
 
 

 

 

 

 

脳脳卒卒中中セセンンタターー開開設設ににつついいてて 
 

このたび、春日井市民病院において脳卒中セ

ンターを開設することになりました。当院は人

口30万の第二次救急医療を担う556床の自治

体病院です。平成 26 年 1 月 14 日から、隣接

する新しい総合保健医療センターの 2 階に神経

内科と脳神経外科の外来が移転しました。また

2 月 18 日からは同センター1 階に救急外来が

移転しました。当院は平成 24 年度の救急搬送

患者数が 9860名と愛知県第 1位、全国第８位

であり、また年間約 40,000 人の救急外来受診患者がいます。当然ながら、急性期の脳卒中患者も非

常に多い状況です。従来から、脳梗塞は神経内科医師が、脳出血とくも膜下出血は脳神経外科医師が

診療しており、脳卒中患者全体で見れば、神経内科と脳神経外科が協力して診療すればよいと思われ

がちですが、どの病院でもなかなか上手くいかないのが現実でありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳卒中発生
（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）

脳ドックで異常かかりつけ医からの紹介

脳卒中センター・救急部／脳卒中外来（月曜日午後・金曜日午後）
神経内科・脳神経外科の専門医が診断

薬物療法（t-PAなど）
神経内科

手術（開頭・血管内治療など）
脳神経外科

かかりつけ医へ紹介
詳細な治療経過・治療方針を添付

脳卒中センター／脳卒中外来の概要

脳脳卒卒中中外外来来（（予予約約制制、、総総合合保保健健医医療療セセンンタターー22 階階））  

    月月曜曜日日午午後後のの担担当当：：寺寺尾尾心心一一    金金曜曜日日午午後後のの担担当当：：内内藤藤丈丈裕裕  

おお問問いい合合わわせせ：：春春日日井井市市民民病病院院  医医事事課課（（00556688））5577--00005577  
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脳卒中センター部長 

寺尾 心一 
脳卒中センター医長 

内藤 丈裕 
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神経内科の診療分野は、急性期の脳梗塞以外にも、1)脳炎や髄膜炎などの感染性疾患、2)てんかん

を代表とする発作性疾患、3)パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、

重症筋無力症、多発性硬化症などの神経難病、4)ギラン・バレー症候群などの末梢神経疾患、5)アル

ツハイマー型認知症を代表とする認知性疾患などフィールドは多岐にわたります。外来では患者の主

訴によって受診する診療科が振り分けられ、とくに神経内科では意識障害、意識消失、痙攣、頭痛、

ふらつき、めまい、喋りにくさ、手足の脱力やしびれ、もの忘れなど主訴は多彩です。今後急増する

と予想される認知症患者に対して、昨年 10 月から始めたもの忘れ外来も多くの患者が受診されてい

ます。一方、脳神経外科の診療分野は、脳出血やくも膜下出血などの血管障害以外に、硬膜下血腫を

含めた外傷や脳腫瘍などの手術対応があります。脳卒中の患者を診ているという共通点のみで、両科

の診療の壁は高く、実際の診療は内容の異なる分野です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳卒中患者全体の約 80%を占める脳梗塞急性期治療で、ガイドラインでグレード A(行うように強

