
【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、林洸太郎の常勤医7名と
伊藤綾、川根太郎の後期研修医 2名の計 9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】
内科（消化器）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6名、日本
肝臓学会専門医3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、
消化器がんの診断・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．
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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（消化器）

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（消化器）と整形外科です。

内科（消化器）スタッフ
後列左から　矢野医長、川根後期研修医、伊藤後期研修医、林医員、寺田初期研

修医、石黒初期研修医
前列左から　在原医長、松田耕部長、酒井部長、松田充部長、小川部長

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 矢　野 在　原 松田（耕） 松田（耕） 矢　野
再診11 松田（充） 酒　井 松田（充） 酒　井 在　原
再診12 小　川 林
再診13 林 小　川 小　川



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、本年より超拡大内
視鏡装置を導入し内視鏡での “病理診断” に取り組んでいます。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3000 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．
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．当院受診した便潜血陽性者の状況と大腸 ESD】
当院では年間約 4000 件の大腸内視鏡検査を行なっています．できるだけ迅速な検査を心がけており、便潜
血陽性等でご紹介をいただいた場合、最短で受診2日後、遅くとも2週間以内には全大腸内視鏡検査が可能です．
もちろん EMR、ポリペクトミーで治療可能な病変は即日の日帰り治療を行っています．EMR、ポリペクトミーが
必要な病変かどうかを判断するため、ルーチン検査を含め全例に拡大観察が可能な内視鏡を用いています．拡大
観察により生検病理診断のステップを介さず、即座に腫瘍・非腫瘍の判断がつき、さらには良悪の診断、癌の場
合には深達度診断（外科手術が必要かどうか）が高精度で可能となります．

便潜血検査陽性の精検のため多くの患者さんをご紹介いただいておりますが、2018 年度は1103 名の患者さ
んが受診し内視鏡検査を受けられました．60 歳～70 歳台の方が最も多く年齢中央値は67歳でありました．内
視鏡検査の結果、癌は 81名、7.3%と約14人に1人発見されました．幸い約7割は早期がんでの発見で、内
視鏡治療で治癒が得られた方も多数おられました．また前癌病変である腺腫は635 名と半数以上の方に認めら
れました．年代別に癌、腺腫の発見率をみますと加齢とともに癌、腺腫の発生は増加し、60 歳以上では 3人に
2人が何らかの異常が見つかり、70 歳以上では約1割に癌が発見されています。多くの方は無症状で受診されて
おられ、便潜血検査の有用性がおわかりいただけると思います．しかしながら残念なことに市町村で実施される
大腸がん検診の受診率は 26%（2014 年）と低く、より多くの方に検診をうけていただけるよう啓蒙にも励みた
いと思います．
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【Ａ．診療体制】
富山県立中央病院整形外科は令和元年 7月現在、中村琢
哉（部長）、丸箸兆延（部長）、橋本典之（部長）、笹川武史（医
長）、舩木清伸（医長）、香川桂（医長）、相川敬男（医長）、
中村勇太（医員）の 8人体制で外来診療、入院診療、手術
に取り組んでおります。整形外科は「骨」ばかりでなく「運
動器」を主に診療・治療を行っております。「運動器
（Locomotive organs）」とは骨格、関節、靱帯、筋肉や脊
髄・神経を含む身体の運動を行う器官を意味する用語です。
当科では多岐にわたる運動器の疾患に対して質の高い診療
を心がけています。他の診療科と同様に整形外科でも専門
分化が進んでおり、関節、スポーツ、手の外科末梢神経、
脊椎脊髄、足の外科など担当が細分化してきております。専門のみにとらわれず外来診療を心がけておりますが、
手術を行うに当たっては専門性を重視しています。そのため手術を考慮し紹介される際には、受診される患者さ
んのご負担を軽減するため、できる限り各専門分野の担当医師の初診日に合わせて地域連携室を通してご予約し
ていただければ幸いです。外来診療は予約制となっており、紹介状を持参されない患者さんの診療をお断りして
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当院では年間約200 病変の癌を内視鏡治療で摘除しています．
内視鏡治療の適応となる癌は粘膜内癌、粘膜下層への軽度浸潤癌（早期癌の一部）です．2012年 4月から保
険収載された粘膜下層剥離術（ESD）により、従来の内視鏡治療（EMR、ポリペクトミー）では切除困難であっ
た病変が治療可能となっています．当院ではこの ESDを大腸腫瘍においては年間約 60-80 件行っています．手
のひらほどの直径の大きな早期癌や肛門管にかかる早期癌もひとまとめに切除することができます。肛門管にか
かる病変であっても治療後の排便機能への影響はほとんどありません．　　　　　　　　　　　　（文責：在原）

