
【A. 診療体制】
　今年 8 月から小児科のスタッフは、畑崎、五十嵐、二谷、
藤田、伊奈、東山、嶋尾、高桑、森、中川、宮澤、笠
原の 12 人となりました。外来診療表は、表 1 のとおり
で運営しています。今後ともよろしくお願い申し上げます。
　午後は原則として専門外来で、畑崎（心疾患）、五十嵐

（内分泌、糖尿病）、二谷（新生児）、藤田（心疾患）、伊
奈（新生児）、東山（新生児）、嶋尾（新生児）、高桑（腎臓）
です。また、木曜日午後は乳児健診です。ただし、紹介
患者は毎日午前、午後とも受け付けます。

【B. 病診連携症例検討会についての話題】
　毎月第４木曜日午後 7 時から、中央病棟 B1 階会議室にて病診連携症例検討会が開催されています。会場は
中央病院ですが、富山市民病院、富山赤十字病院、富山済生会病院、中央病院が順番に会を担当し、富山医療
圏の開業医の先生方と病院の先生方との貴重な交流の場となっています。この会には、富山医療圏の開業医の
先生方と病院の先生方とが参加し、開業医の先生方と勤務医の先生方の貴重な交流の場ともなっています。話題
はいつもありふれた疾患についての報告や検討が多いのですが、ざっくばらんに意見が飛び交い、打ち解けた雰
囲気での勉強会となっています。今後もより充実した勉強会にしていきたいと思っています。先生方の御参加をお
待ち申し上げております。
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

小児科

晩秋の候、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、小児科と神経内科です。

小児科スタッフ
後列左より　高桑医師、嶋尾医長、藤田部長、東山医長、二谷部長、中川医師、宮澤医師、

伊奈医長、笠原医師
前列左より　谷研修医、畑崎部長、五十嵐部長、田口研修医

月 火 水 木 金
午前１診 畑　崎 五十嵐 高　桑 藤　田 五十嵐

午前 2診 五十嵐 藤　田 畑　崎 五十嵐 畑　崎

午前 3診 高　桑 畑　崎 五十嵐 畑　崎 高　桑

午後1診 畑　崎 畑　崎 畑　崎 健　診 畑　崎

午後 2診 五十嵐 五十嵐 五十嵐 健　診 五十嵐

午後3診 高　桑 藤　田 高　桑 健　診 藤　田

午後5診 伊　奈 二　谷 二　谷 健　診 東　山

表 1



【C. 最近の話題】
　今年 8 月に開催された病診連携症例検討会ではヒトパレコウイルス（HPeV）感染症が話題となりました。当院
からは HPeV3 型による筋炎の 2 例の報告があり、富山赤十字病院からは HPeV 感染の新生児 2 例の報告があ
りました。筋炎の 2 例はともに歩行困難と筋原性酵素の上昇があり、MRI にて腓腹筋の信号変化を認めました。
症状は数日内に自然軽快しています。新生児例は、1 例は無菌性髄膜炎、もう1 例は敗血症様症候群でした。い
ずれも HPeV2 型によるもので、治療としては IVIG の投与などが行われています。

　HPeV 感染症の概要をお示しします。パレコウイルスはピコルナウイルス科に属し Parechovirus=” para-” （類
似の）+ “echovirus”（エコーウイルス）という意味です。主に小児に胃腸炎や呼吸器疾患を起こすウイルスであり、
エンテロウイルスに比較して，低年齢からの検出が目立つが中枢神経
症状は少ないと言われます。表 1に HpeV の主な型と臨床像を示しま
す。胃腸炎患者，呼吸器疾患患者の便検体から多く検出（全体の
67%）され、1 型は胃腸炎患者から、3 型は呼吸器疾患患者から多く
検出される傾向があります．図 1に、過去 6 年間の月別 HPeV 分離・
検出報告数を示します。3 型が多く、　2 ～ 3 年毎に流行が反復してい
ることがわかります。感受性対象者に感染拡大→感染収束＆感受性者
再増→感染再拡大していることが推測されます。図 2 にその HPeV3
型感染の年齢別の症状を提示します。特徴的な皮膚所見も併せて示し
ます。最後に 2016 年　富山県 HPeV3 検出 8 症例を表 2 に提示し
ます。このように HPeV 感染症はさまざまな病態を呈しますが、日常
診療上に出会う可能性は十分にあり、頭の片隅に入れておくべき疾患
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表 1
糞便検休からの症状別検出数（愛知県）

