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患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

皆様方におかれましては、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
医療界においては新型コロナウィルス感染症により、一昨年、昨年と未曾有の被害を受け、
経営的にも大変な年でありました。感染症対策という政策的医療の重要性がこれほど痛感さ
せられた年もありません。特に昨年の8月から9月にかけての第5波の時期には、高岡医療圏
においても感染者が急増し、感染症指定医療機関である本院では、入院患者の治療、また宿

泊施設や自宅療養者への対応に職員一同大きな負担を余儀なくされました。しかしながら、本院における感染症対
応が限界にせまる中、他の公的病院はじめ、医師会や近隣医療機関の皆様方から多大なご協力をいただき何とか乗
り切ることができました。改めて高岡医療圏における緊密な病病連携、病診連携に心からお礼を申し上げます。
感染症の収束を見据え、今後は政策的医療以外の本院の目標である、急性期病院としての機能特化に取り組んでい
きたいと考えます。本院での急性期医療が終了した患者さんにおいては、以後のリハビリ期、回復期の治療に関し
皆様方との連携を強化することで、地域医療支援病院としての役割を推進していく所存です。本年もご指導ご鞭撻
をいただくとともに、これまで以上の地域連携をお願い申し上げます。

院長

藪下 和久

画像提供：高岡市

謹賀新年 2022
新年あけましておめでとうございます
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副院長

伊藤 博行

理事（経営戦略担当）・副院長

山川 義寛

新年のご挨拶

臨床検査技師の関わる仕事の一つに「細胞診」があ
ります。細胞診とは個々の細胞の形態を顕微鏡

で観察し、異常の有無や、異常があればどんな病変な
のかを推定する検査です。最初の鏡検を技師が行い、
異常のあった場合に医師が最終的な判定を行っていま
す。技師は異常な細胞の発見を担うため、高度な知識
と技能が求められています。そこで力を発揮するのが
「細胞検査士」です。

看護部長

米山 美智代

2 025年を見すえた社会保障制度改革
が進んでいます。これまで医療機関

に入院して受療していた人々の多くが、こ
れからは住み慣れた町で療養するようにな
ります。本院には緩和ケア、摂食嚥下、認
知症、糖尿病、慢性呼吸不全、皮膚排泄、
がん関連の認定看護師がいます。これらの
認定看護師が地域に出向くこともできます

ので、痛みのコントロールができない、食
事が食べられなくなったなど、なんでも看
護専門外来にご相談ください。また糖尿病
の合併症予防のための日帰りパックなど外
来での療養指導も充実させています。高岡
市の病院として地域医療に貢献できるよう
今後も務めていく所存です。本年もよろし
くお願い申し上げます。

がん診療の一翼を担うスペシャリスト 細胞検査士

新型コロナウイルス感染症の発生より
約2年が経過し、本院では第１波か

ら第５波まで多くの入院患者、外来患者の
対応を行ってきました。昨年後半にはよう
やく沈静化したようにみえましたが、新た
な変異株の出現で、さらなる緊張感をもっ
ての対応が望まれます。また、コロナ下で
発生の少なかったインフルエンザの蔓延も
心配なところです。一方、本院は2次救急
輪番病院としての救急医療、がん診療にも
携わっています。それらに対応するため各

種医療機器の更新を進めており、昨年は
CT装置を更新しました。本年はMRI装置
の更新を予定しており、今後、より精度の
高い画像診断が得られるものと考えていま
す。かかりつけ医の皆様からの診察・検査
紹介は「れんけいネット」を利用すれば24
時間365日受付可能ですので、大いにご利
用をお願いします。これからも地域医療充
実のため、より良い医療サービスを提供し
てまいりますので、本年もご指導・ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

本院は地域医療支援病院として地域に根
差し、地域から信頼される病院を目指

して安全・安心の医療を提供できるよう努力
しています。また、急性期病院としての機能
特化、自治体病院としての政策的医療の堅持、
地域連携の推進にも取り組んでいます。高岡
医療圏の医療需要は2025年をピークに減少に
転じると見込まれますが、病床機能の適正化
や地域連携の強化、医師や医療従事者の働き

専門資格の紹介

方改革等、質の高い効率的な医療提供体制の
構築に努めてまいります。県内の新型コロナ
ウイルス感染症は一旦落ち着いてきましたが、
世界的には新たな変異株（オミクロン株）が蔓
延しているため、第6波に向けて注意が必要と
なっています。医療崩壊をきたさないように
病院が一丸となって懸命に対応してまいりま
すので、今後ともご指導・ご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。
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細胞検査士は、日
本臨床細胞学会に
よる資格試験に合
格し、高度な技術
を有すると判断さ
れた技師が認定さ
れます。本院では
常勤・非常勤職員
を合わせて4名の