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

整形外科

整形外科スタッフ
後列左より中村（琢）部長、舩木医長、大村看護師
中列左より香川医長、中林看護師、中村（勇）医師
前列左より橋本部長、丸箸部長、笹川医長、相川医長、佐野医師（研修医）
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いるため、紹介状作成のお手間を頂き大変申し訳ございません。また、紹介状があっても予約なしで受診された
患者さんの待ち時間が長くなり大変ご迷惑をおかけしております。予約せず受診される時などはその旨をお伝えし
て頂ければ幸いです。

以下に各医師の専門分野を紹介します。

【B．診療内容】
外来診療、入院診療、救急対応に加えて年間1400 件弱の手術加療を行っています。さらに富山市内の整形外
科医を主とした、運動器疾患を扱う先生方と勉強会や研修会などを通じて、紹介先の先生方と顔の見える関係を
大切にし、手術症例や治療にお困りの症例などを気軽にご紹介していただけますように連携しております。また、
各学会、研修会、セミナーなどに積極的に参加することで、専門的な知識や手術手技の向上に努めています。

【C．最近の話題】
以前から開放骨折や粉砕骨折に対しては、感染に対する初期治療や軟部組織のダメージコントロールのために、
まず創外固定術を施行し、その後内固定を行う二期的治療が一般的でした。しかし、初回の創外固定術の手術
点数の算定が無く悩みの種でしたが、平成 30 年 4月の診療報酬改定により【K046-3　一時的創外固定骨折治
療術　34000点】が新設され、その後に行った内固定術の費用も別に算定できるようになりました。そのため、
待機手術としての創外固定術がストレスなく行えるようになったと思います。尚、一時的創外固定骨折治療術の算
定が可能な疾患は、開放骨折、関節内骨折、粉砕骨折、骨盤骨折（腸骨翼骨折を除く）です。

＜症例提示＞
70 歳台女性、段差につまずき転倒し当院へ紹介されました。左橈骨尺骨遠位端開放
骨折と診断し、当日、腕神経叢ブロックで創洗浄、創外固定術施行しました。感染徴候
がないことを確認した術後10日目に内固定術を施行しています。術後3ヶ月で、左手関
節痛なく使用も可能となっています。ROMは回内70 度、回外90 度、掌屈 45度、背
屈 45度とある程度良好です。　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　舩木）

月 火 水 木 金
1診 初　診 橋　本 相　川 笹　川 中村（琢） 丸　箸
2診 初　診 中村（琢） 笹　川 丸　箸 相　川 橋　本

3診
初　診
再　診

舩　木
中村（琢）

中村（勇）
橋　本

舩　木

5診 再　診 香　川 丸　箸 舩　木

受傷時の開放創
（数カ所創あり）

関節（主に股関節）：中村琢哉 関節（主に肩、膝）、スポーツ：丸箸兆延

手外科、末梢神経、関節（主に肘や手関節）：橋本典之 脊椎・脊髄：笹川武史

足の外科、外傷：相川敬男 スポーツ、外傷：香川桂

外傷、一般：舩木清伸、中村勇太
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連携談話会・症例検討会のご案内1

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：令和元年9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103回　漢方症例検討会
　日 時：令和元年9月20日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央病棟1階　11会議室

