
【A. 診療体制】
　平成 30 年４月現在の脳神経外科スタッフは
小林 勉部長、青木 洋部長、神宮字伸哉医長、
佐藤圭輔副医長の計４人です。
　外来診療は平成 30 年１０月より下記のごとく
変更となります。全員が日本脳神経外科学会の
専門医で、小林・青木・神宮字は癌治療認定医、
神宮字は神経内視鏡専門医、佐藤は脳神経血
管内専門医です。
　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。
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薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

脳神経外科

脳神経外科スタッフ：左より
小林部長、青木部長、若木看護師、神宮字医長、佐藤副医長、及川研修医

月 火 水 木 金

再　診 神宮字
佐　藤 神宮字 青　木 佐　藤　 小　林

新　患 小　林
青　木
神宮字
佐　藤

小　林　 小　林
神宮字 青　木

手　術　 ○ ○ ○

脳血管撮影 ○ ○ ○

爽秋の候、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、脳神経外科と内科（内分泌・代謝）です。

　再診は原則として予約制です。脳卒中を含め、急患は 24 時間体制で対応しています。病棟は６階北で、重症
患者や術後には ICU／ECU／HCUを利用しています。
　外来・入院患者の症例カンファレンスは毎朝、前日の症例・問題ある症例を連日検討しています。
　毎週月曜日は看護師・リハビリ・薬剤師・栄養士と入院患者の合同カンファレンスを行なっています。
　毎週水曜日は薬剤師と神経内科との合同カンファレンスを開催。
　毎月1回放射線科との治療カンファレンスを行っています。



【B. 診療内容】
　入院対象は脳腫瘍、脳血管障害（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞）、頭部外傷、脊椎脊髄疾患、機能的疾患（三
叉神経痛、顔面けいれん）、正常圧水頭症などの脳神経疾患です。当院は急性期病院なので、急性期の治療を重
点的に効率よく行い、病態が落ち着いたら速やかに退院あるいは転院ができるよう努力しています。良性脳腫瘍
摘出後は２～３週間で、未破裂脳動脈瘤や神経血管減圧術の人は２週間以内で、慢性硬膜下血腫の人は１週間以
内で退院できます。
　最近のトピックとしては、平成 28 年12月から脳塞栓症に対して積極的に血栓回収療法を行ない、劇的に神経
症状が軽快する症例を経験しています。県内における主要病院のなかでも、最も多くの症例を経験しています。
　また、この春から導入した神経内視鏡により、下垂体腫瘍だけでなく脳出血摘出・脳腫瘍生検術など幅広く応
用することにより、より低侵襲の医療を実践している次第です。

【C. 症例報告】
〈疾患に関して〉
症例１：
70代男性。全失語重度右麻痺にて発症の
心房細動による左内頸動脈閉塞症（塞栓症）。
通常、予後として致命的もしくは後遺症によ
る寝たきり状態となりますが、この症例は2
週間程度で神経症状なく退院されました。

症例 2:
90 代男性。右片麻痺で発症した左被殼出血の症例。脳出血に対しては小さな創で病変除去が行え、早期離床、
早期リハビリが可能となります。同じ手術手技で深部脳腫瘍の生検摘出も行えます。

【D. まとめ】
　以上、今回は血栓回収療法および神経内視鏡の症例を提示いたしました。
　今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

（文責：小林　勉）
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左被殻出血術前 術後

神経内視鏡による血腫除去



　初診日は月曜日、火曜日、木曜日です。地域連携室を通して事前予約された方を優先的に診療していますので
緊急以外は事前にご予約ください。

【B. 診療内容】
内分泌疾患：下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎疾患、その他多発性内分泌腫瘍 (MEN)　等
代謝疾患　：糖尿病 (１型、２型 )、糖尿病合併妊娠、妊娠糖尿病、脂質異常症、肥満症　等

