
【A. 診療スタッフのご紹介】
　呼吸器内科は現在、谷口部長、鈴木医長、
正木医長、津田副医長の4人に研修医が加わ
り、外来診療及び入院診療を担当しています。
　外来診療は、下の表のように行っております。
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（呼吸器）

内科（呼吸器）スタッフ
後列左より　津田副医長、正木医長、鈴木医長
前列左より　谷研修医、谷口部長、國香看護師

月 火 水 木 金

初　診 谷 口 （第2・4週） 鈴　木 谷　口

再診7 正　木 谷　口 正　木 谷　口 鈴　木

再診 8
午前 鈴　木

津　田
午後 津　田

残暑の候、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（呼吸器）と放射線診断科です。

　呼吸器内科の患者さんは中央病棟 A 9 階南と中央病棟 A４階南に入院
していただいております。9 階南病棟では、25床の一般病棟と16床の結
核病棟を担当しています。結核病床は、喀痰抗酸菌塗沫陽性者の入院する
4床の隔離病棟と、喀痰抗酸菌塗沫陰性者の方が入院する準隔離病棟8床
に分かれています。また、4階南病棟では5床の一般病床を担当しています。

【B. 診療内容】
　肺癌、悪性中皮腫などの悪性疾患、肺結核、肺炎などの感染症、間質性肺炎などのびまん性肺疾患、気
管支喘息などのアレルギー疾患など様々な呼吸器疾患を診療しております。



【C. 話題】
　今回は、近年進歩してきている難治性気管支喘息の治療のうち、
抗 IL-5 抗体療法について、ご紹介させていただきます。
　高用量吸入ステロイド薬に、長時間作用性β2刺激薬、ロイコト
リエン受容体拮抗薬などを投与してもなおコントロールのつかない
喘息患者が存在しており、気管支喘息のガイドラインでは難治性喘
息とされています。近年は、気管支喘息が単一の病態の疾患ではな
く、複数の病態を持つ疾患群（いわゆる症候群）であると考えられ
るようになってきており、治療もそれぞれの病態に特異的な薬剤で
個別化治療や精密治療を行う、といった考え方がなされるようになってきました。難治性喘息も、その病態
別に分類して治療を考えられるようになってきており、今回の抗 IL-5 抗体療法は、難治性の好酸球性喘息に
対する治療法です。

　好酸球性喘息は、すなわち好酸球が病態に大きく
関与している群です。好酸球産生の特異的な因子が
IL-5であり、血中・組織中の好酸球の増殖・分化を
支持するとともに、その生存を維持し、遊走因子と
しても作用します。2016 年に発売されたメポリズ
マブ（ヌーカラ ®）は、この IL-5に特異的に結合す
るヒト化モノクローナル抗体で、好酸球が難治化の
原因と考えられる難治性喘息症例（喀痰好酸球比率
3％以上、もしくは血中好酸球数300/μL 以上、も
しくは呼気NO 50ppb以上、の条件を満たした例）
に投与した結果、血中好酸球の減少を認め、喘息
増悪のリスクが半減しました。実臨床でも、血中好

酸球数などをもとに好酸球性喘息であると推測された難治例に対して投与を行っておりますが、劇的な効果
が得られる症例もありますし、連日ステロイドの内服を要した症例でステロイドが不要になったりする例もあ
り、症例を選べばかなり有用である印象です。2018 年には、ベンラリズマブ（ファセンラ ®）という、好酸
球表面に発現している IL-5 受容体αに対するヒト化モノクローナル抗体が発売になりました。この薬剤は、
メポリズマブより更に強い好酸球減少効果を呈し、好酸
球性喘息に対して強い効果が期待できます。
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 喘息における好酸球の関与

メポリズマブ（ヌーカラ ®）の作用機序 ベンラリズマブ（ファセンラ ®）の作用機序



　この2剤は、強い効果があるにも関わらず、副作用がほとんど無いという特徴があって、医学的には使い
やすい薬剤です。しかし、薬価が非常に高いのは問題で、メポリズマブは月1回の投与で1回1バイアル
175,684 円、ファセンラは最初 3 回は月1回の投与でその後は 2か月に1回の投与となり1回1筒
351,535円です。保険が 3割負担では、なかなか支払いのできない高額であり、高額療養費制度を用いて
も負担額が多いですので、誰にでも投与ができるわけではありません。ただ、患者さんが付加給付制度に加
入している企業に勤務している場合はなんとかなりますし、特定疾患を持っておられる場合はそれを利用した
りすることもあります。早く薬価が下がり、重症な好酸球性喘息の方なら誰にでも投与可能になればよいの
ですが。
　以前本誌で紹介させていただいた抗 IgE 抗体療法、気管支サーモプラスティといった難治性喘息の治療に
加え、今回の抗 IL-5 抗体療法が使用できるようになり、ここ6年ほどの間に、難治性気管支喘息の治療が
ずいぶん進歩しました。また、まもなく抗 TSLP 抗体療法というさらに強力な治療が現れるようですし、ま
すます進歩していくようです。

