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診療科の紹介 精神科

精神科外来スタッフ
後列左より：大口副医長、永井副医長、関医師、瀬尾医長
前列左より：米澤部長、野原部長、水上看護師

酷寒のみぎり、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、精神科と内科（内分泌・代謝）です。

外来受診表
月 火 水 木 金

１診（午前・初診） 大口 野原 永井 米澤 関

２診（午前・再診） 関 － － 関 大口

２診（午後・再診） 関 永井 野原 関 米澤

３診（午前・再診） 米澤 大口 大口 － 野原

３診（午後・再診） 瀬尾 大口 － 永井 －
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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　旧年中は地域医療連携にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。地域連携室は1階正面玄関を入っ
てすぐの左のフロアにあり、スタッフ一同、病院の表看板と自覚して業務を行っています。
　地域連携室では先生方からの紹介受診の電話・オンライン予約受付、医療施設からの転院調整、患者さん
が利用される医療機関や介護・福祉施設などとの調整、様々な申請の手続きなど多岐にわたる業務を行って
います。

　昨年は地域の先生方へ患者さんを紹介する際に、患者さん・ご家族の参考になるように承諾いただいた先生方施設の御紹介
リーフレットを作成しました。地域連携室の前にリーフレット棚を設置してありますが、リーフレットの消費ぐあいをみると、
患者さんは自由に持っていただいて活用しているようです。
　本年も地域と本院の結びつきの架け橋として頑張りますのでよろしくお願いいたします。　

新年挨拶 地域連携室長   酒 井 明 人



◆診療体制
　精神科（以下、当科）では現在、野原茂部長、米澤峰男部
長、瀬尾友徳医長、永井貴裕副医長、大口善睦副医長、関
有里沙医師の 6 名が外来診療および入院診療を担当していま
す。内、4 名が精神保健指定医です。外来診療は表のとおり
です。
　初診の患者さんは 1 診で診察しています。初診では一人当
たりの診察時間が長く、時として患者さん方を長くお待たせし
てご迷惑をおかけすることがあります。ご紹介の際には、患
者さん方によろしくお伝えくださいますようお願い申しあげま
す。2 診、3 診が再診の患者さんの診察をしております。
　入院診療については、平成 29 年 11月より、中部地方とし
ては初めてとなる精神科救急合併症入院料算定病棟を稼動し
ております。この病棟は精神科ではもっとも高規格の病棟で、
当科では、措置入院、緊急措置入院、応急入院、身体合併
症入院（精神障害に身体疾患が合併した症例）などの精神科
における重症例を多数受け入れております。
　患者さんが退院され安定された後は逆紹介することも多く、
地域の先生方との協力体勢の充実をはかっております。今後
とも、ご協力の程よろしくお願いいたします。

◆診療内容
　診療対象は精神科全般で、各種精神疾患の初期診断と初
期治療を行っています。特に、当院には救命救急センターも
あることから、精神科救急・急性期治療の対応と充実をはかっ
ています。さらに、当院は県内の精神科救急医療システムに
おいて、最も多く輪番に入っており、また、身体合併症を担
当する基幹病院にもなっています。そのため、身体合併症の
治療や、他の診療科で治療を受けておられる方の精神医療的
なサポート（せん妄、緩和ケア、周産期など）など、他の診
療科との連携にも力を入れております。最近では、産後うつ
病など、周産期の方の精神的な問題についてご紹介いただく
ことも増えて来ております。なお、現在、当科には 2 名の精
神腫瘍学指導者がおり、1 名の精神科医は臨床心理士ととも
に緩和ケアチームにも関わっています。
　さらに、当科には、富山県内の総合病院において唯一、児
童精神科医が常勤しているため、児童思春期の症例をご紹介
いただくことも多くなっております。以下の表に示しますとお
り、思春期、青年期における死因の第 1 位は自殺となっており、
精神疾患が背景にある場合もあります。そのため、児童思春
期の精神疾患の対策は重要となっております。次に当科にて
対応した思春期の症例の実際について提示したいと思います。

◆症例
【はじめに】　近年、児童・思春期のうつ病が一般に認識され
ているよりも多く存在することが明かになっています。一般人
口における児童・思春期のうつ病の有病率（6 ヶ月有病率）は、
児童期で 0.5 ～ 2.5％、思春期で 2.0 ～ 8.0％と言われてい
ます。今や児童・思春期のうつ病を正確に診断し、適切な治
療と予防を行うことが重要となっています。
　今回、地域の先生からご紹介いただき、治療介入が有用で
あった思春期うつ病の症例について呈示いたしたいと思いま

す。なお、症例の匿名性確保のため医学的事実を損なわない
範囲で細部を適宜改変してあります。

【症例】　10 歳代　女性
【診断】　思春期うつ病
【主訴】　死にたい
【現病歴】
　学校での人間関係から悩むようになり、抑うつ気分、不安、
焦燥、拒食など出現し、うつ病、摂食障害で近医にて通院

