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初秋の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただき感謝致します。
今月の診療科の紹介は、眼科と救命救急センターです。
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眼科スタッフ
後列左より

今泉視能訓練士、須永副主幹、大塚視能訓練士、市井視能訓練士
新庄看護師

前列左より

満保（祐）医師、高辻副医長、山田部長、西野医師

◆診療体制

午後にも手術を行っています。平成 30 年度から医師４人体

今年度から眼科は、山田成明部長、高辻樹理副医長、西

制となり、柔軟な対応ができますので手術日であっても急患

野翼医師、満保祐己医師の４名の常勤医師、非常勤医師３名

の相談や診察は対応可能となっています。今後ともよろしくお

の体制で、外来・入院診療を行っています。外来診療の担当

願いいたします。

は表の通りです。
午前中は外来診療が主で、午後は精密検査、硝子体内注射、

◆診療内容

処置を行っております。手術日は火・水・金の午後と木の午前・

手術を要する白内障・緑内障・網膜硝子体疾患や加齢黄斑

午後です。手術件数の増加にともない令和元年度からは水曜

変性症、糖尿病網膜症、ぶどう膜炎などについての診療を主
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に行っております。専門性の高い角膜移植、眼窩
腫瘍、斜視手術などは大学病院などの専門機関
に紹介しております。
令 和元 年度の手 術件 数は、白内 障手 術 が 約
620 件、硝子体手術が約 210 件、緑内障手術が
約 40 件の計 898 件でした。
緑内障の手術の術式として比較的新しい方法で
あるスーチャートラベクトロミーを行うようになり
ました。
図１

術前眼底写真

図２

術前 OCT 像

◆症例呈示
〈症例１

古い黄斑円孔〉

症例１は 60 歳代の女性です。左眼の視力低下、
歪視があり、古い左黄斑円孔を認めたため当科に
御紹介いただきました。初診時の視力は右眼 0.2
（1.0）、左眼 0.06（0.07）で、左眼の眼底写真、
OCT（眼底三次元画像解析検査）は図 1、２の通
りです。
硝子体手術と白内障手術の同時手術を施行しま
した。BBG（brilliant blue G）という染色剤を眼内
に入れて内境界膜（internal limiting membrane：
ILM）を染色し、黄斑円孔上方の ILM を剥離し
てフラップ状にし円孔の上にかぶせます。眼内に
ガス注入し手術を終了しました。
手術１ヶ月後の OCT を図３に示します。円孔は
まだ閉鎖していませんが、円孔上に ILM が覆って
いることが確認できます。
手術から半年後の OCT を図４に示します。円
孔は徐々に閉鎖し、視力は 0.09（0.5）まで回復
しました。
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図３

術後約１ヵ月の OCT 像

図４

術後約半年の OCT 像

〈症例２

網膜剥離を伴った黄斑円孔〉

症例２は 70 歳代女性です。約 2 ヶ月前から両
眼の霧視があり、右眼に黄斑円孔を認めたため御
紹 介 頂 き ました。 初 診 時 の 視 力 は 右 眼 0.07
（0.07）、左眼 0.5（0.9）で、右眼は黄斑円孔網
膜剥離の状態でした。眼 底写真、OCT を図 5、
6 に示します。硝子体手術と白内障手術の同時手
術を施行しました。BBG を眼内に入れて ILM を
染色し、この症例も難治性であったため黄斑円孔
耳側の ILM を剥離してフラップ状にし円孔の上に

図５

術前眼底写真

図６

術前 OCT 像

かぶせました。眼内にガス注入し手術を終了しま
した。
手術 3 日後の OCT を図 7 に示します。円孔は
閉鎖し網膜剥離も消失しています。上方に見える
影は手術時に注入したガスの残りです。
手術から７週間後の OCT を図 8 に示します。
円孔は完全に閉鎖し、網膜剥離もなく視力は 0.15
（0.3）まで回復しました。
巨大黄斑円孔や強度近視に伴う黄斑円孔、黄
斑円孔網膜剥離などは難治性で治療が難しいと
されてきましたが、2010 年頃より ILM 翻転法が
行われるようになり直りにくかった円孔が閉鎖し、
視力予後が改善してきています。ILM 翻転は、黄
斑円孔周囲の ILM を完全に剥離せずに円孔の縁
で剥離を止め、その後黄斑円孔の縁を起点にして
ILM を翻転し、黄斑円孔全体を被覆する術式です。
高齢化や近視人口の増加に伴い硝子体手術が
必要な症例は今後も増加していくと思われます。
症例の御紹介は、地域連携室を通していただき
ますようお願い申し上げます。急患の場合にはお
電話でご連絡いただけますと幸いです。今後とも
何卒よろしくお願いいたします。
（文責

