
【A．診療体制】
　富山県立中央病院救命救急センターは、齊藤伸介
救命救急センター長を筆頭に、松井恒太郎部長、大
鋸立邦医長、渕上貴正副医長、坂田行巨副医長、佐
野勇貴副医長の計 6 名の日本救急医学会認定救急科
専門医、さらに 6 名のスタッフの総勢 12 名の体制で
診療・運営を行っております。
　富山県の救急医療の最後の砦として最善の医療が
提供できるよう365 日、24 時間体制をとっています。
日本救急医学会の救急科専門医指定施設となってお
り、厚生労働省の指定する救命救急センターで基幹
災害拠点病院にも指定されています。この両方の指定
を受けている県内唯一の医療機関です。

　当院の救命救急センターは、各専門診療科を背景に ER 型（北米の救急医療体制）の診療体制をとっており、
心肺停止、多発外傷、急性冠症候群、急性心不全、脳血管障害、広範囲熱傷、急性薬物中毒などの重篤な疾患
から、比較的軽症の急性疾患まで幅広く患者を受け入れているのが現状です。年間の救命救急センター来院患者
総数は約 12,994 名、そのうち救急車搬送数約 5,170 名、救命救急センターからの入院患者数は約 5,017 名です。
　さらに平成 27 年 8 月 24 日に当院を基地病院として富山県ドクターヘリが導入されました。今回はそのドクター
ヘリの運用方法と現在までの実績を紹介させていただきます。

　ドクターヘリは消防からの要請にて出動します。出動基準があらかじめ設定されており、重症外傷・急性期疾患・
心肺停止など重症が疑われるようであれば、救急隊が傷病者に接触する前にドクターヘリを現場まで要請するこ
とができます。要請があれば 4 分以内に当院の屋上ヘリポートを離陸し、富山県内のほぼ全域に約 10 分以内で
到着することができます。
　現場の救急隊が傷病者を近くの離着陸場所（ランデブーポイント）まで搬送し、そこで救急隊から傷病者を引
き継ぎ、早期に治療を開始します。御存知のように、病状や外傷によっては１分１秒を争う時が存在します。そん
な時に必要なのは、適切で迅速な診断と治療です。救命救急センターで修練を積んだ医師・看護師が初療にあた
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前列左より　大鋸医長、酒井上席看護師長、齊藤部長、坂田副医長、松井部長

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、救命救急センターと眼科です。



り方針決定を行います。ドクターヘリを利用することにより、県内どこでも１５分以内に医師が接触することがで
きるため、患者さんの救命や予後改善をもたらすことができます。

　ドクターヘリには、操縦士１名、整備士１名、医師２名と看護師１名が搭乗しています。さらに、人工呼吸器、
除細動器、心電図モニター、自動心臓マッサージ機、エコー、挿管セット、点滴セット、各種救急初期治療に必
要な薬剤などを積んでおり、救急現場で患者さんの状態を安定化させるために必要なものを揃えています。
　運行開始からもうすぐ 4 年を迎え、平成 31 年 4 月末時点での累計の要請 3,012 件、出動 2,539 件になります。
昨年度の出動件数は 792 件であり、年間の出動件数で全国トップ 10 内に入っています。富山県民のお一人、お
一人の御理解と御支援をいただきながら “ALL for TOYAMA” の精神で運営されています。詳しくはホームページ

（http://www.toyama-drheli.net）をご参照ください。
　一方、病院前救急医療や救急外来だけではなく、救命救急治療室（ECU）の管理や、平成 28 年度に開設され
ました集中治療室（ICU）とも連携し、シームレスにそしてトータルに急性期の患者管理を行っています。
　地域の先生方におかれましては、救急車搬送を要するような緊急性の高いあるいは重症度の高い症例につきま
しては、当救命救急センターに御一報・御連絡のうえ救急車を要請していただきたく存じます。上記以外の症例
につきましては、従来通り地域連携室を通じて御紹介いただければ幸いです。
　今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

（文責：齊藤）
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【A．診療体制】
　当科は山田成明部長、辻屋壮介医長、高辻樹理医師、
西野翼医師の常勤医師 4 名が主に診療を担当してい
ます。平成 30 年度からは医師が 4 名体制（平成 24
年度まで 2 名、平成 25 年度から 3 名）となり、急
患の御紹介にも迅速に対応するようにしております。

　