図 1
過去 6年間の月別HPeV分離・検出報告数

表 2
2016 年　富山県HPeV3 検出例

図 2
HPeV3 型
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【A. 診療体制】
　常勤の島と小松、金沢大学から非常勤の濱口（金曜午前・
隔週）で神経内科を運営しています。3 人とも日本神経学
会の専門医です。当院の仕事量を 2 人でこなすのは困難
なため、初診の患者様を御紹介頂く際には、地域連携室
を通じて外来予約をお願い申し上げます。予約時に紹介状
をあらかじめファックスなどでいただくと助かります。紹
介状を持参された場合、予約を取っていただき、当日の診
察はできない可能性もあります。日中にご紹介の脳血管
障害その他の急性期疾患は救急部で初期対応させて頂き
ます。判断に迷う症例については、個別に相談いたします。
よろしくお願いいたします。

神経内科外来（2Aブロック）

　紹介状は、担当医あてで個人名は必要ありません。また当方の都合により初診の医師が変更になることもあり
ます。ご了承いただけますと幸いです。
　金曜日の 2 診は、第 1，3，5 週は島、第 2，4 週は濱口が担当致します。

【B. 診療内容】
　救急搬送としては脳血管障害が多いため、脳神経外科と協力して脳卒
中担当を決め、脳梗塞、脳出血の症例に対応しています。神経内科の救
急疾患は、脳炎、髄膜炎といった、神経感染症、ギラン・バレー症候群、
CIDP のような脱髄性疾患、重症筋無力症、多発性硬化症、筋炎、てん
かんなどがあります。外来通院患者様は、パーキンソン病に代表される
変性疾患、筋萎縮性側索硬化症などの神経難病が多いのが特徴です。脳、
脊髄、末梢神経、神経筋接合部、筋肉と、扱う疾患の局在が多肢に渡り、
問診による病歴聴取、系統的な神経診察を丁寧に行うことで局在を推測
し、それに見合った検査を行います。
　血液、頭部 MRI などの画像検査に加え、神経伝導速度、筋電図などの電気生理検査、神経・筋生検といった検
査がありますが、往々にして、相応の所見がなく、診断に苦慮することもあります。脳神経領域は未知の部分が多い
分野で、原因が特定できない疾患や治療法が確立していない疾患が数多くあります。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

神経内科

神経内科スタッフ
後列左より　蓬田研修医、宮田看護師長、中田看護師
前列左より　森医師、島医長、小松医長

月 火 水 木 金
初診 島 島 小　松 小　松 小松、島/濱口

1診 小　松 小　松 小　松

2診 島 島 島/濱口

なのかもしれません。また HPeV3 型の中和抗体保有率が小学校入学前までにかなり上昇することから、多くの小
児が小学校入学前に HPeV3 型に罹患することが予測されます。

（文責：畑崎）



【C. 話題提供・症例提示】
　一般内科で行う検査（採血、CT、MRI など）では診断困難な症例について、今年当院で経験した症例の一部
を提示いたします。

症例1：70 歳代男性
＜主訴＞四肢筋力低下
＜現病歴＞
数日前から両手指の巧緻性の低下を認め、箸が使えなくなった。握力低下の自覚から、近医整形外科受診も原因
不明。その日の夕方から両下肢脱力を来たし、階段が上りづらくなった。翌日布団からの立ち上がりができなくな
り、当科受診。
＜診察＞四肢筋力低下、反射高度減弱、病的反射陰性
→ここまでの情報で・・発症様式：急性発症、局在：末梢神経　ギラン・バレー症候群を疑い追加の問診で、2
週間前に下痢をしたとのこと。
＜検査＞末梢神経伝導速度で軸索障害の所見、腰椎穿刺で髄液細胞数正常、蛋白正常
＜診断＞採血で抗ガングリオシド抗体陽性が後日判明。先行感染があった事から、おそらくカンピロバクター感
染症後の、軸索障害型ギラン・バレー症候群と診断した。
＜治療＞ IVIg2 クール（2 回目はステロイドパルス併用）、血漿交換 4 回施行。歩行器歩行で進行は止まり、リハ
ビリ転院
＜ポイント＞先行感染の問診が重要。ギラン・バレー症候群は脱髄型だけではないこと。
初期の段階では髄液蛋白細胞解離は診られない。

症例 2：70 歳代女性
＜主訴＞複視、眼瞼下垂
＜現病歴＞
　数日前起床時からの複視出現。翌日眼瞼下垂、複視の悪化で近医眼科受診。視力正常、複視、眼瞼下垂を認
めたため、当科紹介受診。
＜診察＞両側眼瞼下垂、遠方での複視あり。粗大筋力正常。反射正常。
→ここまでの情報で・・発症様式：急性発症、局在：筋肉、筋接合部。追加の問診で、夕方に眼瞼下垂の悪化認
め、日によって程度は異なるとのこと。
＜検査＞アンチレクス注射で眼瞼下垂、複視の一時的改善、頭部 MRI 異常なし。反復刺激筋電図で眼輪筋
waning あり。後日抗 AChR 抗体陽性。胸部 CT で胸腺腫あり。
＜診断＞眼筋型の重症筋無力症→全身型となり、後日クリーゼで HCU 管理
＜治療＞クリーゼの管理→胸腺腫手術後 IVI →ステロイド
＜ポイント＞日差、日内変動のある眼瞼下垂、複視の問診。