糖尿病診療ではチーム医療による患者指導を重視しており、8日間の糖尿病教育入院（年間約150 ～200名）
と糖尿病短期チェック外来（合併症・治療法の再評価を外来にて行います）などを提供しております。当院は急性
期病院・がん拠点病院であるため、周術期や化学療法、ステロイド投与を受ける際の血糖管理の依頼件数も増えて
きており、各診療科に入院中の糖尿病患者の血糖管理にも積極的に取り
組んでいます。今後も引き続き「オールインワンシステム」を基盤とした
循環型糖尿病連携医療の推進にご協力をお願いします。
また甲状腺結節に対するエコーガイド下甲状腺穿刺吸引細胞診も積極

的に行っており、年間約 600例を超える実績を有しております。検診に
て甲状腺結節を指摘された方や定期的なフォローアップが必要な方がお
りましたらご紹介ください。甲状腺疾患をはじめ下垂体や副腎、副甲状
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【A. 診療体制】
　内科（内分泌・代謝）部門は現在、赤堀　弘部長、
加藤健一郎医長、圓山泰史副医長の常勤医３名に、
非常勤医と研修医が加わり診療しています。当院は日
本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設、日本糖尿
病学会認定教育施設に認定されており、専門的診療
とともに学術活動や臨床研究、研修医の教育にも積
極的に取り組んでいます。
　昨年度より内科（内分泌・代謝）外来は中央診療棟
2階の２Ｄブロックへ移転し、外来には生活指導室２
室と学習ルームを備えた在宅療養支援室を併設してお
ります。学習ルームではDVDなどの視聴や最新の情
報掲示、パンフレット等を見ていただく自己学習の場
として、また、患者同士の意見交換の場として活用していただいております。糖尿病初発の方、これまで教育入院
経験がなく血糖コントロール不良な方がおりましたら、是非、気軽にご紹介いただければと思います。
　外来担当は下表のとおりです。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（内分泌・代謝）

内科（内分泌・代謝）スタッフ
前列左より　　圓山 副医長、赤堀 部長、加藤 医長
後列は　ローテート中の研修医および学生

月 火 水 木 金

初　診 赤　堀 圓　山 加　藤

再　診
1診 加　藤 赤　堀 加　藤 赤　堀 赤　堀

2診 臼　田 里
（午前のみ） 加　藤 圓　山 臼　田 里

（午前のみ） 圓　山
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腺などの内分泌疾患は生活習慣病や不定愁訴の中に潜んでおります。内分泌疾患は疑うことが診断の第一歩です。
疑わしい場合は一度、内分泌学的ホルモン検査を行っていただきたいと思います。

【C．話題提供】
～見逃していませんか、家族性高コレステロール血症！～
家族性高コレステロール血症 (FH）とは、LDL 受容体などの異常により血中 LDLの代謝が遅延し、血中の

LDLコレステロールが上昇することにより粥状動脈硬化病変が起こりやすく、冠動脈疾患を早期に合併する常染
色体優性遺伝性疾患です。高 LDLコレステロール血症、腱黄色腫、早発性冠動脈疾患を3主徴とします。従来、
我が国において FHホモ接合体は一般人100万人に1人、ヘテロは 500人に1人程度の頻度と推計されてきま
したが、近年の遺伝子解析の進歩によりヘテロは 200 ～300人に1人と頻度の高いことがわかってきました。
つまり臨床の現場で最もよく遭遇する遺伝性疾患ということになります。しかしながら我が国におけるFH 診断
率は1％以下と報告されており他国と比べて極めて低値です。その要因としては、スタチンがすでに投与されてい
ることや外来診療の中でアキレス腱の触診や家族歴の聴取が十分になされていないことなどが挙げられます。
診断基準を下表に示します。甲状腺機能低下症のような二次的に高脂血症を起こす病気がなく、LDLコレステ

ロール値が180mg/dLを超えている場合には FHが強く疑われます。診断において最も有用性が高いのがアキレ
ス腱黄色腫です。X 線撮影（下図）で定量的に評価できますが、視診や触診でも診断の参考になりますので、高
コレステロール血症の患者には一度　アキレス腱を触れていただきたいと思います。また、スタチン内服により
LDLコレステロール値は約30 ～ 50％減少すると言われておりますので、すでにスタチン内服されている場合で
もスタチン最大用量もしくはエゼチミブを併用していても140mg/dL 未満にならない場合には FHである可能性
が考えられます。FHではヘテロでも男性30歳代より、女性では40歳代後半より冠動脈疾患を発症します。よっ
て、FH の治療目標は LDL コレステロール値 100mg/dL 未満とより厳しく設定されています。2016 年より
PCSK9 阻害薬エボロクマブ、アリロクマブが使用可能となり、既存の薬剤と比べて強力にコレステロールを下げ
ることが可能となりました。先生方の外来に通院されている方で、アキレス腱肥厚の疑わしい方や薬物治療で
LDLが十分に下がりきらない症例がおりましたらご紹介ください。

