炎のインターフェロンフリー治療を 200 例以上行ってい
ます。肝細胞癌に対するラジオ波焼灼術は放射線科と共同して CT ガイド下で確実に施行しており、局所治療の適応を越
えた症例には化学療法、分子標的薬治療も多数行っています。
　消化管領域に関しては先端医療棟開設に伴い、内視鏡部門がさらに充実されました。十分なスペースのもと、拡大内視
鏡や特殊光内視鏡（NBI 検査）による癌の精密診断を積極的に行っています。また、ダブルバルーン小腸内視鏡ならびに
カプセル内視鏡を取り入れており全消化管の観察と内視鏡治療ができる体制となっています。食道、胃、大腸の早期癌に
対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）は累計 3,000 例以上となり全国でも上位の治療件数です。
　胆膵疾患領域では、超音波内視鏡下穿刺細胞診（EUS-FNA）を積極的に施行し、従来組織診断が困難であった膵癌、
胆嚢・胆管癌などに治療前診断を行っています。総胆管結石除去術、悪性胆道狭窄へのステント挿入術なども多数行って
おり、さらにダブルバルーン小腸内視鏡を用いた、胃十二指腸や膵胆管の手術後症例への膵胆管検査・治療では全県下の
病院より紹介をいただいています。
　消化器癌の化学療法は、がん薬物療法専門医を中心に新しくなった通院治療室で外来化学療法を行っています。新規
薬剤が増え、毎年更新されるガイドラインに準拠し治療法の選択を行っています。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（消化器）

内科（消化器）スタッフ
後列左より 木戸後期研修医、木田副医長、水上副医長、杉森初期研修医、西田初期

研修医、宮初期研修医、松尾後期研修医
前列左より 矢野医長、小川部長、松田耕部長、酒井部長、松田充部長、在原医長

月 火 水 木 金

初診 在　原 矢　野 酒　井 松田（充） 松田（耕）

初診 小　川

再診 10 水　上 在　原 松田（耕） 松田（耕） 水　上

再診 11 松田（充） 酒　井 松田（充） 酒　井 在　原

再診 12 矢　野 小　川 小　川 小　川 矢　野



　この他、患者さんやご家族に病気に対する正確な知識と理解を得る目的に肝臓病教室を年４回、炎症性腸疾患教室を
年２回定期的に開催しています。最新治療の情報も提供しており、治療を迷う患者さんが教室出席をきっかけに前向きに
なることもありますので是非ご紹介ください。

（文責：酒井）
【Ｃ．症例提示】
【症例】60 歳台、男性。
【主訴】食道の精査目的。
【既往歴】40 歳台、肺癌にて右肺全摘術および縦隔放射線照射。
【嗜好歴】飲酒歴；焼酎 3 合 / 日（フラッシャー）、喫煙歴；20 〜 43 歳まで、2 箱 / 日。

【現病歴】検診の上部消化管内視鏡検査（EGD）にて食道に発赤調、易出血性の部位を認め当科紹介となった．当科に
て EGD を再検すると切歯 20 〜25cm の胸部上部食道に亜全周性の 0-IIb 型の平坦病変を認め（Figure 1- 左）、生
検にて扁平上皮癌と診断した。ESD の適応と考えられたが、亜全周性病変であり ESD 後の狭窄が危惧された。しかし、
右肺全摘術および縦隔放射線照射の既往から外科手術および放射線化学療法は困難と考えられたため、狭窄予防に
関するインフォームドコンセントのうえ ESD の方針とした。

【治療経過】
　入院後、病変の口側、肛門側にマージンを取って円筒状に ESD を行った（Figure 1- 右、Figure 2- 左）。病理学的
には 61× 44mm の扁平上皮癌で、深達度も粘膜固有層に留まり治癒切除であった。狭窄予防として ESD 直後にトリ
アムシノロン 100mg を潰瘍底に均等に注入し（Figure 2- 右）、ESD 後 3 日目からプレドニゾロン 30mg の内服を開
始し、約 12 週間で漸減終了した。その後、ESD から約 2ヶ月の時点で狭窄による食事摂取困難が出現したため、2
〜 3 週間隔で内視鏡的バルーン拡張術を計 6 回施行し、現在経過良好である。

【食道 ESD 後の狭窄予防】
　食道癌に対する ESD は手技的難易度が高いものの、2008 年の保険収載から10 年が経過し、全国的に広く普及した。
さらに、現行の食道癌診療ガイドラインでは、ESD の適応に関し周在性による制約は撤廃され、切除範囲が 3/4 周以
上に及ぶ場合は狭窄予防として、予防的バルーン拡張、ステロイド局注、ステロイド内服のいずれかを行うことが強く
推奨されるに至った。
　当科でも 2012 年 10 月から 2018 年 3 月までの間に ESD を行った食道癌 152 例のうち、ESD 後潰瘍の周在性が
3/4 周となった 28 例に狭窄予防を行った。予防法の内訳は、ステロイド局注が 20 例、ステロイド内服が 4 例、両者
併用が 4 例であった。結果に関しては、食事摂取不能となってバルーン拡張術を必要としたのは症例提示の 1 例のみで
あり、残る 27 例は全例食事摂取が可能であった。狭窄予防に伴う合併症に関しては、ステロイド局注例では認めず、
ステロイド内服例においてサイトメガロウイルス感染症を1 例に認めた。
　食道癌も早期発見できれば、周在性に関わらず ESD による低侵襲治療が可能です。ESD に関しては本日ご紹介し
た食道のみならず、胃、十二指腸、大腸に於いて 3,000 件を超える治療実績がありますので、今後とも宜しくお願い
申し上げます。

