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診療科の紹介 感染症内科

感染症内科スタッフ　左より福地看護師、彼谷部長

師走の候、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、感染症内科と麻酔科です。

外来受診表
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◆診療体制
感染症内科のスタッフは彼谷裕康 1名ですが、院内感染

対策に関係した場合は、認定看護師がサポートしてくれて
います。外来診療は月曜日と木曜日の午前11時からとなっ
ています（外来受診表参照）。また、麻疹や、水痘、結核
にも対応できるように陰圧の待合付きの診察室となりま
す。さらに、院内感染対策に関しては、抗菌薬適正使用
支援チームのコアメンバーで、毎週１回、特定抗菌薬使用

患者のカンファレンスを行ない（写真１）、感染対策チーム
のコアメンバーで毎週 1 回、環境ラウンドを行っています。

◆診療内容
HIV の患者さんやデング熱、マラリアあるいは麻疹など

特殊な感染症疑いの患者さんが対象です。また、院内外
からの職員の針刺し事故の対応も行っています。第１種感
染症指定医療機関となり、特殊感染症チームを結成して、



エボラウイルス病や新型インフルエンザなどの一類、二類
感 染 症にも対応 可能となっています。また、今 回の
COVID19 に対しては特殊感染症チーム SIT（COVID）が
対応しています。抗菌薬適正使用支援チームでは写真１の
ように、広域の抗菌薬を長期にわたり使用している患者の
チェックを電子カルテ上で行い、使用中止や変更について
提案をしています。感染対策チームのラウンドでは病院内
のすべての部署を回り、清潔不潔の区別が充分に行われ
ているか、手指消毒が正しく行われているか等のチェック
を行っています。

◆症例提示
患者：70 歳代　男性。
主訴：新型コロナの加療目的
既往歴：心筋梗塞
現病歴：200X 年 4 月、孫の濃厚接触者として、PCR 検
査を受けたところ陽性となり当院に入院となった。同時に
微熱も出現した。

当科初診時の血液検査では白血球は 4400/μ L、血小
板は 20.0 万/μLであった。CRP は 5.7mg/dl、D ダイマー

は 0.5μ g/ml 未満、予後因子となるリンパ球数は 1104/μ
l、フェリチンは 284ng/ml であった。胸部 CT では両側肺、
外套側主体に非区域性のすりガラス状陰影が散在していた

（図 1）。
入院後経過：入院後、1 週間ぐらいは安定していたが、

入院 7 日目から 38℃の発熱と酸素化不良となり、酸素投
与は最高で 4 リッターまで投与した。入院 16 日目の CT
では、前回 CT の肺炎部位におよそ一致して濃厚陰影を認
めたが、器質化肺炎と考えられた。ただし右上葉には新
規陰影を認めた。29 日目の CT では両肺下葉主体の肺炎
は縮小傾向であった。酸素化不良になった時点でファビピ
ラビルとシクレソニドを投与し、その後、酸素投与量は 1
リッターまで減量できるようになり、43 日目には慢性期
の病院に転院となった（図 4）。

◆まとめ
世界的に高齢者の死亡率は高いと報告されている。本

症例も入院 7 日目から重篤になったものの最終的には治
療が奏効し転院となった。当院での治療方針に関しては、
感染症学会の薬物療法の考え方にあわせており、第 1 波
ではリスクの高い患者で、酸素投与が必要になってきた場
合にファビピラビル、シクレソニドの投与を考慮していた
が、第 2 波ではリスクの高い患者で肺炎があれば、酸素
投与の有無にかかわらず、ファビピラビル、シクレソニド
の投与を考慮した。本症例は入院後約 1週間より抗ウイル
ス療法を開始したが、ファビピラビルは早期から投与すれ
ば、投与しない場合に比べて、薬剤投与開始から症状改
善までの中央値が 3 日早くなるという治験のデータも有
り、本症例も早々に投与することにより重症化を防げた可
能性も考えられた。

また、新型コロナウイルス感染症患者の一部で脳梗
塞 を 発症する事例が報告されており（DOI: 10.1056/
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写真１