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和元年9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：令和元年9月27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：「糖尿病昏睡の病態と治療」
療養指導の実際：「血糖自己測定値とアルゴリズムの考え方」
問題演習：「がん治療と糖尿病 血糖コントロールに影響する薬剤」

★第128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10月3日（木）18時から
場 所：富山県立中央病院　５階ホール

★第65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：令和元年9月4日（水）19時から
　場 所：富山県立中央病院中央診療棟3階  35会議室

★第127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9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・懇親会
　日 時：令和元年9月9日（月）19時から
　場 所：ホテルグランテラス富山
　講 演：「CGMを活用した患者の自己管理向上にむけた

  取り組み」内科（内分泌・代謝）
 「がん遺伝子パネル検査について」遺伝診療外来（仮称）

講演後、懇親会があります。
地域連携室へ事前のお申込みをお願い致します。

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：令和元年9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

受傷時レントゲン
（橈骨尺骨の骨折を認める）

内固定術後
（橈骨をプレート固定、尺骨は内固定無し）

創外固定術後

術後 3ヶ月
（尺骨は変形治癒したものの自覚症状無し）
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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
　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
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内 科

川端医師 19日(木)
産 婦 人 科

谷村医師 12日(木)、13日(金)
臼田医師 2日(月)～4日(水)、19日(木) 飴谷医師 2日(月)、4日(水)
赤堀医師 13日(金)、24日(火) 南医師 24日(火)～27日(金)
近田医師 5日(木)

皮 膚 科
八田医師 11日(水）～13日(金)

矢野医師 17日(火) 石井医師 11日(水）～13日(金)
和漢・リウマチ科 渡辺医師 17日(火)、18日(水)、27日(金)

眼 科
山田医師 11日(水)、19日(木)、20日(金)、25日(水)

精 神 科 米澤医師 6日(金)、9日(月)～13日(金) 辻屋医師 13日(金)
脳 神 経 内 科 坂下医師 25日(水)、26日(木)

耳鼻いんこう科
浦本医師 4日(水)～6日(金)

心臓血管外科 村田医師 27日(金)、30日(月) 小林医師 9日(月)～13日(金)、26日(木)、27日(金)

小 児 科
畑崎医師 6日(金)午後

放射線診断科
阿保医師 5日(木)、6日(金)

高桑医師 4日(水)、9日(月) 斉藤医師 27日(金)
外 科 前田医師 30日(月）

歯科口腔外科

中條歯科医師 20日(金)、24日(火)～26日(木)

整 形 外 科
中村(琢）医師 19日(木)、20日(金) 小島歯科医師 27日(金)
橋本医師 13日(金) ※5日(木)、12日（木）、19日（木）の初診は、都合により

受付を10時までとさせていただきます。相川医師 26日(木)

脳神経外科
青木医師 13日(金) 麻　酔　科 吉田医師 6日(金)、10日(火)～13日(金)
佐藤医師 26日(木)

残暑厳しく、寝苦しい日も続いております。地域の先生方におかれましては、
ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
私事ではありますが、今年は中学3 年生の娘が受験生という事もあり、夏の旅
行は見送りました。「夏が勝負！」と勉強に専念できるよう配慮につとめていると
ころではありますが、なかなか集中できない様子。ついつい口出ししたくなってし
まうのですが、人生の試練に立ち向かっている我が子を信じて黙って見守ろうと
決めています。

地域連携室　看護師　福澤広美

編集後記

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：令和元年10月10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10月17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：令和元年10月21日（月）19時から
場 所：富山県立中央病院　5階ホール

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和元年10月24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

★…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。

★糖尿病療養指導のための講習会
日 時：令和元年10月25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：「糖尿病慢性合併症の病態と管理」
療養指導の実際：「糖尿病性腎症透析予防指導の実際」
問題演習：「糖尿病慢性合併症を知るための検査と解釈」

※中央病院病診連携談話会の講演内容を一部変更させて
　いただいております。