【D. 最後に】
　日頃、先生方には多くの患者さんのご紹介をいただき、ありがとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたします。
　また、月1回、第 3木曜日（変更になることもあります）午後7時
より当院中央病棟 B会議室に於いて、当院呼吸器内科・呼吸器外科・
放射線科の医師、他病院の先生方、開業医の先生方など、多数の方々
に集まっていただき、胸部レントゲンカンファレンスを行っております。
どなたにでも自由に参加していただきたい会ですので、ご連絡いただ
ければ、毎月案内状を送付させていただきます。どうぞ、ご参加下さい。

（文責：谷口浩和）
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【B. 高額医療機器の共同利用の現状】
平成29年度は以下の表の如くの結果でした。

少しずつご紹介頂いている患者さんの数が増加しており、感謝致
しています。CT、MRI 検査での共同利用率は、最終的には全検査
数の10％まで増やしたく思っています。先生方のご利用しやすい環
境の整備を心がけています。利用に当たって不都合な事があれば、
地域連携室あるいは放射線診断科の医師まで声をかけて頂ければ
幸いです。
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【A. 診療体制】
　出町　洋部長（放射線学会診断専門医、日
本 IVR学会専門医）、阿保　斉部長（放射線学
会診断専門医）、望月　健太郎医長（放射線学
会診断専門医、日本 IVR 学会専門医）、齊藤　
順子医長（放射線学会診断専門医）、八木　俊
洋医員（放射線科専門医）、金谷　麻央医師（後
期研修医）の 6人の常勤医と水冨　香織、高　
将司、田中　理紗子、小川　宣彦、隅屋　寿、
渡辺　悟の 6人の非常勤医、2から3人の初
期研修医で日常業務を運営しています。
　地域の先生方からのご紹介頂いたCTと
MRI の患者さんの診察は常勤医のみならず、
非常勤医、初期研修医が別紙の如く分担して
おこなっています。
　初期研修医の修得するべき医療行為として、初診外来、CT、MRI のオーダの出し方、照会状の返書、逆
紹介の返書の作成があります。初期研修医が先生方から御紹介頂いた患者さんの画像診断外来の業務をす
る事によって、前記の到達目標を達成できる様にしています。何かと不足な点もあると思いますが、ご了解の
程をお願いしたく存じます。なお、実際の撮像範囲や造影法の指示やレポートは専門医がおこなっています
ので、ご安心下さい。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

放射線診断科

放射線診断科スタッフ
後列左から　齊藤順子医長、金谷麻央医師、八木俊洋医員、水冨香織医師（非常勤）
前列左から　望月健太郎医長、出町洋部長、阿保斉部長

月 火 水 木 金

AM 水　冨 八　木 小　川 高 田　中

PM 金　谷 初期研修医 出　町 初期研修医 阿　保

　 全体の件数 共同利用の件数 共同利用率
CT検査数 33,780 870 2.6%
MRI 検査数 9,146 734 8.0%
核医学検査数 1,807 99 5.5%



【C. ヨード造影剤ならびにガドリニウム製剤使用前の腎機能評価について】

安全に造影剤を使用するため、以下の方針をとって運営しています（院内回覧より）。

1. 原則として3ヶ月以内の当院採血データによりeGFR 値が確認されていることが必要です（他施設で検
査された場合でも、検査依頼コメントに検査日および eGFR 値あるいはクレアチニン値を記載していれ
ば構いません）。

2. 直近（3ヶ月以内）の eGFR 値が 30 未満の場合、原則としてヨード造影剤は
使用できません（担当医の判断によるやむを得ない緊急例、血液透析患者では
状況に応じて慎重に判断してください）。一方、ガドリニウム製剤（造影MRI）
はいかなる状況でも絶対的に禁忌です。