く推奨する)とされる発症後 4 時間 30分以内の t-PA 治療は、神経内科で平成 21 年から積極的かつ

系統的に行い、現在まで 5 年間で約 220 例(脳梗塞急性期入院患者の約 12%)に施行しています。こ

れは愛知県ナンバーワンの診療実績であり、とくに平成 25 年には当科医師のみならず研修医、看護

師など治療に関わるスタッフ皆の努力の結果から、年間 71 例に治療を施行し、全国的にもトップク

ラスの施行例数を得ました。5 年間の診療実績から、52％の患者の症状が改善し歩いて自宅に退院、

32%が何らかの後遺症のため近隣のリハ病院へ転院、6%は治療効果が得られず脳ヘルニアで亡くな

り、8%が肺炎や心不全などの疾病により亡くなられたという結果です。この治療法は、手足の麻痺や

しびれ、喋りにくさなど比較的症状の軽い場合には、非常に効果的で、症状はほぼ改善・消失し、80

～90%の患者が歩いて自宅退院されています。一方で、意識が悪く手足の麻痺も強く、言葉を発する

ことのできない重症の脳梗塞患者(ノックアウト型脳梗塞)では、約 30%が自宅退院、50％がリハ病

院へ転院、15%が何らかの理由で亡くなられたといった結果です。これらのことから、脳梗塞 t-PA

治療は、脳血管の末梢枝閉塞の患者には非常に有効であるものの、内頚動脈や中大脳動脈起始部、脳

底動脈といった主幹部閉塞の患者にはその効果に限界を感じていました。次の治療ステップとしては

カテーテルによる血栓回収療法などを含めた対応も必要です。また脳梗塞の発症予防ないしは再発予

脳卒中
センター

脳神経外科神経内科
 髄膜炎などの感染性疾患
 てんかんなどの発作性疾患

 パーキンソン病などの神経
難病

 ギラン・バレー症候群などの
末梢神経疾患

など

 硬膜下血腫を含めた外傷
 脳腫瘍
 三叉神経痛、片側顔面けいれ
んや視床痛などの機能的脳神
経疾患

 水頭症、感染症
など 脳梗塞

 脳出血
 くも膜下出血

などもの忘れ外来
毎週 火・金曜日午後 慢性疼痛外来

第1・3・5火曜日午前 アルツハイマー型認知症を
代表とする認知性疾患
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防として、頸部内頚動脈狭窄症に対する血流改善のための外科的処置も必要であります。また当院は

日本脳卒中学会認定研修教育病院であり、若手医師が脳卒中専門医資格取得をめざすための教育が必

要です。現在は専門医の有資格者が 2 名いますが、専門医資格を取得するには、脳梗塞や脳出血、く

も膜下出血の診断や治療全般の幅広い知識が要求され、内科的および外科的知識を共有するためにも

脳卒中センターが必要であると考えています。 

脳卒中センターで行う脳卒中外来は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの急性期脳血管疾患に対

して、内科系・外科系を問わず迅速かつ適切に対処できるよう、また地域住民にとってわかりやすい

標榜科名で、受診しやすいようにという目的で開設するものです。脳卒中センターの運用に関して、

5 月から脳卒中外来を開始し、当面は毎週月曜日の午後は神経内科の寺尾が、金曜日の午後は内藤が

診療担当いたします。脳卒中が心配な方、脳卒中の後遺症でお困りの方、再発が心配な方、現在の治

療に不安感のある方などでお困りの患者さん、ないしは近隣の開業医の先生方からのご相談を含めて

診療いたします。救急対応ないしは入院患者に関しては従来通り、脳出血とくも膜下出血は脳神経外

科、脳梗塞は神経内科で入院管理させていただきます。最終目標は、専門医師の数を増やし、救急外

来や病棟の診療態勢をさらに強化し、脳卒中専門病床を含めた 24 時間態勢の脳卒中センターの構築

であります。皆様方には、今後のご指導ご配慮を何卒宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳卒中患者の発生

救急車搬送・外来受診

虚血性疾患

(脳梗塞)

出血性疾患

(脳出血、くも膜下出血

硬膜下血腫)

神経内科医が担当 脳神経外科医が担当

両診療科の橋渡し

脳卒中専門外来の開設

脳梗塞 t-PA治療と血管内治療

これまでの対応

脳卒中センターの役割

脳出血

くも膜下出血

脳梗塞

職名：部長(神経内科兼務)  寺尾心一   

所属学会：日本神経学会、日本脳卒中学会 

資格：日本神経学会専門医･指導医 

日本脳卒中学会専門医･評議員･代議員 

職名：医長(脳神経外科兼務) 内藤丈裕   

所属学会：日本脳神経外科学会、日本脳卒中学会、 

日本脳神経血管内治療学会 

資格：日本脳卒中学会専門医、日本脳神経外科学会専門医、 

日本脳神経血管内治療学会専門医 

 