− 2− − 5−



◆診療体制
　内科（内分泌・代謝）部門は現在、赤堀　弘部長、圓山泰
史副医長の常勤医３名（１名は休職中）と非常勤医が専門外
来診療を担当しています。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。
　外来に併設しております在宅療養支援室および学習ルーム
では、個別指導のほか 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。さ
まざまな事情により教育入院ができない方にも外来通院にて

充分な療養指導ができるよう取り組んでおります。生活習慣
病についての指導を必要とする方や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。
　外来担当は表のとおりです。

初診日は月曜日、火曜日です。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。

◆診療内容
　内分泌疾患：下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎疾患、そ

加療を受けていました。高校受験を控えストレスのためか、
うつ症状は増悪、希死念慮も出現し大量服薬による救急受診
や短期入院を繰り返す様になったため、当院精神科に紹介入
院されました。

【入院後経過】
　入院後、ミルタザピン 15 ｍｇの投与を開始いたしました。
その後、「波はあるけど割に気分は良くなった、夜も寝るよう
になってきた」と述べました。以降も、「まあまあ調子は良い
感じ」と話し、病棟内で受験勉強も行えるようになりました。
外泊にて、高校入試試験も無事受けることが出来、「無事試
験を終えることが出来て安心した。春休みは友人と遊びに行
きたい」と話しました。状態も安定、退院希望もあり、当科
退院といたしました。

【外来経過】
　外来でも、時に過食を認めましたが、比較的安定、高校も
休まず通学も出来ていました。高校は無事卒業、県外の大学
に進学したため、大学近くの心療内科クリニックに逆紹介とし
当科終了といたしました。

【考察】
　症例は、思春期うつ病の患者で、対人関係のストレスから
うつ症状が出現し、その後、食行動の問題、不安、焦燥、衝
動行為、自殺企図など認めるようになりました。特に受験の
ストレスから、症状の増悪を認めたと考えられました。
　本症例は、ミルタザピンを投与したところ、徐々に状態は
安定されました。ミルタザピンは、ノルアドレナリン作動性・
特異的セロトニン作動性抗うつ薬（NaSSA: Noradrenergic 
and Specific Sertonregic Antidepressant）といわれる新
規抗うつ薬の一種で、セロトニン系のみならずノルアドレナリ
ン系にも作用することで抗うつ効果を示します。また、新規
抗うつ薬の中では、児童・思春期のうつ病患者において焦燥
や攻撃性を来たすリスクが比較的少ないといわれており、本
症例のような思春期で衝動性が高い症例にも用いやすいと考
えられました。

　日頃より、地域の先生方には多くの患者さんをご紹介いた
だき誠にありがとうございます。今後とも連携いただきたく、
よろしくお願い致します。

（文責：野原、永井）

診療科の紹介 内科（内分泌・代謝）

内科（内分泌・代謝）スタッフ
後列左より　浦辺看護師（糖尿病療養指導士）、吉川看護師（糖尿病療養指導士）、
　　　　　　橋爪外来看護師長
前列左より　圓山副医長、赤堀部長、森田研修医

外来受診表
月 火 水 木 金

１診（午前・午後） 大貫 赤堀 大貫 赤堀 赤堀

２診（午前・午後） － － 圓山 圓山
（午前） 圓山
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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 200 ～ 250 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。
また下垂体や甲状腺、副甲状腺、副腎疾患の診療にも積極
的に取り組んでおります。甲状腺結節に対してはエコーガイ
ド下甲状腺穿刺吸引細胞診を行い良・悪性の鑑別および定期
的フォローアップを行っており、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御紹介くださ
い。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。内分泌学的ホルモン検査を行っていただき疑わしい方が
おりましたら精査目的に御紹介いただければ幸いです。

◆話題提供
～「標準体重」から「目標体重」へ

（糖尿病診療ガイドライン2019）～
　3 年ぶりに日本糖尿病学会の糖尿病診療ガイドラインが改
訂され「糖尿病診療ガイドライン 2019」が刊行されました。
最も注目すべき今回の変更点は、「目標体重」という言葉が
使われるようになった点です。総エネルギー摂取量を設定す
る際、これまでのガイドラインでは body mass index（BMI、
kg/m2）が 22 となる「標準体重」を用いていました。今回
の改訂では「標準体重」という言葉が「目標体重」と言い換
えられ、65 歳未満の方ではこれまで通り BMI 22 として、一
方 65 歳以上の方では BMI22 ～ 25 と幅を持たせています。
最近の日本人におけるエネルギー消費量の調査結果や糖尿病
患者における BMI と総死亡率の関係、さらに高齢者における
フレイル予防などが考慮されたものと考えられます。