高辻）

図７

術後早期の OCT 像（上方はガス）

図８
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術後約７週間の OCT 像

診療科の紹介

救 命 救 急センター
◆災害診療
今年の梅雨は例年にない豪雨で各地に多くの浸水・土砂災
害をもたらしました。“線状降水帯” とう今まで聞きなれない
言葉がしっかり耳についてしまった気がします。温暖化の影
響もあり、異常気象による局地的な降水量の増加が各地で見
られています。昨年秋の台風被害も同様に千葉・東北・長野
に大きな被害をもたらしました。当院富山県立中央病院は基
幹災害拠点病院としての役割があり、長野の浸水被害時にも
自分を含め当院の DMAT（災害派遣医療チーム）が出動しま
した。
DMAT は遥か昔からあったのではありません。25 年前の
阪神淡路大震災がきっかけです。この震災の初動体制の遅れ

救急センタースタッフ
後列左から
表寺 Ns、大鋸 Dr、坂田 Dr、吉田初期研修医、坂下初期研修医、
安孫子初期研修医、松井部長
後より 2 列目中央
佐野 Dr、鷹取初期研修医、田中智初期研修医、柿谷 Ns、佐伯 Ns、大浅 Ns、
最前列から 2 列目左から
中 Ns、宮本 Ns、清水 Ns、小坂 Ns、島 Ns
最前列左から
坂上 Ns、荒木 Ns、横山 Ns、酒井上席看護師長、齊藤部長

で本来の救急医療レベルの医療が提供できていれば、
「避け
られた災害死」が 500 名いたという報告がのちにされました。
この救えたはずの命を救うことを目的に阪神淡路大震災を機
に DMAT は発足されました。急性期に機動性を持つ医療支
援チームとして 2020 年 4 月 1 日現在まで全国で 1746 チー
ム、隊員数 15544 人育成されました。当院にも４チーム 24
名在 籍しており県 からの要 請のもと活 動を行っています。
DMAT の役割は、被災地の災害時の医療支援を行うだけで

◆診療体制

なく、自県が被災地となった場合に医療の中核を担うことは

富山県立中央病院の救命救急センターは、齊藤伸介救命

もちろんのこと、各行政機関、消防、警察、自衛隊と連携し

救急センター長を筆頭に、松井恒太郎部長、大鋸立邦医長、

県調整本部を中心とした組織づくりや全国から支援に来た

渕上貴正医長、坂田行巨副医長、佐野勇貴副医長、計６名

DMAT の調整も行ないます。また、非常に多くの傷病者がい

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

る場合に被災地内の医療機関だけでは診療が困難なため、

の総勢１２名の体制で診療・運営を行っています。富山県の

急性期のうちに他県に空輸搬送を行うための調整も行いま

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

す。さらに現在は亜急性期から慢性期の継続した災害医療支

日、24 時間体制をとっています。日本救急医学会の救急科

援を行うにあたり、日本赤十字社の災害救護チームや医師会

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

を中心とした日本医師会災害医療チーム JMAT 等に引き継

急センターで基幹災害拠点病院にも指定されています。今回

ぎ、絶え間ない支援ができるような組織づくりとその教育の

は災害における当院の役割をご説明したいと思います。

一部を担っています。
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昨年秋の台風 19 号での長野県千曲川の氾濫により大きな