技師が細胞検査士の資格を取得しています。
婦人科や肺の検診をはじめ、毎日様々な細胞診の依頼
がありますが、異常の早期発見・早期治療に貢献でき
るよう丁寧で正確な検査を心がけています。
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包括的がん医療センター機能　Part 2
令和3年10月1日から緩和ケア外来担当医、
緩和ケア病棟専従医として着任された
外科中山医師に緩和ケアについてお聞きしました。

緩和ケア外来担当医
緩和ケア病棟専従医

中
な か や ま

山  啓
あきら

外科部長

Q
緩和ケア外来では、がん等の病気に伴う身体的・精神

的な苦痛を和らげる必要がある患者さんやご家族に
対して、専門的緩和ケアとして治療や手術に関する相談、
精神的ケアを行います。切れ目ない緩和ケアを実現するた
め、がんと診断されたときから治療と同時に始めることが
理想的です。病気になって嫌だなという気持ちや不安、普
段通りの生活を送れないことによるストレスなど、日常生
活の様々な場面においても緩和ケアによる支援を行う余地
があります。

Q
緩和ケアでは患者さんやご家族の意向を第一に考えて

治療を行います。できる限り自宅での療養を希望さ
れる患者さんの場合は、訪問診療をはじめとした在宅医療
でケアを受けていただき、病状が進行し自宅で診ることが
難しくなった場合に入院していただきます。緩和ケア病棟
へ入院して体調を整えていただき、安定したら自宅へ戻る
というスタイルでもお使いいただけます。また、自宅療養
でご家族の負担が大きく大変な場合には、レスパイト入院
という形で1週間ほど入院してご家族にリフレッシュして
いただくこともできます。在宅療養を担う地域の医療機関
と連携して、患者さんやご家族の気持ちに添った治療がで
きるよう努めます。

Q
緩和ケアサービスを必要とする患者さんには、がん患

者さんだけではなく末期心不全や慢性呼吸不全の方
もいらっしゃいます。現在、本院の緩和ケア病棟への入院
は、がん患者のみを対象としており、治癒を目的とした積
極的な治療を行うことが難しくなった方や一般病棟、在宅
ケアでの治療で心身の苦痛が大きくなり診ることが難しく
なった患者さんが中心です。

Q
かかりつけ医の先生から地域医療部を通して緩和ケア

外来にご紹介いただければと思います。がん治療を
行っている他の診療科からの依頼により診察することや、
最初にがん相談支援室へご相談いただき、その後緩和ケア
外来を受診することもあります。
各診療科の主治医や看護師、かかりつけ医の先生なども
基本的な緩和ケアを行われると思いますが、通常の診療・
ケアで苦痛を緩和することが困難なときは、私たち専門的
な緩和ケアチームが連携して治療を担っていきます。今後、
在宅医療の先生・訪問看護師・薬局とも密な連携を図れる
よう、多職種連携情報共有システムを導入する予定です。

緩和ケア外来とは

緩和ケア病棟とのつながりは

緩和ケア外来を受診するには

入院対象となる患者さんは
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緩和ケアチーム

本院の緩和ケアチームは、がんに関する様々
な身体や心のつらい症状を和らげ、患者

さん本人とそのご家族にとっての最善を一緒に
考える緩和ケアを行っています。メンバーは、
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、
ソーシャルワーカー等がそれぞれ専門的な立場
で話を伺い、がん患者さんとその家族を支えて
います。
緩和ケアは、末期がんだけでなく、がんと診

断された時から受けられます。緩和ケアについ
て、もっと知りたいと思われた方は、お気軽に
緩和ケア外来の窓口におたずねください。

《対象》
がんと診断された患者さんすべてが対象で

す。治療の初期段階から切れ目のない緩和ケア
の提供を目指しています。

《活動内容》
主治医からチームへ依頼を受け、定期的に患
者さんのベッドサイドへ伺い、症状緩和を行い
ます。週1回緩和ケアチームメンバーでラウン
ドを実施、カンファレンスを行い情報共有して
います。