　なお血糖降下薬の選択に関しては、昨今、アメリカ糖尿病
学会とヨーロッパ糖尿病学会が発表したコンセンサスガイド
ラインではメトホルミンを第一選択薬とすることが踏襲され、
さらに最近のエビデンスに基づいて SGLT2 阻害薬と GLP-1
受容体作動薬の差別化を図ったアルゴリズムが示されました。
さらに昨年 9 月に発表されたヨーロッパ心臓病学会とヨー
ロッパ糖尿病学会の共同によるガイドラインでは心血管病の
既往あるいはハイリスクの患者では第一選択薬として SGLT2 
阻害薬もしくは GLP-1 受容体作動薬の使用が推奨されてい
ます。しかしながら、日本人と欧米人では 2 型糖尿病の病態
やライフスタイルが異なることなどから、我が国の「糖尿病
診療ガイドライン 2019」では「薬物の選択は、それぞれの
薬物作用の特性や副作用を考慮に入れながら、各患者の病
態に応じて行う」という従来のステートメントが踏襲されまし
た。

（文責：赤堀　弘）

◆症例呈示
【症例】30 歳代　女性
【経過】特記すべき既往歴、嗜好歴なし。家族歴は姉に橋本病。
X 年 4 月頃より著明な高血圧（収縮期血圧 180mmHg 以上）
や頭痛を自覚するようになり、近医内科を受診し本態性高血
圧症の診断で ARB が開始された。頭痛に関しては、内科疾
患は否定的とされ、月経困難症によるものとの診断で、A 病
院産婦人科に紹介となった。LEP（月経困難症治療薬の総称）
で加療を行なっていたが、X+1 年 4 月、右下腿痛が出現し、
精査にて LEP による副作用と思われる右下肢静脈血栓、肺
動脈血栓塞栓を認め、抗凝固療法を施行された。その際の
CT にて両側副腎腫大あり、精査加療目的に当科紹介となっ
た。

【 現 症 】 身 長 168.4cm、 体 重 63.5kg、BMI22.4、 血 圧
119/84mHg、脈拍 69/min、満月様顔貌や赤色皮膚線状、
野牛肩などのクッシング徴候を認めず

【検 査 所見】空 腹 時血 糖 値 126mg/dL、HbA1c 5.8％、
ACTH 17.8pg/mL( 基準：7.2 ～ 63.3) 、コルチゾール 8.6
μ g/ｄ L（基準：4.5 ～ 21.1）、レニン活性　17.7ng/mL/
hr( 基準：0.2~3.9)、アルドステロン 9.5ng/dL( 基準：3.6
～ 24)、尿中アドレナリン 212.8 μ g/day( 基準：3 ～ 41)、
尿中ノルアドレナリン 1459.6 μ g/day( 基準：31 ～160)、尿
中ドーパミン 3094.9 μ g/day（280 ～1100）、尿中メタネフ
リン 2.53mg/day( 基準：0.04 ～ 0.08)、尿中ノルメタネフ
リン 3.21mg/day( 基準：0.10 ～ 0.28)、※ 血算、生化学
検査に異常なし

【経過】123I-MIBG シンチグラフィでも両側に集積を認め、
両側褐色細胞腫の診断に至り、発作性の高血圧や頭痛も本
症によるものと考えられた。多発性内分泌腫瘍症を疑う家族
歴や副甲状腺機能亢進症、甲状腺髄様癌は認めず褐色細胞
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腫の散発例とし、αブロッカー開始後に手術の方針となった。
【まとめ】頭痛の鑑別は多岐にわたりますが、本例のように月
経困難症の一症状とされる中に褐色細胞腫が存在しているこ
ともあります。2018 年に日本内分泌学会より、褐色細胞腫・
パラガングリオーマの診療アルゴリズムが改訂され、スクリー
ニングとして随時尿中メタネフリンや血中カテコールアミンが
正常上限の 3 倍以上であれば褐色細胞腫の疑いとされていま
す。頭痛や動悸の鑑別に本疾患を挙げることが診断のきっか
けとなります。褐色細胞腫が疑われる症例や診断に迷う症例

がございましたら当院までご紹介よろしくお願い申し上げます。
（文責：圓山泰史）

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。

　令和元年 11月 26 日 ( 火 )、当院 5 階ホールで病院・地域の医療者、介護関係者が集まり、在宅緩和ケア懇話会を開催しま
した。今回は、院外 27 名、院内 33 名、計 60 名の参加があり、事例報告会とグループワークを行いましたので報告します。

【事例報告】
　80 歳代男性肺癌、妻、子の 3 人暮らし。
　肺癌と診断され、化学療法すすめられたが積極的治療は希望されず、かかりつけ医に通
院中。
　疼痛などの症状増悪時に、緩和ケア病棟へ入院し症状緩和を行ない、在宅緩和ケアチー
ムと連携しました。複数回の入退院を経て、発病から約 6 ヶ月後に自宅看取りとなりました。