脳卒中センター医師 
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副院長 松本 修一 

本年 4月 1日付けで、春日井市民病院呼吸器科部

長兼副院長に着任しました。再度、新しく呼吸器科

を創り上げるチャンスを与えてくださった渡邊院長

先生には感謝しております。前任地の小牧市民病院

では、春日井医師会の先生方からのご紹介もいただ

いておりましたが、今後は当院へのご紹介をお願い

いたします。 

 呼吸器科が関わる４大疾患は、肺癌、気管支喘息、

ＣＯＰＤ、急性肺炎です。近年は、各疾患毎にガイ

ドラインが作られ、当科でも各ガイドラインに従っ

た診断・治療を行うことになりますが、基本的には、

早期発見・早期治療が一番大事であることに変わり

はありません。肺癌の早期発見は、胸部ＣＴと喀痰細胞診による検診が欠かせません。確定診断は、

連休明けに新規納入されたナビゲーションを用いた気管支鏡検査で診断率の向上が期待できます。気

管支喘息・ＣＯＰＤの早期診断は、肺機能検査が必須です。特に気管支喘息は、より早期に診断する

ことで、重症化を防ぎ、喘息死をゼロにすることが目標です。簡便法として、ピークフローメーター

を使うことも可能です。喘息は若者で発作以外の時は肺機能正常、ＣＯＰD は高年者でいつも肺機能

低下が最も簡単な鑑別となります。くわしくは、院内喘息教室を開き、市民の皆様にご紹介する予定

です。春日井市医師会の先生方からのご紹介をお願い致します。 

 

副院長 佐々木 洋光 

このたび、副院長を拝命いたしました内科の佐々木でございます。 

昭和 62 年労働福祉事業団中部労災病院で医師人生をスタートし、2 年間の研修医生活の後平成元

年から中部労災病院糖尿病代謝内科、平成 5 年〜平成 9 年名古屋大学医学部大学院（第 3 内科糖尿

病研究室）、平成 9 年 6 月より春日井市民病院に着任し、主に糖尿病・内分泌内科の診療を担当して

まいりました。 

平成 21年より医療連携室長を拝命し、5 年が経過いたしましたが、皆様のご協力もあり、平成 24

年 9 月に地域医療支援病院の承認を受けることができ、紹介率・逆紹介率は年々上昇傾向となってお

り、皆様との連携も深まってきていると感じており

ます。また今年 6月には、新しい糖尿病センターが

外来２階にオープンします。糖尿病をお持ちの方は

春日井市内に推計２万人いらっしゃると考えられ、

当院にも約２千人の方が通院されております。これ

らの方々を適正に診療するためには、一施設のみで

診療を完結させるのではなく、地域全体で診療を完

結させるという地域包括ケアの考え方が必要とな

ってきます。新しい糖尿病センターはこのシステム

をうまく機能させるための仕組みと位置付けてお

り、皆様のお役に立てるものと考えておりますので、

何卒よろしくお願いいたします。 

副副院院長長かかららののごご挨挨拶拶  
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内科系医務局長 成瀬 友彦 