（文責：赤堀　弘）

【D．症例呈示　―抗菌薬治療に抵抗性の頚部痛で受診し亜急性甲状腺炎と診断した症例―】
【症例】30 歳代，女性　【主訴】咽頭痛，頚部痛　【既往歴】特記事項なし　【現病歴】X年 Y月下旬から咽頭痛、
37℃台の微熱を自覚し近医受診した。急性咽頭炎として抗菌薬を処方され内服したが頚部痛の症状が軽快せず、
採血で炎症反応亢進 (WBC 11900/μ l，CRP 9.7 mg/dl)を認め、症状が遷延するため更なる精査加療目的に
Y+1月に当院紹介受診した。頚部痛は当初右側が優位であったが 2-3週間の経過で左側に移動した。汗をかき
やすくなった。
【身体所見】身長 148 cm，体重 59.7 kg，BMI 27.3 kg/m²，血圧 136/78 mmHg，脈拍 116/分 , 体温 



37.4℃，圧痛を伴う甲状腺腫あり(七條分類Ⅲ°)，軽度の手指振戦あり，発汗あり。
【検査所見】WBC 10600/μ l(Neu 78.8%，Lym 16.9%)，AST 26 IU/l，ALT 66 IU/l，CK 27 IU/ml，
T-Cho 138 mg/dl, Cr 0.47 mg/dl，eGFR 118，Na 142 mEq/l，K 5.2 mEq/l，CRP 10.46 mg/dl，PCT 
<0.02 ng/ml，赤沈 (1h) 104 mm/h，赤沈 (2h) 115 mm/h，空腹時血糖 99 mg/dl, HbA1c 5.7%，TSH 
<0.01 μ IU/ml( 基準値 :0.35-4.94)，FT3 5.5 pg/ml( 基準値 :1.7-3.7)，FT4 1.7 ng/dl( 基準値 :0.7-1.5), Tg 
247.7 ng/ml( 基準値 :<33.7)，抗 Tg 抗体 57.5 IU/ml( 基準値 :<28.0)，抗 TPO抗体 14.6 IU/ml( 基準値
:<16.0), TRAb <1.0 IU/l( 基準値 :<1.0)。甲状腺超音波検査上、甲状腺は腫大し、疼痛部位に一致する左葉優
位で境界不明瞭な低エコー域を認める (図1)。
【経過】有痛性甲状腺腫、炎症反応亢進 (CRP 高値，赤沈亢進 )、甲状腺中毒症 (FT4 高値，TSH 低値 )、甲状
腺超音波像 ( 疼痛部に一致した低エコー域 )を認めること、臨床経過 ( 疼痛部位の移動 )、甲状腺中毒症や有痛
性甲状腺腫をきたす他の病態 (バセドウ病、嚢胞内出血や急性化膿性甲状腺炎など )を積極的に示唆する所見に
乏しいことから、亜急性甲状腺炎と診断した。まずはNSAID主体とした対症療法を開始したが 5日後の再診時
に頚部痛の症状改善乏しく、症状軽減のためにステロイド(PSL 15mg/日 )を開始した。PSL 開始後は速やかに
症状が改善し、炎症反応の改善も確認しつつ、1-2 週間毎にステロイドを漸減し、開始後約 5週間でステロイド
を中止し得た。その後、症状の再燃はなく、甲状腺機能は潜在性甲状腺機能低下症を経て正常化した(図 2)。
　「のどの痛み」は日常診療で比較的頻度の高い症状ながら、亜急性甲状腺炎も鑑別診断の一つにあがります。
亜急性甲状腺炎は、30 歳代～ 50 歳代の女性に好発し、急性期には急性炎症症状 ( 発熱 ; 約 28%で発症時
38℃以上、頚部痛など )に加え、破壊された甲状腺濾胞からの甲状腺ホルモン漏出を反映した甲状腺中毒症に
よる症状 ( 動悸、発汗過多など )を認めますが、自発痛、圧痛を伴う甲状腺腫が最も特徴的とされます。本来、
self-limitedな疾患で数か月の経過で自然軽快するとされますが、高度な症状の緩和にステロイドが有用である
こと、10-20%で回復期に再燃を認めること、5-15%の例では永続性の甲状腺機能低下症に至る可能性がある
ことから、有痛性甲状腺腫や甲状腺中毒症をきたした症例では、十分な病態評価・鑑別と経過観察が必要です。
当院では 2018 年 4月より甲状腺自己抗体の院内迅速測定が可能となり、甲状腺疾患の病態評価を迅速に行え
るようになりました。有痛性甲状腺腫などの甲状腺疾患が疑われる場合には、ご紹介をよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：加藤　健一郎）
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医療スタッフの勉強会のお知らせ【毎月第4金曜日　午後5時半から7時】
当科では糖尿病療養指導に携わる院内外のスタッフを対象に公開の「糖尿病療養指導のための講習会」を平成13年
より継続して開催しております。参加は無料で、事前登録は必要ありません。日本糖尿病療養指導士の方は「認定更
新のための研修会」第2群 0.5単位 取得可能です。詳しくは当院内科（内分泌・代謝）外来にお問い合わせください。

