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診療科の紹介 整形外科

後列左より　山本副医長　中林看護師　香川医長　相川医長　中村部長　大村看護師
前列左より　笹川医長　丸箸部長　舩木医長　竹本医師　吉田医師（研修医）

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。
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、整形外科と腫瘍内科です。

外来受診表
月 火 水 木 金

１診
（初診）

山本
（手）

相川
（足）

笹川
（脊椎）

中村
（関節）

丸箸
（スポーツ関節）

2 診
（初診）

中村
（関節）

笹川
（脊椎）

丸箸
（スポーツ関節）

相川
（足）

山本
（手）

3診
（再診） 舩木 中村 竹本 山本 舩木

5診
（再診） 香川 丸箸 舩木

富山県立中央病院

地域連携室だより
やさしさ・信頼・安心

〒930-8550　富山市西長江2-2-78 ｜ TEL  076（424）1531 ｜ https://www.tch.pref.toyama.jp/
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◆診療体制
　富山県立中央病院の整形外科は令和 2 年 10 月現在、中
村琢哉（部長）、丸箸兆延（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）、山本大樹（副
医長）、竹本直起（医員）の 8 人体制で外来診療、入院診療、
手術にあたっています。整形外科は「骨」ばかりでなく「運動器」
を主に診察・治療を行っています。「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各々の専門性を生かし、質の高
い治療を心がけています。他の診療科と同様に整形外科でも
専門分化が進み、関節、スポーツ、脊椎脊髄、足の外科、
手外科など担当が細分化してきており、曜日別にそれぞれの
医師が専門分野を中心に診療を行っております。専門にのみ
とらわれないよう心掛けてはおりますが、手術を必要として
受診される患者さんのご負担を軽減するため、紹介の際には
できるだけ各専門分野の医師の初診日に地域連携室を通して
ご予約いただければ幸いです。また外来診療は完全予約制と



なっており、紹介状があっても予約なしで受診された場合に
は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。
関節（股）： 中村琢哉
スポーツ、関節（肩・膝）： 丸箸兆延
脊椎・脊髄： 笹川武史
足の外科（足部・足関節）： 相川敬男
手外科、関節（肘・手）： 山本大樹
外傷、一般： 舩木清伸、香川桂、竹本直起

◆診療内容
　外来診療のほか年間約 1400 件の手術を行っています。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
先生方との勉強会などを開催するなど、紹介先の先生方との
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いただけますように連携しております。今
後もこのような連携を継続できるようにきめ細かな診察や治
療を行いたいと考えています。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
習得に努めています。

◆最近の話題
　今回は当院における足の外科の代表的な手術について紹介
させていただきます。

 外反母趾
　母趾が MTP 関節で外反し内側に骨性隆起を認め、変形が
進むと母趾は回内（爪が内側向き）し、さらに中等度～高度
変形になると足底に胼胝形成を伴う中足痛、槌指変形、第
2MTP 関節脱臼および第 2 リスフラン関節症など様々な前足
部疾患を併存します。有痛性外反母趾に対しては、まずは足
底挿板や靴の指導などの保存療法を試みますが、疼痛が続
く場合には手術療法が適応となります。外反母趾の手術は、
約 200 種類ほどの報告があり、変形の程度に合わせて術式
を選択しますが、当院では基本的には外反母趾に対してはロッ

キングプレートを用いた Mann 変法（中足骨近位骨切り術）、
外側趾の変形に対しては中足骨近位斜め短縮骨切り術を施行
しております。手術後は、翌日より踵歩き、術後１週からべた
足歩行（踏み返しのみ禁止）、2 週で自宅退院としております。
プレートが気になる方は術後６ヶ月以降に抜釘術を行なって
おります。

 変形性足関節症
　足関節は骨性に安定しており、隣接関節にも外力が分散さ
れるために、変形性関節症を生じにくく、発症頻度は変形性
関節症全体の 4％程度ですが、高齢化に伴い患者数は増加
傾向にあります。原因としては、骨折や捻挫などの外傷性が
大きな割合を占めています。薬物療法・装具療法などでも疼
痛コントロールが難しい場合には手術が適応となります。手
術は、軽度の変形に対しては、外側靭帯再建術や鏡視下滑
膜切除術が適応となりますが、当院を来院される方は、変形
が進行している方が多く、骨切り術〈症例１〉もしくは関節固
定術〈症例２〉を施行することが多いです。荷重位レントゲン・
ストレス撮影などの画像所見と年齢・活動性などを考慮して
適切な方法を選択しています。
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術前 術後２年