図 1　入院 1日目 CT 図 2　入院 16 日目 CT 図 3　入院 29 日目



◆診療体制
　麻酔科は、吉田部長、荒井部長、青山医長、大石医長、

長岡医長、長崎医長、宇佐美医長、那須医長、寺崎副医長、
牛尾副医長、立花副医長、榎本医師、青木医師、田中医師、
前田医師の15 名で麻酔管理業務を行っています。

◆診療内容―麻酔管理について
現在当科では４階中央手術部の手術室 15 室で様々な手

術に対応しています。近年の高齢化に伴い合併症を有する
患者さんも多く、周術期を通してきめ細やかな全身管理を
目指した術前診察、最新モニターや超音波装置を駆使した
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NEJMc2009787)、新型コロナ患者では凝固系の異常（血
液が固まりやすくなる病態）や血管内皮障害が起こること
が分かっており、これにより深部静脈血栓症や脳梗塞など
が起こるものと推測されている。 本症例の D ダイマーは
0.5 以下で正常であった。明らかな血栓症状も無かった。
当院の COVID-19 全体のデータでは実際明らかな血栓症
を合併した例はいなかったが D ダイマーが高値だった症
例は 93 例中 27 例であった。また、TAT が高値だった例
は 40 例注 9 例で、異常高値だった例も 2 例認められた。
本症例は凝固系の異常値は無く血栓もなかったものの、

入院時には凝固系の検査はルーチンに行う必要があると
考えられた。

さらに、後遺症についてはイタリアの Carfi らの報告で
は 125 人（87.4％）に退院後も何らかの症状が見られた。
回復後も持続していた症状として最も多かったのは「疲労
感」で、53.1％に認められた。続いて「呼吸困難」が
43.4％、「関節痛」が 27.3％、「胸痛」が 21.7％であった。
本症例は軽度の味覚障害と ADL 低下は認められ、リハビ
リ目的で転院となった。当院 22 人の退院後約 1か月の後
遺症調査では味覚障害が 1人、胸背部痛が 3 人のみであっ
た。ただ、会社を辞めさせられた人が 2 人、長期休暇を
取らされた人が 1人と社会的な後遺症も認められた。

高齢者の場合は、誤嚥などの細菌性肺炎や血栓症を合
併することも多く、病態については慎重に判断する必要が
あると思われた。

今年度は外国からの輸入感染症は多くないと思われま
すが、コロナ禍で外出自粛のため、梅毒など性感染症が
増えてきています。疑わしい患者さんがおられましたら、
ぜひ紹介していただきたいと思います。

（文責：彼谷）
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図 4　臨床経過

診療科の紹介 ペインクリニック外来

ペインクリニック外来スタッフ
後列左から	 榎本医師、青木医師、牛尾副医長、宇佐美医長、青山医長、那須医長、
	 大石医長
中列左から	 荒井部長、田中医師、前田医師、長崎医長、長岡医長
前列左から	 立花副医長、吉田部長、寺崎副医長

外来受診表
月 火 水 木 金

初診 青　山 吉　田 吉　田 青　山

再診 青　山 吉　田 吉　田 青　山
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図１ 図２ 図３

術中管理、マルチモーダル鎮痛を考慮した術後疼痛管理
を綿密に行い、より安全で良質な麻酔を心がけています。

◆新型コロナウイルス感染症対策
当院では、安心・安全な手術実施のため、2020 年 11月

より、手術を受けられる患者さんに対し、原則として全例、
入院前に新型コロナウイルスの PCR 検査を実施しています。

新型コロナウイルスに感染しながらも無症状の患者さん
が手術を受けられた場合、術後経過への悪影響が考えら
れるだけでなく、院内感染（クラスター）発生の起点とな
る可能性もあります。院内クラスターが発生すれば手術室
や入院病棟の閉鎖や関連スタッフの健康観察などを余儀な
くされ、結果的に地域の医療機能を大きく低下させる要因
にもなると考えられます。特に全身麻酔手術では、気管挿
管などで飛沫飛散（エアロゾル発生）の恐れもあり、医療
スタッフの感染リスクも高いと考えられます。PCR 検査に
より、このような事態が起こるリスクを大幅に軽減するこ
とができます。なお、検査費用は全額病院が負担いたし
ます。

◆話題提供
麻酔管理の基本は絶え間ない患者の看視であり、術中

はパルスオキシメータ－、カプノメーター、心電図、血圧
計、体温計を使用し、酸素化、換気、循環、体温をチェッ
クしています。これらに加え近年では様々なモニターが開
発されより安全な麻酔管理が可能となってきています。今
回はそのうちの１つをご紹介します。

・「ヘモスフィア®」（エドワーズライフサイエンス社、図1）
血行動態モニタリングのための機器です。血行動態モ

ニタリングとは、患者さんの心臓の動きや心臓が送り出
す血液の量や流れの状態を監視することです。そして血
行動態モニタリングが特に重要な役割を担うのは、麻酔

（手術）や救急・集中治療室での治療のタイミングです。

人体は酸素が欠乏すると数分で影響が表れ、生命維
持に影響します。そのため血液を通じて各臓器へ十分な
量の酸素供給を維持することが不可欠です。特に手術
中は麻酔薬の影響や出血など、様々な要因で患者さん
の血液量や血液の流れは刻一刻と変化します。