この度医務局長を拝命いたしました内科の成瀬です。専門は腎臓内科ですが当院では内科全般にわ

たり診療してまいりました。平成 9 年まだ市民病院が八田町にある頃当院に赴任し、気がつけば 16

年。この間病院は新病院への移転や化療センター増設、そして今回救急センターの拡充と日々進歩し

てきました。はたして自分は？と振り返ると十分に成長できたかは自信がありませんが、年を重ね白

髪も増えたことは確かで医務局長という医局

をまとめる役職を任される立場になりました。

現在当院の医局員は研修医も合わせ 140 名

超の大所帯となっています。日々の診療や医

局内の環境問題、研修医教育など改善点は多

岐にわたりますが、特に救急外来の運営は最

も大きな関心事です。これらに関する医局員

の幅広い意見を集約するために今年度から医

局会を復活しました。“春日井市民病院丸”の

一員として、医局員が一丸となれる雰囲気作

りが私の使命と感じています。期待に応えら

れるか不安な点もありますが、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 
 

外科系医務局長 山口 竜三 

4 月から外科系医務局長を拝命しました。わたしは、おもに大垣市民病院、名大第一外科、春日井

市民病院で、外科臨床一筋にやってまいりました。がん治療を中心とした消化器外科医ですが、なか

でも肝胆膵外科を専門にしています。とくに高難度肝胆膵手術を市中病院レベルでも正確かつ安全に

行うことを life work にしています。この手術の成否には手術そのものの質はいうまでありませんが、

それ以上に術前・術後の繊細な管理が重要です。つまり、診療チームとして、ささいな異常を見逃さ

ない意識の高さ、それを即修正できる機動力が必要です。そのためには医師以外のコメディカルスタ

ッフの協力も欠かせません。その点、春日井市民病院の医療環境はそれら条件を満足させる盤石な体

制であると自負しています。今日の高齢化社会のなかで、超高齢者やさまざまな合併症を有している

ハイリスクな患者さんに対しても高難度な

治療を施す機会が増えていますのでさらに

レベルを高めて、安心して受診していただ

ける病院にしたいと考えています。  

また、がん診療拠点病院としての重責を

担っていますので、院内および当地域の質

の高いがん診療体制を整えていく所存であ

ります。それには多くの医療関係の皆様の

ご協力がなくては成り立ちません。何卒、

ご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。 

 

医医務務局局長長かかららののごご挨挨拶拶  
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岩田 晋  

呼吸器科 第二部長 平成 10 年卒 

前任：小牧市民病院 

「春日井地区の呼吸器疾患の為に精進し

て参ります。宜しくお願いします。」 

藤田 広峰  

血管内治療センター 第二部長  

平成 11 年卒 

前任：JA 岐阜厚生連 久美愛厚生病院 

「いい治療が出来る様、努力しますので、

是非受診してください。」 

森川 友裕  

消化器科 医長 平成 16 年卒 

前任：磐田市立総合病院 

「頑張ります。宜しくお願い致します。」 

大口 志央  

循環器科 医長 平成 16 年卒 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「春日井市民病は初めての勤務になりま

す。慣れない点も多いと思いますが、ど

うか宜しくお願いします。」 

墨 卓哉 

循環器科 医師 平成 19 年卒 

前任：社会保険中京病院 

「ご迷惑をおかけすることも多々あると

思いますが、精一杯頑張りますので宜し

くお願い致します。」 

宮沢 亜矢子  

呼吸器科 医師 平成 19 年卒 

前任：刈谷豊田総合病院 

「地域医療に貢献できる様、精進してま

いります。宜しくお願い致します。」 

鈴木 克尚  

麻酔科 医師 平成 20 年卒 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「まだまだ駆け出しですが、地域の皆様