3. 3ヶ月以内の eGFR 値が 30以上であっても、それ以前の経過で明らかな低下
傾向が見られる場合には、検査直近（状況によっては検査当日）の採血による
eGFR 値の再測定をお願いすることがあります。

造影検査でご紹介頂いた患者さんで、eGFR 値のご連絡がない場合は、患者さ
んの了解を得て、看護師が検査直前に写真にある簡易クレアチニン測定装置で腎機
能を測定し（写真２）、造影の可否を判定しています。指先から少量の血液を採って
の測定で、結果を紙に記載して患者さんに渡すようにしています。
事前の腎機能の測定なしで、造影検査をご依頼頂いても対応できる様にしてありますが、診療報酬の点数
が 200点を超えます。医療費削減の意味で腎機能検査がおこなってあれば、お知らせ頂ければ幸いです。

（文責：出町　洋）
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写真２　簡易クレアチンニン測定装置

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115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9月６日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

★第62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9月7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

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成30年9月13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9月20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

小児科症例検討会
　日 時：平成30年9月27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98回 漢方症例検討会
　日 時： 平成30年9月28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

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成30年9月28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：「糖尿病急性合併症の病態と管理」
　問題演習：「糖尿病の食品交換表の特徴と活用法」 
　事例から学び実践へ：

「心疾患増悪因子を持つ糖尿病患者への療養指導」
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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

9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

今年の夏は猛暑や台風など、天気に左右されることが多い年でしたが、ようやく秋の気配
を感じる今日この頃です。
４月から、異動により地域連携室で勤務しております。病院勤務は初めてで、今までとは
違う仕事内容に戸惑いはありますが、これまでの経験やネットワークを生かし、多職種連携
に努めたいと思っています。今のところ、いろいろな方々に助けていただきながら楽しく仕事
に取り組んでおります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 （地域連携室　保健師　中島 瀬奈）

科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内 科

臼田医師  7日(金)

赤堀医師
20日(木)、21日(金)、25日(火)、
27日(木)、28日(金)

鈴木医師 26日(水)
矢野医師 11日(火)

和漢・リウマチ科 渡辺医師 18日(火)～21日(金)
呼吸器外科 伊藤医師 11日(火)

精 神 科
野原医師 19日(水)午後
米澤医師 14日(金)、18日(火)～21日(金)
永井医師 19日(水)、20日(木)

神 経 内 科 小松医師  6日(木)、7日(金)

外 科

清水医師  6日(木)
前田医師  5日(水)、７日(金)
加治医師 11日(火)
渡邉医師 18日(火)

整 形 外 科
丸箸医師

 6日(木)、７日(金)、13日(木)、
14日(金)

笹川医師 18日(火)、19日(水)

救急患者搬送時のお願いについて3
　地域の先生方には、日頃から多大なご協力をいただき感謝しております。
　２次・３次救急医療をよりスムーズに行うために、先生方から当院へご紹介いただく際
には、事前にご一報をお願いいたします。
　※患者さんの病状により、緊急性がない場合は地域連携室でのご予約をお願いします。
　※平日の日中は救急輪番体制ではありませんのでよろしくお願いします。

平 日
 8：30～17：00

救急車搬送 …救命救急センターへご連絡ください。
　TEL：076（491）7165　FAX：076（491）7141
救急車搬送以外 …地域連携室へご連絡ください。
　TEL：076（424）1531／内線3177　FAX：076（491）7109

　２次・３次救急医療をよりスムーズに行うために、先生方から当院へご紹介いただく際

　※患者さんの病状により、緊急性がない場合は地域連携室でのご予約をお願いします。

編集後記

科　　名 医　師　名 不　　在　　日
形 成 外 科 池田医師 20日(木)、21日(金)

脳神経外科
青木医師  3日(月)～7日(金)
佐藤医師 13日(木)

産 婦 人 科 谷村医師  3日(月)、25日(火)、26日(水)
皮 膚 科 木田医師  3日(月)

眼 科
山田医師

 3日(月)午後、10日(月)午後、
26日(水)

辻屋医師  7日(金)、14日(金)
耳鼻いんこう科 浦本医師  4日(火)～7日(金)

歯科口腔外科
中條歯科医師

13日(木)、14日(金)、
18日(火)～20日(木)

小島歯科医師  6日(木)、7日(金)
放射線診断科 八木医師 11日(火)
麻 酔 科 吉田医師 11日(火)、12日(水)
緩和ケア科 竹川医師 21日(金)