防の救急車、自衛隊の高機動車を用いて搬出しました。翌日

浸水被害が起きました。その際に災害医療支援のため当院か

以降も施設に残る入居者の搬出が継続されました。下水が周

らも DMAT が出動しました。その時のお話を少しさせていた

囲の道路に噴出しており汚水の異臭が漂っている状況でした。

だきたいと思います。台風 19 号による被害で、北陸新幹線“か

幸い天候が改善してきていたので施設内もそれほど寒さは感

がやき” が浸水した映像は皆さんの記憶にも残っていること

じませんでした。3 日目からは医療の必要のない介護施設同

と思います。台風 19 号が過ぎ去った 10 月 13 日に長野県か

士の移送となり、その受入れ先の収容人数も少なく、お互い

ら富山県に対し DMAT の支援要請があり、富山大学附属病

条件を合わせる作業が必要なため、スムーズな受入れ先の決

院、厚生連高岡病院とともに富山県として DMAT 三隊が長

定ができない状況でした。そのため 72 名の搬出に留まりま

野県の支援に向かいました。我々県立中央病院として医師 2

した。4 日目も残りの施設入所者の搬出作業が続きましたが、

名・看護師 2 名・調整業務員 1 名・運転手 2 名で病院を夕方

我々は後続の DMAT に業務を引継ぎ、正午に現場活動を終

に出発し、参集場所である長野赤十字病院に交通規制のあ

了しました。我々の発ったこの日で無事に施設の搬出は終了

る中 22 時頃到着しました。長野市内の病院に対する支援は

したという報告を聞き安堵しながら帰路につきました。病院

長野県の DMAT により日中で終了しており、浸水地域の介

に到着すると病院長含め多くの方々に出迎えていただきまし

護施設の状況把握を行っているところでした。私は単なるイ

た。多くの皆様の支えのもと無事任務を遂行できたことを感

チ DMAT 隊員ですが、東日本大震災も経験した当時のこと

謝いたしました。

を考えると、規模の違いこそあれ発災当日の日中にすでに被

最後に、我々 DMAT が今までの活動を通じて皆さんにお

災地の病院の把握を行い、患者移送が必要な病院のリストと

伝えしたいことがあります。現在のコロナ禍においても災害は

その移送業務が完了していることに、DMAT という組織が進

引き続き起きており、あまり災害が起きないとされている富山

化を続けていることに感心致しました。これも EMIS（広域災

でも十分に可能性はあります。災害対策はもちろん社会とし

害救急医療情報システム）というインターネット通信を利用

て取り組むべきことだと思いますが、個人個人も意識を高め

した情報収集システムの構築の賜物だと思われます。

る必要があります。避難所のスペースは限られるため他者と

長野に着いて与えられた任務は、約 270 名もの入所者のい

の一定の距離をとることが困難になるかもしれません。平時

る介 護 施 設 が浸 水していることが 判 明したため、 岐阜県

からのマスクや消毒薬、体温計の準備が必要となるでしょう。

DMAT の二隊とともに、その施設の医療と搬送の必要性があ

避難所でのソーシャルディスタンスを気にされて車中暮らしを

るかを確認しに行くことでした。深夜にもかかわらずその施

される方が増えることが予想されます。深部静脈血栓症は発

設に向かうこととなりました。日中の浸水時には水位が 1 階

災 1 日目でも発生すると言われ長期化すればもちろん注意が

の天井の高さまで達していたため周囲は停電した状態でした。

必要です。その予防に対する水分摂取と運動が重要になって

我々がその施設に到着した時には踝ぐらいまで水位が引いた

くることでしょう。命にかわるものはありません。賢明な避

状態でした。施設の被害状況と搬送の必要な方がたくさんい

難行動と普段から防災意識をもって準備しておくことが大事だ

る事を確認報告し、その晩は施設駐車場で車中泊しました。

と思われます。

翌日の日の出とともに入所者の搬出準備に取り掛かりました。
施設長より搬出優先者を 80 名選出されており、被災施設の
悪環境で体調の悪化が懸念される 39 名を追加し計 119 名
を長野市内および近郊の病院に DMAT 医療救急搬送車、消
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（文責

松井）

お 知 ら せ
１

連携談話会・症例検討会のご案内
10月 開 催 予定

11 月 開 催 予 定

★第 136 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10 月1日（木）18 時から
場 所：富山県立中央病院 ５階ホール

★第 137 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11月5 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：令和 2 年10 月 8 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 2 年11月 9 日（月）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：令和 2 年10 月12 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11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

富山県立中央病院リウマチ・和漢診療科症例検討会
日 時：令和 2 年10 月23 日（木）19 時から
場 所：富山県立中央病院 ５階ホール

★第 109 回 漢方症例検討会
日 時：令和 2 年11月27 日（金）19 時から
場 所：富山県立中央病院 先端医療棟棟会議室１・２

富山県立中央病院臨床病理例検討会
日 時：令和 2 年10 月29 日（木）18 時 30 分から
場 所：富山県立中央病院 ５階ホール
内 容：意識の変動が目立ったパーキンソン病の一部検例

★…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。

換気、手指消毒、ソーシャルディスタンス確保、環境整備を
徹底して実施いたします。

2

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。
科 名

医師名

心臓血管外科

上田医師

5日(月)

中村医師

8日(木)、9日(金)、21日(水)〜23日(金)

舩木医師

9日(金)

池田医師

2日(金)、19日(月)、20日(火)

青木医師

2日(金)

整 形 外 科
形 成 外 科
脳神経外科

編集後記

神宮字医師

不 在 日

科 名

眼

医師名

科

耳 鼻い んこう科
放 射線診断科

26日(月)

山田医師

不 在 日

19日(月)午後、28日(水)

石川医師

5日(月)、8日(木)

小林医師

5日(月)〜7日(水)

阿保医師

12日(月)PM

※不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。

初秋の候、
皆様いかがお過ごしでしょうか。子供達の夏休みは、
新しい生活様式を踏まえて、
恒例の行事も中止となりました。
眠い目をこすりながらのラジオ体操、プールで歓声をあげながら水をかけあう姿、いつもの夏の風景は、昭和、平成の残像
のようになる時代となったのかもしれません。アメリカでは、アバターを使った VR の会議が好評だったとか（ニュースでみ
ました）
。 時代に遅れないように、まずは、ZOOM から始めようと思います。

「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
○代表電話
○予約専用

地域連携室

076（424）1531／内線3177
076（491）7160 ○ＦＡＸ 076（491）7109

（地域連携室社会福祉士

山下 絵理子）

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
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