外来は平日の午前が主です（表１）。月・水の午後は精密検査・硝子体内注射・処置を行っております。
火・木・金の午後は手術です。ただ医師数が増えたことで柔軟な対応ができますので、手術日であっても急患
の診察や緊急の相談は対応可能となっております。

【B．診療内容】
　診療は、手術を要する白内障・緑内障・網膜硝子体疾患や加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症、ぶどう膜炎など
について行っております。
　専門性の高い角膜移植、眼窩腫瘍、斜視手術などは専門機関に紹介しております。
　平成 30 年度の手術件数は手術室で行ったものは 730 件でした。
　必要に応じて全身麻酔で眼科手術を行っております。

【C. 最近の話題】
　近年の眼科診療における大きな変化というと「抗 VEGF 治療」の出現があげられます。
　「抗 VEGF 治療」とは加齢黄斑変性症や糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症などにおける治療で、眼球に直接針
を刺入し、抗 VEGF 薬を注入します。抗 VEGF 薬の効用によって、網膜の滲出性病変や黄斑浮腫が改善します。
2014 年に主力商品が市販され、現在はその隆盛にあります。
　抗 VEGF 治療が行われるようになり数年経ち、その治療レジメンも変化しつつあります。特に加齢黄斑変性
症では、「定期投与」「随時投与」「treat ＆ extend」などの投与方法が考案されてきました。「定期投与」は
1-2 ヶ月ごとに注射を行っていく方法。「随時投与」は　毎月 3 回注射後、所見の悪化があれば注射治療を追
加施行していく方法。　「treat ＆ extend」は　毎月 3 回注射後、徐々に注射の間隔を延ばしていく方法。所
見が落ち着いた時は、6 ヶ月に 1 回の注射治療で経過観察します。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

眼　科

眼科スタッフ
後列左より　今泉視能訓練士、栗田視能訓練士、大塚視能訓練士、須永看護師、

黒崎看護師、堀初期研修医
前列左より　高辻医師、辻屋医長、山田部長、西野医師

月 火 水 木 金
初　診 高　辻 辻　屋 山　田 辻　屋 山　田
再　診 山　田 山　田 辻　屋 高　辻 辻　屋
再　診 辻　屋 高　辻 高　辻 西　野 高　辻
再　診 西　野 西　野 西　野 高　辻 西　野

表 1



　診断から治療までを一元的に行うため、当院のような基幹病院に症例が集まります。当科では毎週 8-10 例
の抗 VEGF 治療を行っております。

　抗 VEGF 治療の具体的な症例を提示します。
　症例は 70 歳代　女性、左眼網膜静脈閉塞症の治療目的で当科に紹介されました。
　視力　右（1.2）左（0.6）左眼の視力低下が認められました。

　眼底所見では左眼下方の網膜に特徴的な出血が認められ（写真１）、光干渉断層検査では黄斑部に強い浮腫
が認められました（画像１）。網膜静脈閉塞症と診断し抗 VEGF 治療を行いました。

　治療後 4 ヶ月の眼底写真を示します（写真２）。網膜出血は軽減し、黄斑浮腫は消失（画像２）、左視力（1.0）
に改善しました。

　抗 VEGF 治療は、即効性が高く、治療が奏効する症例も多く、非常に有用な治療です。しかし、疾患が再発
したり、複数回の注射が必要になることがあります。また薬剤が非常に高額であるなどの問題点もありますが、
今後も増加していくと思われます。
　症例のご紹介は、地域連携室を通しての予約をお願いします。急患につきましては、電話にてご連絡いただ
ければ幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

（文責：辻屋）
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写真 1
眼底写真の下方に出血斑「火炎状出血」が認められる。
視神経乳頭は病的な陥凹を呈し緑内障を併発している。

写真 2　抗 VEGF治療後 4ヶ月
火炎状出血は軽快し、少量の網膜出血の残存が認められる

画像 1　光干渉断層検査による画像
網膜の断層像を観察できる。黄斑部が著明に隆起し、内部は浮腫となっ
ている。少量の網膜剥離も伴っている。視力（0.6）

画像 2　抗 VEGF治療後 4ヶ月
黄斑の浮腫は消失している。視力（1.0）
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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

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和元年7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：令和元年7月26日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院　中央診療棟３階 35会議室
　講 義：「最新の糖尿病治療薬 Up Date」
　問題演習：「糖質(カーボ)を意識した食事指導」
　療養指導の実際：「高齢者への運動療養のポイント」