〈症例２〉　第 2MTP 関節脱臼・足底部有痛性胼胝を伴う外反母趾

術前

〈症例１〉　滑液包炎を伴う外反母趾

術後２年

術前（荷重位レントゲン） 術直後 術後１年

〈症例１〉　遠位脛骨斜め骨切り術　DTOO

※矢印部のスペースが狭くなっています。



− 3−

　脛骨遠位部で骨切り後、足関節が安定するまで開大
し、開大部に骨移植を行ってロッキングプレートで固
定する手術です。関節可動域が温存されるのが最大の
メリットとなります。術後 2 週から部分荷重歩行を開
始し、術後 6 週間で全荷重歩行となります。疼痛は、
術後早期にはすっきりしませんが、術後 2 ヶ月時点で
かなり改善してきます。
　確実な除痛が得られるのが最大のメリットとなりま
す。

診療科の紹介 腫 瘍内科

通院治療センター・スタッフ
後列左より 村井看護師　坂井看護師　五箇看護師　竹内看護師　佐伯看護師
 藤井看護師
前列左より 中空看護師長　小川部長　竹中看護師　

外来受診表
月 火 水 木 金

初診（5診） 小川

再診（12 診） 小川

再診（13 診） 小川 小川

セカンドオピニオン外来：毎週火曜日　午後 2～3 時

◆診療体制
　内科の腫瘍部門は、小川浩平が担当しております。小川
は消化器内科にも所属しており、実際は主に消化器がん（食
道、胃、大腸、肝、胆、膵、GIST など）の薬物療法を中
心とした、外来・入院診療を行っています。また、神経内分
泌腫瘍、軟部肉腫、原発不明がんといった希少がんに対す
る診療も担当しております。外来診療は表のようになります

が、金曜日の初診枠に関わらず、他の曜日でも可能な限り
対応いたしますので、患者さんのご連絡・ご紹介をいただけ
ますと幸いです。
　また、毎週火曜日の午後 2 ～ 3 時に、化学療法の「セカ
ンドオピニオン外来」も行っております。消化器がんを中心
とした薬物療法でお悩みの症例がございましたら、是非ご
相談ください。

〈症例２〉　足関節固定術
open 法 鏡視下

術前 術後 術前 術後

　内外反の変形が軽度の場合
には鏡視下での低侵襲手術を
行います。
　荷重時期は手術法で若干異
なりますが、骨切り術よりは少
し遅くなります。足関節固定を
しても完全に動かなくなるわけ
ではなく、隣接関節での可動域
は残っているため動かすことが
でき（図１）、日常生活での制限
は比較的少ないです。

　足部足関節手術の術前・術後には、日本足の外科学会で
開発された JSSF scale（客観的評価）、 SAFE-Q（患者立脚
型質問票）を用いて評価を行っており、今後も患者さんの満
足度の高い治療ができるように改良を続けていきたいと思っ
ております。

　足の外科という分野は、比較的新しく、特に北陸地方では
専門的に治療を行える施設は限られています。外反母趾・変
形性足関節症に限らず、足部・足関節疾患に関しましては、
幅広く対応しておりますので、お困りの症例がありましたら是
非紹介していただければ幸いです。今後ともよろしくお願い申
し上げます。 （文責　相川）

図１　足関節固定術後の可動域

〈背屈〉

〈底屈〉



◆通院治療センター （写真 1、2）
　最近の薬物療法は、ほと
んどが外来通院で行われて
います。治療の場となるの
が、1 階にある通院治療セ
ンターです。フルフラットが
可能なリクライニングチェ
アが 30 床あり、それぞれ
にポータブル TV（BS も視
聴可）を設置しており、点
滴中も快適に過ごせるよう
になっています。
　当院の通院治療室が開設された 2008 年度の患者さんの
利用のべ件数は 4791 件でしたが、年々増加し続け 2019 年
度は 10832 件でした（図 1）。がん患者数の増加、治療レジ
メンの開発などがあり、今後もさらなる件数の増加が予想さ
れます（当センターは 40 床までの増床が可能な設計になって
おります）。最近では、免疫チェックポイント阻害剤（ICI）の
治療件数の著しい増加がみられます（図 2）。種々のがん腫に
おいて、ICI を軸とした薬物療法の開発が進んでおり、今後
も ICI 単剤のみならず、ICI ＋ ICI や抗がん剤＋ ICI などの併
用療法の件数も、さらに増加していくことが予想されます。