のお役に立てるよう、頑張りたいと思い

ます。宜しくお願いします。」 

山中 美歩  

外科 医師 平成 21 年卒 

前任：愛知医科大学病院 

「不慣れなことも多く、ご迷惑をおかけ

すると思いますが、この病院に貢献でき

るよう頑張ります。宜しくお願いしま

す。」 

石川 貴大  

内科 医師 平成 22 年卒 

前任：愛知医科大学病院 

「色々ご迷惑をおかけすることも多いと

思いますが、宜しくお願い申し上げま

す。」 

木村 幹俊  

消化器科 医師 平成 22 年卒 

前任：愛知医科大学病院 

「精一杯頑張りますので、宜しくお願い

致します。」 

古賀 俊充  

当院専修医 医師 平成 22 年卒 

前任：当院専修医  

「精一杯頑張りますので、宜しくお願い

致します。」 

福田 俊嗣  

整形外科 医師 平成 22 年卒 

前任：名古屋市東部医療センター 

「地域医療の貢献できるよう、精一杯頑

張ります。」 

松澤 良  

整形外科 医師 平成 22 年卒 

前任：当院専修医 

「地域医療に貢献できるよう、頑張りま

す。」 

石黒 智紀  

小児科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「ご迷惑をおかけすることも多々あるか

と思いますが、精一杯頑張りますので宜

しくお願いします。」 
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遠藤 利洋  

神経内科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「精一杯頑張りますので宜しくお願いし

ます。」 

尾池 直子  

小児科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「ご迷惑をおかけすることも多いかと思

いますが、精一杯努力していきますので、

宜しくお願いいたします。 

數田 知之 

神経内科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「今後も精一杯がんばりますので宜しく

お願いします。」 

管野 琢也  

消化器科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「精一杯がんばりますので、宜しくお願

いします。」 

柴田 淳  

整形外科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「ご迷惑をおかけすることも多々あるか

と思いますが、精一杯がんばりますので

宜しくお願いいたします。」 

鳥居 良太  

神経内科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「地域医療に貢献できるよう、精一杯頑

張ります。」 

谷口 容平  

内科 医師 平成 23 年卒 

前任：当院専修医 

「精一杯頑張りますので宜しくお願いし

ます。」 

玉内 学志  

産婦人科 医師 平成 23 年卒 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「半年の大学勤務を経て、春日井に戻っ

てまいりました。今後とも宜しくお願い

いたします。」 

玉井 祐樹  

眼科 医師 平成 23 年卒 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「明るく元気をモットーに地域医療に貢

献できるように頑張ります。宜しくお願

いします。」 

薬薬薬剤剤剤 QQQ&&&AAA   
Ｑ：卵胞ホルモン、黄体ホルモンと血栓症リスクについて知りたい。 
Ａ：卵胞ホルモン（以下、Ｅ）は血液凝固系因子を含むタンパク質、グロブリンなどの合成を促進する。一方、

凝固抑制に働くアンチトロンビン III を低下させるとともに、活性化プロテインＣ（ＡＰＣ）凝固抑制系の中で活

性化第 V 因子や活性化第 VIII 因子を失活させる際に APC の作用を助けるプロテインＳを低下させる。これらに

よりＥは凝固的に作用する。しかし脂質に対してはＨＤＬコレステロールの上昇やＬＤＬコレステロールの低下

を来たし、抗酸化作用をもつため抗動脈硬化作用を発揮する。 
  一方黄体ホルモン（以下、Ｐ）はＬＤＬコレステロールを上昇させ脂質代謝異常を来しやすい。また糖代謝異

常やインスリン抵抗性を増加させることで、動脈硬化などの血管障害を誘導しやすい。 
  血栓症には動脈血栓と静脈血栓がある。動脈血栓は主として血小板凝集塊とそれを結合する細いフィブリンで

形成される。静脈血栓は赤血球とその間に散在する大量のフィブリンからなっている。したがって動脈血栓形成

には血液凝固系活性化と血小板の活性化が必要で、すでに血管疾患の存在する場合に発症する。最も多いのは粥

状動脈硬化がある。静脈血栓は凝固系の活性化が必須で、血小板活性化の必要性は低いといわれている。したが

ってＥは静脈血栓症には促進的で動脈血栓には抑制的、Ｐは動脈血栓に促進的といえる。 
  動脈・静脈血栓症の発症頻度は母集団の差や使用している医薬品・投与量に影響をうけるが、ホルモン未使用

者を対照とした場合、ＶＴＥは低用量経口避妊薬投与群（以下、ＯＣ群）で約 3.3～4 倍に上昇し、心筋梗塞は約

2.3 倍～5 倍に上昇した。脳卒中は虚血性と出血性とあわせて低用量ＯＣ群では 1.1～1.2 倍と僅かな増加であった

が、中用量までを含めると 1.4 倍～3 倍であった。 
  全ての血栓症は加齢とともに増加するが、増加率は動脈血栓症の方が大きく、特に心筋梗塞では 20 代前半に比

較して 40 代前半では 100 倍以上に増加した。 
  一方、ホルモン補充療法（ＨＲＴ）では、これまではＶＴＥは増加しないといわれていたが、近年では増加す

るという見解が一般的である。心筋梗塞の発症もかつては抑制されるといわれていたが、近年行われたＮＩＨの

調査では増加が認められた。                        引用：日産婦誌54巻9号,N-354 
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市販後の医薬品安全対策は、昨今の IT 技術等の進歩により従来の方法に加え、これまでとは異なっ

た方法での分析や情報の質として公表されるようになってきました。 

 昨今よく耳にするビッグデータが、医薬品安全性に関しても活かされるようになってきました。 

■医薬品安全性監視計画（RMP) 