　事例は、がん診断後に本人が「抗がん剤治療しない」こと
を決め、さらに「家で過ごしたい」と希望して在宅療養とな
りました。家族は、病状進行するなかで自宅で過ごすのか
入院するのかギリギリまで迷われ、亡くなる数日前に自宅で
最期まで過ごすことを決心されました。
　誰でも、いつでも、命にかかわる大きな病気やケガをす
る可能性があります。もしもの時のために、私たちが望む医療やケアについて、家族などの代理意思決定者や医療・ケアチーム
と何度も話し合うことを大切にしたいと思います。

（文責：緩和ケアセンター　川部）

【腹部造影 CT】
両側副腎腫大あり、AIMAH を第一考えるが左副腎病変の一
部では比較的多血性であることより褐色細胞腫が鑑別に挙
がる。

【発表事例から学んだこと】
・患者さんやご家族に寄り添い、話しをしっかり聴き、気

持ちの変化を捉えていくことが大切だと感じた。
・何かあれば、いつでも入院できる保証があったので、患

者、家族は安心して過ごすことができた。
・病院側の受け入れ体制があれば、患者・家族だけでなく

在宅チームも安心する。
・在宅への退院支援では、患者・家族に安心感を与える関

わりが重要だと感じた。

【グループワーク】
「終末期患者への治療や療養場所の選定に対する意思決定支援」

～病院や地域での取り組みについて意見交換～
・初めて関わるとき、キーパーソンは誰か、本人が頼れる

人は誰か確認している。
・症状や気持ちは変わっていくが、いつでも支援できるこ

とを声かけしていく。
・本人が、どのようにして過ごしたいのか、気持ちを引き

出すような支援を行なっている。
・家族が悔いのないように、支援することが大切。
・病期の受け止め方、希望、死に対するイメージは聞きに

くい。本人や家族の思いにズレがある。
・末期患者への声かけは難しい、どのような声かけをすれ

ばよいのか戸惑う。
・家族と疎遠の場合、患者個人を支えるサービスを調整し

ていく。

第20回　在宅緩和ケア懇話会開催報告
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新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、地域連携室だよりをお読みいただき厚くお礼申し

上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今号から紙面のデザインを刷新しました。基調色を紅

色系に変更し、表紙にはドクターヘリの写真を掲載しました。
見やすく、読みやすくなるようレイアウトも見直しましたが、い
かがでしょうか。

今後とも、地域の先生方との連携がより一層緊密なものとな
るよう情報発信に努めてまいりたいと思います。

（医事課　西野）

科　　名 医　師　名 不　　在　　日
内 　 　 　 科 丸山(美）医師 7日(金)
整 形 外 科 中村(琢）医師 20日(木)、21日(金)
産 婦 人 科 谷村医師 20日(木)、21日(金)、27日(木)、28日(金)
眼 科 山田医師 26日(水)

歯科口腔外科 ※20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。

※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月の外来診療に関する医師不在日は、
下記のとおりです。

2

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　https://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　○ＦＡＸ　076（491）7109
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連携談話会・症例検討会のご案内１
2月開催予定 3月開催予定

★第132回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード　
　日 時：令和2年2月6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2年2月10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2年2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

★第8回　緩和ケアセンター公開講座・ワークショップ
　日 時：令和2年2月15日（土）13時から15時
　場 所：富山県立中央病院　5階ホール
　対 象：全ての医療者、患者および家族、その他希望者
　内 容：ご存じですか「人生会議」　みんなで始めてみませんか
　　　　 講演・DVD上映・ワークショップ

★富山県立中央病院がんセンター部キャンサーボード
　日 時：令和2年2月17日（月）18時30分から
　場 所：富山県立中央病院　５階ホール

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：令和2年2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

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和2年2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

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：令和2年2月28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：「1型糖尿病治療Up Date」
　問題演習：「歯周病と歯の衛生管理」
　療養指導の実際：「インスリンポンプ療法(ＣＳⅡ/ＳＡＰ)と指導の実際」

★がん就労支援講演会（公開）
　日 時：令和2年3月3日（火）19時から
　場 所：富山市医師会館健康管理センター

★第133回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：令和2年3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
　日 時：令和2年3月9日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院　5階ホール

★第67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2年3月11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

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：令和2年3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

★第107回　漢方症例検討会
　日 時：令和2年3月13日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院　中央診療棟 1階11会議室

胸部レントゲンカンファレンス
　日 時：令和2年3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

小児科病診連携症例検討会
　日 時：令和元年3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2年3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:「糖尿病に関する疫学調査」
　問題演習：「経口糖尿病薬のリスクマネジメント」
　療養指導の実際：「独居・高齢者糖尿病患者への支援」

★…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。

お 知 ら せ