　現在のスタッフは、小川（日本臨床腫瘍学会がん薬物療法
専門医）、看護師 9 名（がん看護専門看護師 1 名を含む）、
薬剤師 2 名（がん専門薬剤師 1 名を含む）で構成されており

ます。熟練した看護師による観察と早期の対処を行い、抗が
ん剤投与中のアレルギー反応や血管漏出が起こった際には、
迅速に対応すべく、各診療科の医師によるバックアップ体制
を整えています。

◆消化器がん治療における免疫療法
　他がん腫に比べて遅れておりましたが、最近になって消化
器がん領域でも ICI の実臨床への導入が急速に進んでおりま
す（下線が ICI）。

　今後も、ICI 単剤、ないし併用療法の開発は進んでいくも
のと思われます。

◆ irAE 対策チーム
　ICI には、特有の副作用である免疫関連有害事象（irAE）
が少なからず起こり得ます。irAE が起きた場合、主治医にとっ
ては専門外の副作用に遭遇することが多く、対応に難渋する
場合があります。そこで専門の診療科にコンサルトしやすい
体制を整えるために、 “irAE 対策チーム” が設立されました。
メンバーは、腫瘍内科、呼吸器内科、内分泌・代謝内科、消
化器内科、血液内科、脳神経内科、皮膚科、外科、泌尿器
科、耳鼻いんこう科の各 Dr. と、がん診療を専門とする薬剤
師、看護師です。一番の目標は irAE が発症した際に、専門
Dr. に速やかにコンサルトし、迅速で適切な対応が出来るよ
うにすることです。また定期的にカンファレンスを開催し、実
際の症例を振り返ることで、その対処方法、経過などの情報
を共有し、irAE の知識を深めたいと考えています。

◆症例
　irAE を発症した食道癌の症例を提示いたします。
　60 歳代男性。胃透視検査で食道の異常影を認め、近医を
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写真２

写真１

図１

図２

食道癌

現在
・二次治療でニボルマブ (Nivo)
・二次治療で PD-L1 陽性扁平上皮癌に

おけるペンブロリズマブ (Pembro)

今後
導入 ・一次治療で Pembro ＋抗がん剤

胃癌

現在 ・三次治療で Nivo

今後
導入 ・一次治療で Nivo ＋抗がん剤

大腸癌

現在

・5-FU、ＯＸＡ、IRI 投与後で MSI-High
における Nivo

・5-FU、ＯＸＡ、IRI 投与後で MSI-High
における Nivo ＋イピリピマブ

今後
導入

・一次治療で MSI-High における
Pembro

肝癌 現在 ・一次治療でアテゾリズマブ＋ベバシズ
マブ
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受診。その後、精査加療目的に当科に紹介。＃胸部下部食
道癌、多発リンパ節転移　stage Ⅳ A と診断されました。
　その後、化学放射線療法（FP+RT）→ FP →パクリタキセ
ル　と抗がん剤治療を継続してきましたが、CT で肺転移出
現を認めたためレジメン変更となり、新規治療として Nivo 投
与を開始しました。
　Nivo 3 回投与終了後、突然、両側眼瞼下垂が出現し、CK
の上昇を認めました。脳神経内科にコンサルトさせていただ
いたところ、重症筋無力症の確定診断には至りませんでした
が、irAE の神経・筋障害と考えられました。また採血で甲状
腺機能異常を認め、内分泌・代謝内科にコンサルトさせてい
ただいたところ、破壊性甲状腺炎をきたした irAE と診断され

ました。その後甲状腺機能低下症となり、チラージンの内服
が開始されました。また全身の貨幣状湿疹を認め、皮膚科に
コンサルトさせていただいたところ irAE 関連皮膚症状と診断
されました。
　治療効果については、CT で肺転移の著明な縮小を認め、
効果の持続がみられています。（CT 写真・赤丸）。irAE を発
症したほうが、ICI 治療が奏効するとの報告がされており、本
症例もその一症例と思われました。