 日米 EU の三極は優れた医薬品をより早く患者の手元に届けることを目的として日米 EU 医薬品規

制調和国際会議(International Conference on Harmonization of Technical Requirement for 

Registration of Pharmaceutical for Human Use:以下、ICH)にて新薬の品質、安全性、有効性に

関する承認データの作成基準を検討しています。検討結果は日米 EU で承認され実施されます 1)。 

 平成 25 年から日本において医薬品安全性監視計画(RMP)が施行されたのは、この ICH での医薬品

安全監視ガイドラインに基づいたものです。 

■これまでの市販後安全対策 

 臨床試験データで医薬品の安全性を評

価することに限界があることは既に知ら

れています 2)。そのため、これまでは日本

を含む各国では企業や医療関係者や使用

者(患者さん)からの副作用報告(自発報告)

を集積し、一定の副作用症例などが集積す

ると「使用上の注意改訂」や、安全性情報

などで注意を喚起してきました。日本は自

発報告に加え、諸外国より早く市販後調査

制度も導入してきました。 

■MIHARI Project 

 PMDA は中期計画において、収集された副作用情報から、テキストマイニング(利用価値のありそ

うな情報や仮説を引き出すこと)の手法を用いて、副作用のシグナル検出を行っています。この方法は

米国の ARES(副作用自発報告)等にも利用されています。 

 また自発報告以外のデータも利用して副作用のシグナル検出を行っています。また自発報告以外の

電子化された診療情報が二次利用されます。これらの情報源にはレセプトデータ、DPC データ、病院

情報システムから抽出されたデータ、製造販売後調査データなどがあたります。 

 現在までに実施した試行調査では、ステロイドと骨粗鬆症、抗精神病薬と薬剤性パーキンソンニズ

ムなどの副作用の発現リスク評価が行われています。ピオグリタゾンと膀胱癌、ARB または ACE阻

害剤を投与中の糖尿病患者にアリスキレンフマル酸塩を併用した際の脳卒中等、様々な情報が大規模

なデータの解析から得られています。現在、医薬品の安全対策のさらなる向上を目指し、日本の大学

病院等を連携しデータ収集医療情報データベース基盤整備事業(MID-NET)も進行中です。これはナシ

ョナルデータベースと

も 呼 ば れ 、 MIHARI 

Project でも利用が予

定されており、今後は日

本人のデータを利用し

た多くの有益は安全性

情報が創出されてくる

と思われます。 

 

 

 

薬剤部  坂田 洋 

 

目指す成果 3) 

 

 医療情報データベース事業の概略 3) 

～医薬品安全対策 今昔～ 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

引用： 1)医薬品情報・評価学 第３版、257 
2)ファーマコビジランスにおけるシグナル検出の実践、5 
3)医療データベースを利用した薬剤疫学研究の更なる発展に向けて、第 19 回日本薬剤疫学会 
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看護師長  細野 美穂子 

平成 25年 2月から看護相談外来をスタートし、1 年が経過しました。平成 26 年 3 月までに相談

をいただいた件数は 103 件でした。内訳としてスキンケアや排泄に関する相談 53 件、リンパ浮腫に

関する相談 17 件、摂食・嚥下に関する相談 11件、がん相談 8件、その他 14 件でした。相談に来

られた多くの方の第一声が「こんなこと相談して良いのかわからないのですが…」だったのが印象に

残っています。誰に相談したら良いかわからない、患者自身や家族で解決するべき問題なのだろうか、

相談しても断られないだろうかといった不安があり、相談を躊躇っている方が大勢いらっしゃるのか

もしれません。 

先日、外来で入院中関わっていた方にお会いしました。その方がずいぶん痩せているのが気になり

事情を聞くと、食事がのどを通らず食べることが出来ない、医師から経腸栄養剤を処方されているが

甘くて口に合わずなかなか飲めないと言うことでした。そこで、看護相談外来で塩味のものがある経

腸栄養剤を紹介し、医師にその処方をお願いしました。その他にもフレーバーで味を変えることがで

きることもお話ししたところ、後日、自分でその日の気分に合わせて楽しんでいると話して下さいま

した。ふっくらとした頬をみて非常に安心しました。 

看護相談外来では、このような些細な事であっても、少しでも患っている方の不安や疑問、困って

いることを一緒に考えることが出来たらと考えています。 

看護相談をお受けしている内容を以下に挙げさせていただきました。このような悩みをお持ちの方

がいらっしゃいましたら、ぜひ春日井市民病院の看護相談外来を紹介していただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がががんんん相相相談談談   