そのため医師は様々なデバイスを使用して患者さんの
血行動態を継続的に監視し、臓器や組織に十分な血液
と酸素が送られているかを評価しています。そして患者
さんの状態変化や問題に速やかに気づき、迅速に治療
方針を決定します。そうすることで、各臓器の機能低下
などを未然に防ぎ、また改善させるための治療介入を行
うことが可能になります。

このように手術中は治療部位だけではなく、全身の状
態をモニタリングすることで、患者さんの生命を維持し、
手術の後もより速やかに回復できるよう、配慮されてい
ます。

ヘモスフィアには以下の機器を接続することが可能です。
・フロートラックセンサー（図 2）

心臓手術以外でリスクの高い手術や低侵襲での心臓
手術、および救急・集中治療領域において、連続的心
拍出量を測定します。末梢動脈圧カテーテルを留置し
観血的動脈圧を測定することにより得られた動脈圧の
標準偏差を元に、１回心拍出量（SV）を予測し心拍出
量を算出します。また SV の変化率（SVV）を元に、循
環する血液の不足を評価することができます。

・スワンガンツカテーテル（図 3）
主に心臓手術や重症の心疾患を抱えた患者さんの治

療において、連続的心拍出量、肺動脈圧、SvO2（酸素
の需給バランスの指標）などを測定します。カテーテル
は血流に沿って心臓の中を通り、尖端を肺動脈まで挿入
して使用します。

今後も安全な麻酔を提供できるよう精進してまいります。
（文責：宇佐美）
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◆ペインクリニック外来
「痛みを何とかしてください」という訴えは日常診療の中

で最も多く聞かれる内容であり、かつ患者さんにとっては
最もつらく切実な症状のひとつです。したがって「痛み」に
適切に対処することは患者さんの満足度の向上につながる
とても重要な課題となっています。

痛みは初期の段階で適切な処置がなされないと慢性痛
に移行することがあります。知覚神経系が昼夜を問わず、
ずっと過剰に興奮し続けると知覚神経システムに機能的、
構造的変化をもたらすことが知られています。痛みが 3 か
月以上続くとそれは単なる症状ではなくなり一つの疾患へ
と進展していきます。しかも難治性の疾患となりしばしば
治療に抵抗性を示します。

ペインクリニック外来では普段、麻酔科医が手術室で
使っている鎮痛のための技術を「痛み」の外来診療に応用
しています。一口に「痛みの治療」といっても罹患してい
る期間や病態によって治療戦略が大きく異なりますので以
下の①～③のカテゴリーに分類して丁寧な診療を心掛け
ています。

① 急性痛 / 慢性痛
② 内臓痛 / 体制痛 / 神経障害性疼痛
③ 侵害受容性 / 神経障害性 / 心因性
2020 年上半期にペインクリニック外来に紹介いただい

た患者さんは以下のとおりです。
帯状疱疹後神経痛、顔面神経麻痺、頚椎症性神経根症、

急性腰下肢痛、椎間板ヘルニア、頭痛、肩こり、頸肩腕症、
三叉神経痛、大後頭神経痛、膝関節痛、舌痛症、抜歯後
の知覚鈍麻、しびれ、線維筋痛症、CRPS、遷延性術後
痛などです。

ご紹介いただいた患者さんの中には治療しても改
善せずお叱りを受けるケースもあります。特に慢性
痛は現状維持がほとんどです。患者さんのつらい気
持ちに寄り添いながら生活指導・運動療法などを
中心に「痛み」がこれ以上悪化しないような診療を
心掛けています。

◆帯状疱疹後神経痛
2011 年より弱オピオイドであるトラマドールが非

がん性慢性疼痛患者に使用できるようになりまし
た。「神経障害性疼痛にオピオイドは無効である」
という定説がありますが臨床の現場では急性帯状
疱疹痛に対してトラマドールは優れた鎮痛効果を発
揮します。神経障害性疼痛薬物治療ガイドラインで
も急性期の強い痛みを伴う帯状疱疹痛にたいしてト
ラマドール及び強オピオイド鎮痛薬を第 3 選択薬

ではなく第 1 選択薬として考慮することを推奨しています。
オピオイドは中枢神経系の副作用（悪心、嘔吐、傾眠、便
秘、めまい）を伴い高齢者には使いにくい薬剤ですが当院
では神経ブロックを適切に併用することでオピオイドの必
要量を減らせるよう配慮しています。