　貴重な症例をご紹介いただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 （文責　小川）

Nivo 投与前 Nivo 投与 3 か月後 Nivo 投与 6 か月後

　当院では、神経内科部門で「認知症・もの忘れ外来」を開設しておりましたが、担当医師の異動に伴い、平成 30 年 4 月をもちまして「認
知症・もの忘れ外来」を閉鎖しておりました。皆様へのご報告が遅れて、大変ご迷惑をおかけいたしました。
　そこで、今年度９月より、当院認知症認定看護師による「物忘れ相談窓口」を開設いたしました。

お知らせ　～当院の取り組みについて～

予約・問い合わせ窓口

富山県立中央病院
精神科外来

TEL. 076-424-1531

　認知症に関する悩みや不安を抱えている当事者や家族の方の相談を受け、日常生活を
少しでも安心して過ごすことができるよう支援することを目的に 9 月より物忘れ相談窓口
を開設しました。
　9 月の相談件数は、26 件でご自身の物忘れに関する相談が 8 件、家族の方からの相
談が 18 件でした。その中で、2 件が精神科受診につながり、認知症の治療開始となっ
ています。
　相談内容の一例を紹介します。家族の方から「最近、母の様子がおかしく意欲低下
が著しい。家の中でボーっと過ごすことが多くなった。」という相談で、即日精神科受
診につなぎ、アルツハイマー型認知症と診断されました。家族には、介護保険の申請等
今後の療養生活についての助言も行っています。また、ご自身の物忘れが心配という相
談については、相談室にて長谷川式スケールを行い、認知症のスクリーニングも実施して
おります。結果を聞いて、「安心した。相談しにきて良かった」という声が聞かれています。
　当院の物忘れ相談の相談員は 5 名おり、精神科外来看護師もその役割を担っているた
め、連携がスピーディであることが強みとしてあります。ぜひ物忘れ相談窓口を活用くだ
さい。

【相談場所】　富山県立中央病院　　入退院支援センター相談室⑮
【相談時間】　月・水・金　10：00 ～12：00　1 人約 15 分～ 30 分
【相談方法】　面談相談（予約なしでも相談は可能ですが、予約も受け付けています。）
【相談担当】　認知症看護認定看護師・認知症ケア専門士

相談は
無料
4 4

です

「物忘れ相談窓口」を開設しました



　気がつけば、今年も残り少なくなりました。本来
ならば、オリンピックイヤーとして、メモリアルな年
になる予定でしたが、違った意味で記憶に残る一年

となりました。コロナ禍で大変な日々の中にも、ひとつでも多く、楽しみ
を見つけていきたいと思っています。皆様にも、より多く、福のある想い
出が刻まれますように。　　（地域連携室　社会福祉士　浅岡　優香理）
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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　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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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。

2
科  名 医 師 名 不  在  日

眼 　 　 科 山田医師  23日(水)

※不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。

12月開催予定 1月開催予定

★第138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12月3日（木）18時から
場 所：富山県立中央病院　５階ホール

★第68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12月9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12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

★中央病院病診連携談話会
日 時：令和2年12月14日（月） 19時から
場 所：富山県立中央病院　5階ホール

★第139回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
日 時：令和3年1月7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3年1月14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110回　漢方症例検討会
日 時：令和3年1月15日（金）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3年1月18日（月）19時から
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3年1月21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

連携談話会・症例検討会のご案内１

お 知 ら せ

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。

編集後記

★…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。

　県立中央病院では、10 月 18 日、新型コロナウイルス感染症の流行と大規
模地震の発生が重なった場合を想定した災害対策訓練を実施しました。医師、
看護師、コメディカル職員ら約 200 人が対応手順を確認しました。
　訓練は午前 10 時に震度６弱の地震が起き、市内の一部建物が倒壊、火災
が多発したものと想定し、正面玄関脇に大型テントを設置し、マスクやフェー
スシールド、医療用ガウンを身に着けた医療スタッフが、問
診や体温測定などを実施し、感染が疑われる傷病者にピンク
色のリストバンドを付け、専用区画に運び込みました。
　当院では毎年、災害対策訓練を行っていますが、新型コロ
ナ対応を取り入れたのは初めてです。
　今後、訓練で明らかになった課題を病院全体で共有し、災
害医療に万全を期すことにしています。

ふれあい広場：緑エリアの様子

トリアージセンターの様子

終了後の反省会の様子

5 階ホール：災害対策本部の様子 トリアージセンター
（特設テント）内の様子

新型コロナウイルス感染症流行の下で地震を想定した災害対策訓練を実施しました