がんによる痛み、麻薬についての説明、が

ん治療による副作用、精神的苦痛等。 

慢慢慢性性性呼呼呼吸吸吸相相相談談談      

 慢性的な呼吸の病気を患っている方やご家

族の生活上での不安や疑問。 

 

相談内容 

がん相談 
がんによる痛み、麻薬についての説明、 

がん治療による副作用、精神的苦痛等。 

慢性呼吸相談  
 慢性的な呼吸の病気を患っている方やご家
族の生活上での不安や疑問。 
 

リンパ浮腫相談 
 リンパ浮腫についての説明、リンパ浮腫の
予防やセルフケア、圧迫着衣などの相談。 

感染予防相談 
 感染予防に関する相談、家庭における医療
器具の消毒・管理方法など。 

摂食・嚥下相談 
 食べ物や飲み物が飲み込みにくい、むせる、
食後に痰がからむ、肺炎を繰り返すなどの飲
み込みや食事動作に関する悩み。 

糖尿病看護相談   
 糖尿病の方の療養生活上の疑問や悩み、糖
尿病による合併症の予防に関する相談。 
 

急性期ケア相談 
 入院中の急性期患者さんのご家族からの疑
問や相談。 
 
 

パンフレットを準備しておりますので、当院地域連携室にご連絡いただければ郵

送いたします。   春日井市民病院（代表）TEL（０５６８）５７－００５７ 

 

スキンケア・失禁相談  
褥瘡の予防や褥瘡ケアに関する相談、胃ろ

うチューブの管理・胃ろうによる皮膚トラブ
ルに関する相談、失禁ケアに関する相談やケ
ア用品の紹介等。 
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―TomoEDGE オプションは全国で 5 台目の導入― 

最新鋭の放射線がん治療装置 トモセラピーＨＤを導入いたしました 

春日井市民病院では、全国でもまだ２０台ほどしか入っていない

放射線治療装置トモセラピーの最上位機種「トモセラピーＨＤ」を

導入し、４月から治療を開始いたしました。 

また今回当院ではオプション機能として TomoEDGE Dynamic 

Jaws というものを追加することで従来よりも正常組織へのダメ

ージを抑えつつ、腫瘍への効果的な照射を実現いたしました。 
 

このオプションが入っている機種は 
全国で５台目となります。 

正常組織への 

放射線量を減らせる 

副作用が減少 

腫瘍への 

放射線量を増やせる 

治療効果が向上 

腫瘍(がん)の形に放射線の強さを合わせて照射 

               ⇒ 強度変調照射 （ＩＭＲＴ） 

腫瘍に限極してピンポイント照射 

数ｍｍのズレを修正できる非常に高い照射精度が可能 

          ⇒ 画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ） 

一度に複数のがん治療が可能 

通院治療で行える 

治療時間１回２０分程度 

早期がんでは手術と同様に 

根治が可能 

治療時に痛みや出血がない 

TomoEDGE Dynamic Jaws により 

・治療照射時の照射時間が最大で約 50%短縮され、患者さんの負担軽減   

・従来の線量分布よりシャープになり、より多くの正常組織を温存可能 
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トモセラピーとは 