《主な相談内容》
・痛み、吐き気、呼吸困難などの身体症状
・眠れない、不安、気分が落ち込むなどの精神
症状

・療養中の食事、栄養に関して
・介護保険など社会制度の利用について

疼痛 18％

※1 疼痛以外の
　　身体症状 25％

※2 療養環境
　　57％

令和2年度緩和ケアチームへの依頼内容

主な職種の役割
《身体症状担当医師（緩和ケア医師）》
痛み、だるさなどの身体症状を和らげます。

《精神症状担当医師（精神科医師）》
不安、不眠などの精神症状を和らげます 。

《看護師》
身体・精神・社会・スピリチュアルな面から

患者をアセスメントし、患者と家族にとって“最
善”のケアを提供します。
《薬剤師》
薬剤の使用に関する不安を取り除きます。医師

に薬物療法の支援、医薬品情報提供を行います。
《臨床心理士》
先行きの不安、心配事などを聴き、心の痛み

を和らげ、少しでもリラックスできる方法を一
緒に探します。
《ソーシャルワーカー》
生活全般（経済面、福祉サービス、在宅療養、
転院調整など）に関する相談に応じます。

《緩和ケアチーム依頼の流れ》
１．患者・家族が医師・看護師等に相談希望を

伝える
２．主治医から緩和ケアチームにコンサルテー

ション
３．緩和ケア外来または、一般病棟において緩

和ケアチームメンバーが面談を行い、サ
ポートします

カンファレンスで情報共有

※1 疼痛以外の身体症状の内容
 （倦怠感、発熱、吐き気、呼吸苦、食欲不振など）
※2 療養環境の内訳（看取り、退院調整、レスパイトなど）

4 Heart● 2022.January

緩和ケアを担うメディカルスタッフたち



6月開催「高岡市民病院・医師会合同症例カンファレンス」より
PICK
UP 

1　 急性・慢性心不全診療ガイドライン
（2017年改訂版）
わが国では、2000年に「急性重症心不全治療ガイ

ドライン」と「慢性心不全治療ガイドライン」がそれ
ぞれ作られましたが、急性心不全の多くは慢性心不
全の急性増悪であり、急性心不全と慢性心不全を区
別するのは現実的ではないことなどから2017年に
「急性・慢性心不全診療ガイドライン」（改訂版）とし
て統一されました。
【主な変更点】
① LVEF（左室駆出率）による新たな心不全の定義・
分類の導入
② 心不全とそのリスクの進展ステージと治療目標
の設定

2　2021年にフォーカスアップデート版を発行
2017年の改訂版発表後、多くの薬物・非薬物治
療が承認され、これらの治療の多くは、日常臨床に
直結するものが多く、次回のガイドライン改訂版を
待つことなくアップデート版という形での発表にな
りました。主な内容は、心不全治療アルゴリズムが
改訂され、HFrEF（左室駆出率が低下した心不全）に
対する薬物治療が追加されました。

心不全治療の最新の動向と
再発予防に向けた当院での取り組み

3　薬物療法の今後の展望と課題
今後はHFrEFに対応する治療薬として新たに

・vericiguat（sGC刺激薬）
・omecamtiv mecarbil（心筋ミオシン活性化薬）
が登場し、治療の一つとして期待されます。しかしな
がら、HFpEF～HFmrEF（左室駆出率の保たれた～軽
度低下した心不全）分類における、特にHFpEFに限っ
ては、いまだに予後を改善させる薬剤は開発されていな
い状況です。

4　心不全の再発予防について
心不全患者の再入院を防ぐためには、入院後、早
期から退院調整および退院支援をすることが効果的で
す。また、退院後の受診頻度も再入院のリスクと関連
しており、退院後は特に早期の症状モニタリング、アド
ヒアランスの評価、および患者への教育を強化すること
が、患者のQOLを改善し再入院を回避することに有効
であると言えます。
心不全の疾病管理のポイントは、多職種で患者さん

の問題点を共有し、それぞれの専門性を生かした介入
を行うことと、専門性がチームとして円滑に発揮できるよ
う、取りまとめ役が存在することです。

5　当院での再発予防に向けた取り組み
当院で2020/4/1から2021/3/31

に心不全で入院した患者さん（115
名）のうち、再入院は11名（約10％）
ありました。いまだ心不全の再入院は多くおられます。
当院では週に1回、　医師・病棟および外来看護師・
薬剤師・理学療法士および言語聴覚療法士で心不全
患者さんのカンファレンス・回診を行っています。多職種
で、患者さんの状態、治療および退院後の生活環境の
問題点を共有し、今後の療養および再発を防ぐ相談を
しています。
今後は、患者さんの状態を開業医の先生方と共有し、

定期的なフォローアップ検査などが分かりやすく目視でき
る医療連携パスを作成する予定です。また、複雑化しつ
つある心不全の薬物治療の導入期などでもご紹介頂け
る体制づくりを目指してまいります。