お知らせ

図１　甲状腺超音波検査

疼痛部位に一致する左葉優位で境界不明瞭な低エコー域

図２　経過
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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

10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

珈琲が好きで１日に３、４杯飲みます。挽きたてなら格別なのですが、専ら、コーヒーカップにペーパー
ドリッパーをセットしてポットからお湯を注ぐだけで淹れられる１杯抽出型のレギュラーコーヒーで、芳醇
な香りと深い苦味と心地よい酸味を堪能しています。
珈琲は、仕事中に訪れる睡魔と戦うときと食後に飲むことが多いのですが、先日、とあるテレビ番組で、
食前に飲むほうが体を太りにくくする効果が発揮されると紹介されていました。珈琲に含まれる「クロロゲ
ン酸」に体内の脂肪を分解したり、糖の吸収を抑える働きがあって、食前に珈琲を飲むと、体に「脂」や「糖」
が吸収されにくくなるそうです。
その日以来、「クロロゲン酸」の力を借りてお腹の脂肪を減らすため、食前に珈琲を味わっています。

（医事課　西野）

科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日
内　　　科 丸山(美)医師 12日(金)

整 形 外 科
中村医師   4日(木)、 5日(金)、12日(金)、

19日(金)、25日(木)、26日(金)和漢・リウマチ科 渡辺医師   5日(金)午後
精  神　科 永井医師 11日(木) 丸箸医師   ４日(木)、５日(金)  

呼吸器外科
宮澤医師   3日(水) ～ ５日(金)  産 婦 人 科 中島医師 12日(金)
伊藤医師   5日(金)  皮  膚  科 八田医師  3日(水) 、4日(木)

心臓血管外科 上田医師   3日(水)、９日(火)  
眼　　　科

山田医師 11日(木)、１2日(金)、22日(月)、31日(水) 

外　　　科
清水医師 18日(木) 辻屋医師 11日(木)午後、12日(金) 
加治医師 12日(金) 歯科口腔外科 中條歯科医師 24日(水)、29日(月) 
林医師   4日(木)午後

放射線治療科
豊嶋医師 1１日(木)、12日(金)
今村医師 1１日(木) 、12日(金)

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116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10月4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10月11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10月15日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院  5階ホール

整形外科症例検討会(整形外科、放射線診断科)   
　日 時：平成30年10月15日（月）19時15分から 
　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10月18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

小児科病診連携症例検討会
　日 時：平成30年10月25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10月26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：「1型糖尿病　Update」
　問題演習：「生理機能検査から合併症を知る」 
　事例から学び実践へ：

「在宅自己注射指導・管理料算定の仕組みと指導の実際」

編集後記