◆遷延性術後痛
術後痛は長くても1 週間程度で軽快するのが通常の経

過です。遷延性術後痛を術後 3 か月以上続く痛みと定義
すると手術を受けた患者のうち約 10 ～ 20% に発症する
といわれています。患者さんの中には手術に対する不満や
後悔など様々な訴えがありますが、手術の失敗ではないこ
とを改めて説明し術後の痛みに対して誠意をもって対処し
ています。

◆終末期がん性疼痛
がん性疼痛は緩和ケア科と連携しながら WHO の 3 段

階鎮痛ラダー（図１）にしたがって治療しています。しかし、
癌終末期の神経障害性疼痛には第 3 ステップの強オピオ
イドを高用量で投与しても効果が得られないことがありま
す。強オピオイド抵抗性の患者さんの中には第 2 ステップ
であるトラマドールを加えると著効するケースもみられま
す。それでも効果がなければ持続硬膜外ブロックを併用し
ています。皮下トンネルを作成してカテーテルを留置して
いるので感染のリスクは軽減し長期間の留置が可能です。
硬膜外カテーテルは 2 か月毎にいれかえしています。入院
が原則ですが週末は外泊が可能ですのでご相談ください。

（文責：青山）

世界保健機関　編、武田文和　訳：がんの痛みからの解放　第 2 版　東京　金原出版　1996　より改変

https://www.jspc.gr.jp/igakusei/igakusei_keywho.html

一般社団法人日本ペインクリニック学会　HPより（2020.12.3 検索）

図１　3 段階鎮痛ラダー
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紹介状をお持ちでないと初診受付できない
診療科について

3

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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科  名 医 師 名 不  在  日

呼 吸 器 外 科 川向医師 26日(火)

眼 科
山田医師 4日(月)、5日(火)、27日(水)

高辻医師 5日(火)

※不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。

1月の外来診療に関する医師不在日のご案内2

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。

連携談話会・症例検討会のご案内１

　2020 年は、師走の如く忙しく駆け巡った 4 月から、
COVID-19 予防対策を図りながら、診療と連携をい
かに継続するかを模索した1 年でした。皆様におかれ
ましても、新しい診療のスタイルを構築され、定着し
つつあるのではないでしょうか。
　一時は、受診患者さんが激減し、どうなることかと
案じておりましたが、地域の先生方のおかげで、何と
か現在も診療を継続することができております。本当
に感謝、感謝です。
　2021 年は、COVID-19 対策と、通常の医療の提供
が並行して成り立つ仕組みが確立されることを願って
なりません。私達には、察することで相手を理解しよ
うと努め、察する事でさまざまな予防行動をとること
もできるという得意分野があります。日本人が得意と
する「明察功過」（十七条憲法第十一条：良いことも
悪いことも明らかに察することだそうです）を活かし、
医療が安定供給され、オリンピックが成功することを
祈ります。私個人としては、17 年ぶりに標準域にたど
りついた体重が、お正月中にリバウンドしないことを
祈るばかりです。
　1 年間、大変お世話になり、ありがとうございました。

（地域連携室 主幹　松井  弘美）

編集後記

12月開催予定 1月開催予定

★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111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

★第140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2月4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3年2月8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2月18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。

　現在、整形外科、眼科、歯科口腔外科、脳神経内科では、紹介状をお持ちでない患
者さんの、初診受付を行っておりません（紹介状をお持ちでない場合は、予約がお取り
できません）。
　産婦人科の場合は、当院で出産されたことがある方で妊娠又はその徴候がある方、
当院での分娩希望の方、検診などで異常を指摘された通知書（はがき等）を持参の方、
前回受診時に当院医師から受診を促された方、緊急に診察が必要な方のみ、紹介状を
お持ちでないない場合でも初診受付させていただきます。
　できるだけ、地域の先生方と連携を図り、診療を進めさせていただきます。
　また、整形外科と脳神経内科におきましては、緊急性をのない病態の患者さんの場合
は、紹介状をお持ちいただいた場合であっても、当日の緊急手術が入った場合や、他に
緊急に治療を開始する患者が入院された場合には、後日の予約をとって帰っていただく
場合がございます。
　地域の先生方には、大変ご迷惑とご不便をおかけし、患者さんにもご不便をおかけし
ますが、何卒ご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。

お知らせ

　地域の先生方には、土曜日の予約の電話に出
られない場合があり、大変ご迷惑をおかけしてお
り、申し訳ございません。
　土曜日の予約は、オンラインでも受付しており
ます。是非ご利用いただきたく、よろしくお願い
いたします。

初診予約はオンラインが便利です！