内科（循環器科）

真
ま ゆ み

弓 卓
た く や

也
部長

内科（循環器科）

真
ま ゆ み

弓 卓
た く や

部長

【追加された薬物療法】
□アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬：ARNI
➡ ネプリライシンはBNPを分解するため、ネプリライシンを阻害することで血中
BNP濃度を上昇させる
□Ifチャネル阻害薬
➡ 洞結節細胞のIfチャネルを阻害することで心拍数を低下させる
□SGLT2阻害薬
➡ 腎臓の近位尿細管におけるナトリウム/グルコース共輸送体2を阻害すること
で尿糖排泄量を増加させ、インスリン非依存性に血糖値を低下させる

心不全治療アルゴリズム

ス
テ
ー
ジ
分
類

薬
物
療
法

非
薬
物
治
療

ステージC
心不全ステージ
・器質的心疾患あり
・心不全症状あり
（既往も含む）　

ステージD
治療抵抗性
心不全ステージ
・治療抵抗性
（難治性・末期）

心不全

HFpEF
（LVEF≧50％）
うっ血に
対し利尿薬
併存症に
対する治療

HFmrEF
（40≦LVEF＜50％）

個々の病態に
応じて判断*1

ICD/CRT
経皮的僧帽弁
接合不全修復術*3

補助人工心臓
心臓移植

疾病管理/運動療法/緩和ケア

HFrEF
（LVEF＜40％）

追加部分

治療薬の
見直し

適切かつ十分な薬物治療

併用薬
うっ血に対し
利尿薬
洞調律

75拍/分以上
イバブラジン

必要に応じ
ジキタリス
血管拡張薬

上記の組合せ

基本薬
ACE阻害薬
/ARB

+β遮断薬+MRA

ACE阻害薬
/ARBから

ARNIへの切替え*2

SGLT2阻害薬

心不全入院
■ 再入院 10% ■ 入院 90%
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もようたい

毛様体

ぐうかく

隅角

こうさい

虹彩

かくまく

角膜

もうまく

網膜

どうこう

瞳孔

すいしょうたい

水晶体

しょうしたい

硝子体

ししんけい

視神経

視神経が
圧迫される

目詰まりによって
房水が排水されない

ししんけいにゅうとう

視神経乳頭

圧力

正常な眼球 緑内障の眼球

シュレム菅

圧迫される

眼科

本
ほ ん だ

多 祐
ゆ う き

樹
医師

1．緑内障とは
緑内障は視野が欠けていく病気です。視野が欠けていくと当然気付くかと思われがちですが、
基本的に気付かない方が多いのが特徴です。理由は片方ずつ視野が欠けるため、頭の中で見え
るものが優先されます。自分で見え方がおかしいと感じた時には、かなりひどくなっていること
が多いのです。

2．治療について
眼球の構造は、眼圧があることで保たれています。その眼圧が高くなると緑内障の発症リス

クが高くなりますので、まず眼圧を下げるために「目薬」で治療を行います。目薬以外には、レー
ザーでの治療も行っています。直接目を傷つけないため、できる限り負担が少ない治療になっ
ています。
上記の治療を行っても眼圧が下がらない場合や、眼圧は下がっていても視野がどんどん悪く

なっていく場合は、さらに眼圧を下げるために手術が必要となります。術法のひとつには、「線
維柱帯切除術」があります。一般的な術法として行われていますが、目の負担が大きく慎重に行
う必要があります。また、「線維柱帯切開術」という手術は、線維柱帯切除術より比較的にダメー
ジが少なく、早期からできる術法とされています。

眼科

本
ほ ん だ

多
医師

恐ろしい目の病気
「緑内障」

3．緑内障の対処法
緑内障によって失われた視野・視力は元に戻ることはありません。進行を止め

るために治療や手術を行います。
緑内障になりやすい人の特徴として、血縁者の中に緑内障の方がおられると発
症リスクが高くなると言われていますが、実際に遺伝的な要因があるかどうかは、
まだ分かっていません。また、近視の強い人は緑内障の発症リスクが高いと言わ
れています。まれに若い方でも発症する人もいますので十分に注意が必要です。
目の奥の写真を撮るだけで緑内障の疾患は発見しやすいので、早期発見のため
にも定期的な検診を行うことをお勧めします。本院でも検査を受けられますので、
お気軽にご相談ください。

緑内障の視界
悪化のイメージ

診療の紹介

Heart 高岡市民病院だより　No.59　2022年1月発行
発　行：高岡市民病院 広報委員会 〒933-8550 富山県高岡市宝町4番1号 TEL.0766-23-0204 FAX.0766-26-2882 ©TAKAOKA Hospital