（文責：松田充）
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　この度、当院でも今年度より経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (Transcatheter Aortic Valve Implantation: 
TAVI) を導入する見通しとなりましたのでご案内申し上げます。TAVI は重症大動脈弁狭窄症に対する新たな治療法で、
従来の外科的人工弁置換術（Surgical Aortic Valve Replacement: SAVR）と対比する意味で経カテーテル的大動
脈弁置換術（Transcatheter Aortic Valve Replacement: TAVR）とも呼ばれます。

　ご存知の通り大動脈弁狭窄症とは心臓弁膜症の一つで、大動脈弁が加齢に伴う変性、硬化により狭窄し、心臓か
らの血液の駆出を妨げてしまう疾患です。これが徐々に進行すると胸痛、息切れ、失神などの症状が出現し、症状出
現から数年で死に到るとされています。従来、外科的人工弁置換術（SAVR）が唯一の延命効果のある治療とされて
いましたが、この病気は高齢者に多く、年齢や合併症などのために手術を断念せざるを得ない患者さんが少なくあり
ませんでした。TAVI はこのような患者さんでも治療が可能となるよう、胸を開くことなく大動脈弁を治療する新しい
低侵襲治療法として研究、開発されました。

　TAVI は図に示すような金属ステントとウシ心膜人工弁を組
み合わせた TAVI 弁を、カテーテルを用いて大腿動脈から、
あるいは小開胸創にて露出された心尖部から、既存の大動
脈弁の内側に埋め込むものです。この方法であれば従来の
SAVR のような大きな開胸や人工心肺装置は不要であり、ご
高齢の方でも充分耐術可能な低侵襲治療です。治療の詳細
につきましては当院ホームページ内、内科（循環器）または
心臓血管外科の診療案内をご参照ください。

　TAVI は、これまで手術は困難とされた重症大動脈狭窄症
の方々にとって大いなる福音と言えます。大動脈弁狭窄症と
診断された方はもちろん、心雑音から何らかの弁膜症が疑わ
れる方でも構いませんので、当院内科（循環器）または心臓血管外科外来までご相談ください。当院ハートチーム〔内
科（循環器）と心臓血管外科を中心とした多職種が参加する循環器診療チーム〕にて精査、加療にあたらせていただ
きます。ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。

富山県立中央病院　ハートチーム
臼田和生　上田哲之

経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (TAVI) 導入のご案内
～重症大動脈弁狭窄症の新しい治療～

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113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7月5日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

★中央病院病診連携談話会
　日 時：平成30年7月9日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール
　　※８月はお休みです。

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成30年7月12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7月19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

★第97回　漢方症例検討会
　日 時：平成30年7月20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

小児科症例検討会
　日 時：平成30年7月26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7月27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： 「最新の糖尿病治療薬総論」
　問題演習：「糖尿病関連の血液・尿検査の見方」
　事例から学び実践へ：「糖尿病合併症を有する患者への運動療法」
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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

山や街の木々も日に日に緑が色濃くなり、春から初夏へと移りゆく季節を目で見て楽しんでいます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日、日本医療機能評価機構の訪問受審支援を受けました。第三者からの意見を参考に、今後一
層地域連携推進に取り組み本審査に臨みたいと思っています。

地域連携室　福澤

7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。）

3
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内　　　科
臼田医師 12日(木)、13日（金） 脳神経外科 佐藤医師 30日（月）

音羽医師 11日(水) 

整 形 外 科

中村医師 27日(金)

呼吸器外科
宮澤医師 2日(月） 舩木医師 23日(月) 、27日(金) 

伊藤医師 30日(月）、31日(火) 上島医師 24日(火)

心臓血管外科 上田医師 23日(月)
産 婦 人 科

舟本医師 6日(金) 

外 科

清水医師 9日(月)、12日（木）P.M、26日(木) 谷村医師 9日(月)～13日(金)

加治医師 27日(金) 眼 科 山田医師 27日(金)、30日(月)、31日(火) 

柄田医師 4日(水)、6日(金) 放射線診断科 齊籐医師 12日(木)

天谷医師 11日（水）
皮 膚 科

八田医師 6日(金) 、10日（火）～13日（金）

林医師 12日（木）P.M 石井医師 6日(金) 

編集後記

心臓病教室のご案内2
　心臓リハビリテーションチームでは、心臓病に関する正しい知識や食事療法、運動療法の理解を深める目的で下記
の通り心臓病教室を開催いたします。つきましては、かかりつけ医の先生に、通院されている患者さん・ご家族にお知
らせいただければ幸いに存じます。

1．日　時：平成 30 年 7 月 11日（水） 14 時〜16 時
2．場　所：富山県立中央病院 ５階ホール
3．内　容：  ⑴ 心臓弁膜症について …循環器内科医師

　　　　　　⑵ 軽運動	 …理学療法士
　　　　　　⑶ 心臓病の食事について Part-1	 …管理栄養士
　　　　　　⑷ 情報交換会	 …循環器内科医師、心臓血管外科医師、
  　看護師、管理栄養士、薬剤師、
  　理学療法士　他

4．申し込み方法：富山県立中央病院　地域連携室まで
 患者さんの氏名、中央病院の診察券番号をお知らせ下さい。
 ＊心臓病教室に関する詳細は、７階南病棟師長　飛世までご連絡ください。