症例 3：70 歳代女性
＜主訴＞視力障害、ふらつき
＜現病歴＞
　1ヶ月前に転倒で救急部受診、軽度の意識障害あるも四肢粗大筋力は保たれていた。頭部 MRI で異常なし。1
週間後から転倒、その後から両視力低下の訴え、食事摂取不良を認めた。視力低下あるために当院脳神経外科に
紹介、診察で視力低下、ふらつきがあり、頭部 MRI で異常を認めず、当科紹介。
＜診察＞視力低下、失調症状あり。
→ここまでの情報で・・発症様式：亜急性発症で進行性、局在：大脳皮質　皮質盲が疑われ、クロイツフェルト
ヤコブ病、脳炎を考えた。
＜検査＞当初頭部 MRI 異常なし→入院フォローアップで頭部 MRI 皮質の DWI リボン状の高信号、後日脳波で
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PSD、髄液 tau、14-3-3 蛋白陽性
＜診断＞クロイツフェルトヤコブ病
＜治療＞当初脳炎も鑑別に上がり、ステロイドパルス 2 クールも効果なし。
＜ポイント＞初発の CJD は MRI、脳波で異常なし。病歴で急速に進行する認知症、意識障害の時に考慮。

（文責：島）
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初診時MRI　DWI 　入院後MRI　DWI
　( 皮質にリボン状の高信号 )

脳波　PSD

　10 月 10 日当院 5 階ホールにおいて、ホスピス緩和ケア週間にちなんだイベントを開催し、患者や家族
ら約 40 人が来場されました。内容は緩和ケアチームメンバーによる寸劇を行い、がん治療中の患者が主
治医、緩和ケアチーム医師・看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリ、退院支援看護師らと相談し、在
宅療養に向けて取り組む様子を紹介しました。相談コーナーでは、緩和ケア病棟や緩和ケアチーム、終末
期心不全の緩和ケアについて情報提供しました。来場者からは、「緩和ケアは怖いイメージがあったけど、
寸劇はわかりやすく色々な人に相談にのってもらえることがわかった。」との感想が聞かれました。
　このイベントを通して、早期から多職種チームが関わることで、緩和ケアを身近なものに感じてもらえた
らと願っています。

（文責：緩和ケアセンター  川部）

ホスピス緩和ケア週間
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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

気象庁の発表によると、今冬は２年ぶりにエルニーニョ現象が発生して暖冬になるよ
うです。昨冬は大変な大雪で除雪車が正午を過ぎても来ず、出勤できなかった日が２
日もありましたが、今冬はその心配はないようです。

暖冬予報で心配になるのが雪不足ですが、スキーが趣味なのでゲレンデだけでも平
年並みの積雪になるように、毎夜、雪の女王にお願いしながらワックスがけをして、銀
色のシーズンの到来に備えています。

（医事課　西野）

12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
精 神 科 野原医師 19日(水)午後

産 婦 人 科
舟本医師 5日（水)～7日(金)、14日(金)、20日(木)

呼吸器外科
伊藤医師 ７日（金）、27日（木）、28日（金） 谷村医師 6日（木）、7日（金）
新納医師 28日（金）

歯科口腔外科
中條歯科医師 7日（金）

外 科
加治医師 7日（金） 小島歯科医師 3日（月）
松井医師 12日（水）午後 放射線治療科 豊嶋医師 14日（金）、17日（月）
柄田医師 7日（金） 緩和ケア科 竹川医師 7日（金）

編集後記

★第49回富山県立中央病院臨床病理検討会（CPC）
　日 時：平成30年12月11日（火）19時から
　場 所：先端医療棟3階会議室
　内 容：「呼吸不全と腔水症により出生後早期に死亡した新生児の2例」

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成30年12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

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成30年12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：「他の疾患に伴って発症する糖尿病（二次性糖尿病）」
　問題演習：「血糖測定に影響するさまざまな因子」
　事例から学び実践へ：「血糖自己測定値とアルゴリズムの考え方」

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

★在宅緩和ケア懇話会
　日 時：平成30年12月4日（火）18時30分から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

★第118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12月6日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

富山県放射線治療談話会
　日 時：平成30年12月7日（金）19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12月10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
　日 時：平成30年12月10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