★「キッズ探検隊」inとやま
　日 時：令和元年8月4日（日）9時00分から
　場 所：富山県立中央病院　11会議室
　対 象：当院通院中のがんの親をもつお子様（5 ～ 15歳）とご家族
　申込・お問い合わせ：富山県立中央病院　緩和ケアセンター
　　　　　　　　　　TEL：076-424-1531㈹（中空）
　申込締め切り：7月31日（水）

★第125回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：令和元年7月4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：令和元年7月8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：令和元年7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

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：令和元年7月18日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院　中央病棟Ｂ1階会議室

★第102回　漢方症例検討会
　日 時：令和元年7月19日  （金）19時から
　場 所：富山県立中央病院　11会議室

★第19回　在宅緩和ケア懇話会
　日 時：令和元年7月24日（水）18時から
　場 所：富山県立中央病院　5階ホール

第 6回　緩和ケアセンター公開講座＆ワークショップ報告
　あなたは「もしものこと」について考えたことがありま
すか。6月 1日（土）当院 5階ホールにて、「ご存じです
か『人生会議』、みんなで始めてみませんか」のテーマで
「もしものとき」のことについて考える公開講座及び人生
会議を体験するワークショップを開催しました。参加者は
院内 11 名、院外 18 名、一般 7名　計 36 名でした。公
開講座では富山赤十字病院　緩和治療センター部長　小林
孝一郎医師を講師に迎え、元気なときから「もしものとき」
に、望む医療やケアについて前もって考
え、家族や医療チームで繰り返し話合い
を行い、共有することの必要性について
講義がありました。ワークショップでは
「もしバナカード」を使用し、配られたカー
ドの中から自分の大切にしたい事につい

て選び、なぜそのカードを選んだのか、どのようなケアを
してほしいかなどを話し合いました。参加者からは「自分
が何を大切にしているのかが分かった」「『もしものとき』
のことについて話し合っておくこと、大切な人に伝えてお
くことが大切だと思った」「重くならずに話ができた」な
どの意見が聞かれました。

　最期の時のことを『決めるために』たくさん家族など大
事な人達と話をすることが大切なのだと思います。結論を
出すのではなく過程が大切なのですね。それが「人生会議」
です。
　次回は 9月 21日（土）に開催を予定しています。みな
さんも、「人生会議」を体験してみませんか。

（文責：中空）
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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

木々の緑の深みも増し、夏もすぐそこまで来ているようです。その前には肌
寒さと蒸し暑さを感じる梅雨を避けては通れませんが。6 月といえば青やピン
クの綺麗な色の紫陽花が見ごろですね。近年では母の日に送る花として人気
だそうです。

5 月 1 日に令和元年を迎え、心機一転、気持ちを新たに職務に取り組んで
まいります。よろしくお願いします。

（地域連携室　上村）

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。）

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

内　　　科
臼田医師 25日(木)

外 科
清水医師 11日(木)、18日(木)

近田医師 26日(金) 前田医師 12日(金)
和漢・リウマチ科 藤永医師 5日(金) 林医師 18日(木)

呼吸器外科
宮澤医師 3日(水)～5日(金)

脳神経外科
青木医師 12日(金)

新納医師 3日(水)～5日(金) 佐藤医師 11日(木)

心臓血管外科
村田医師 29日(月)～31(水)

皮 膚 科
八田医師 2日(火)～5日(金)

大高医師 26日(金)、29日(月) 石井医師 2日(火)～5日(金)
小 児 科 畑崎医師 8日(月)午後 眼 科 山田医師 22日(月)～26(金)、31(水)

2019 年度 がん相談支援センター相談員研修会のご案内3

1．日　　時：2019 年 7月27日㈯　13：00 ～16：00

2．場　　所：富山県立中央病院　11会議室

3．対 象 者：がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター・病棟・退院支援部門等
で相談に応じている医療者、および、富山県がん総合相談支援センター
で相談に応じているがん専門相談員約 40 名

4．内　　容：がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターの役割と実践報告
 講義およびグループワーク

5．申込方法：申し込みお問い合わせについては、がん相談支援センター（酒井裕美）まで。

2019 年度 第１回 がん専門相談員とのコミュニケーション
～他職種から学び、スキルアップを図る～

編集後記