 高精度な放射線治療〔ＩＭＲＴ(強度変調放射線治療）、 

ＩＧＲT（画像誘導放射線治療）〕が行える装置です。トモセ

ラピーは、CT と放射線治療機器を組み合わせた装置で、らせ

ん状に放射線を出しながらベッドが動いていくため、従来の

治療装置では難しかったピンポイントの放射線照射がトモセ

ラピーでは可能となりました。また極力、周囲の正常組織へ

の照射が軽減でき、副作用が少なく、治療後の合併症や続発

症も低下させ、通常の手術では危険が伴う方や、余病のある

方、高齢の方も不安なく治療していただけことが特徴です。 

トモセラピーで可能な対象症例とは 

〇脳腫瘍（ガンマナイフ装置と同様の治療効果 
が得られる） 

〇頭頚部腫瘍（舌、咽頭、副鼻腔、聴器がんなど） 
〇食道がん 
〇肺がん 
〇乳がん 
〇直腸がん 
〇子宮頚がん 
〇前立腺がん 
〇膵臓がん 
〇悪性リンパ腫  など 

トモセラピーを受けるには 

初初初診診診日日日よよよりりり治治治療療療開開開始始始まままでででははは２２２週週週間間間ほほほどどどかかかかかかりりりままますすす。。。   

直接、当院へ受診する患者さん 他院からの紹介の患者さん 

各診療科に受診していただき、 

放射線治療が必要か検討します。 

医療連携室へご連絡ください。 

初診日の予約をいたします。 

放射線治療担当医師が診察（毎週月・水・金）を行い治療準備を行います。 

医療連携室０５６８-５７-００５７ 
          （内線５７８８） 

診療科 

山中教授による教育症例カンファレンスのご案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

毎週火曜日：午後 6 時～7 時    場所：市民病院講堂 

 

 

 

 

当院では毎週火曜午後 6 時から藤田保健衛生大学総合救急内科中山克郎教授による症例カ
ンファレンスを開催しております。地域の医療従事者の方々の参加も歓迎しておりますので、
是非お時間のある方は、ご参加ください。 
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臨臨床床心心理理士士通通信信  vvooll..88  
「「心心理理療療法法」」ににつついいてて……    

  
  

 臨床心理学(Clinical Psychology)は、個人の人格ないし適応上の困難を扱う心理学の一領域です。

始まりは 1900年頃で比較的歴史の短い学問です。 

 臨床心理学を基礎として様々な心理療法があります。精神医学を基礎とすると精神療法と呼ばれて

いますが、どちらも目指す目的は同じです。 

 腕が上がらなくなり、指揮棒を振れないと訴えた

有名な音楽家ブルノ・ワルターに、フロイトが心理

療法を施行したという文献があります。その中で、

フロイトは「あなたは大丈夫!」という文脈を心理療

法の中に取り込みました。 

 心理療法の中で大事なことは、患者さんが「大丈

夫」と想えることです。面接の中で「You can !」と

いうことが伝わるように心がけています。こころが

変化するには機会が必要です。 

面接中に逸話としてよくお話しさせていただいているのは、知覚心理学の 

錯視・錯聴です。  

 錯視・錯聴は人間の「不正確さ」をあらわすものではありません。人間の視

覚や聴覚の仕組みは、ヒトが生き残るために、進化の過程で、きわめて巧妙に

形作られてきました。そのような素晴らしい仕組みの一端をかいま見ることが

できる体験、それが「錯覚」体験なのです。 

 人間は、ショックな状態、不安な状態、ストレスに過剰に晒されている時に

は、固定した考えに囚われてしまいます。別の見方、考え方に少しふれるだけ

でも、今まで囚われていた考えから解放されるチャンスが到来します。 

 「プラス思考」で物事を考えようとお話しされる方も多いかと思います。「プラス思考で…」と言っ

た瞬間に、相手はマイナス思考になっていると伝えているのと同じことになります。錯視・錯聴をネ

タにして、囚われている考えをチェンジする機会をつくるのもいいのではないかと思います。 

錯視・錯聴の世界をお楽しみください。       

 

http://www.kecl.ntt.co.jp/IllusionForum/index.html（錯視・錯聴に関するホームページ） 

 

（臨床心理士 大脇 真奈） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〒486-8510 春日井市鷹来町 1-1-1  

TEL 0568-57-0057(代表)  

FAX 0568-57-0067 

 

ホームページ    http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/ 
インターネット予約 https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/ 

地域連携ステーション TEL 0568-83-9924   

FAX 0568-82-9345 
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