
 
 
 
 
 

平成 27年度を迎えて 

院長  渡邊 有三 
  

消費税増税の影響は当院のように多くの診療機器を更新しなければならない病院にとって大きな

痛手です。3％の税率アップが年間 1 億 8000 万円ほどの余分な税負担になるからです。しかし機

器更新ならびに増設は時流に沿った医療を展開する上で必要不可欠です。職員皆で逆風に負けないよ

う頑張ります。病院の診療機能を評価する病院機能評価係数も着実に改善し、今年は愛知県で 5 位に

評価されました。また、昨年 6 月から始まった新しい休日・平日夜間急病診療所の運営に関しまして

は、春日井市医師会の諸先生方のご支援により順調に救急医療が提供できていること、紙面を借りて

厚く御礼申し上げます。当院も今年の目標の一つとして、三次救急指定に名乗りを上げる計画です。

ウォークインから重症者までシームレスな救急医療を展開したいと考えています。 

 さて、昨年 4 月から稼働を開始した放射線治療のトモセラピーは、余分な部位への放射線照射を極

力減少させる最新鋭機器です。今では、患者さんが二次医療圏地域以外からも紹介されるようになり、

治療患者数は著増しています。それに伴い、名古屋市立大学放射線科教室から放射線治療医 2 名が常

勤医として新たに派遣されました。従来からの 3 名の放射線診断医とともに、画像診断から治療まで

一環とした診療が提供できるようになりました。現在、治療医は愛知県内でも払底しています。がん

拠点病院指定には最低限必要な配置ですが、派遣いただいた大学医局には大変感謝しております。 

 長らく 1 名体制でご迷惑をおかけした呼吸器科も、昨年松本副院長が着任され、今年は第二日赤病

院で部長を務めておられた岩木先生が着任されました。沢山の患者さんをご紹介いただき、昨年末に

は少しオーバーワークになってしまうこともありましたが、岩田部長を含めた 3 人体制で皆さんのご

要望に応えていきたいと思っています。 
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循環器には第一日赤で部長を務めておられた小栗先生が循環器の新しいリーダーとして着任され

ました。同時に大学からも河村先生、大口先生、JCOH 中京病院から墨先生が派遣されていて、ア

ブレーション治療なども新たに始めました。若手の派遣でさらに充実した医療が提供できると期待し

ています。心臓血管外科にも 7 月には名古屋大学医局から常勤医師が派遣される予定です。 
 消化器科は名古屋市立大学からの派遣ですが、県立多治見病院や関連医局である愛知医科大学から

の専修医も派遣され、15 名の大所帯となります。内視鏡などの診断だけでなく、内視鏡的切除術も

積極的に実施していますので、是非ご紹介ください。 

 皮膚科は岐阜大学からの派遣でしたが、大学に医師不在とのことで、名古屋市立大学皮膚科教室か

ら新たに派遣していただくことになりました。新進気鋭の森田教授のご指導の下、新たな展開を目指

していきたいと考えています。 

 血管外科や外科も一部医師の交替がありましたが、従来の体制は十分維持できています。整形外科

には関節手術を専門とする村瀬医師が着任されました。週 1 回ではありますが、リウマチ専門医も名

古屋市立大学医局から派遣され、リウマチ外来を開設いたしました。 

 当院へご紹介いただく一番のメリットは、各診療科が充実していて、統合的治療が実施できること

です。単科では処理できない様々な合併症を有する高齢の患者さんであっても、安心して医療が受け

ていただけるはずです。当院は皆様との強い連携を支えに、地域医療支援病院として恥ずかしくない

医療を今後も提供してまいります。長文となりましたが、皆様のご支援・ご協力に感謝し、挨拶の言

葉とさせていただきます。 

 

事務局長からのご挨拶               事務局長 大塚淳弘 
 平成 27 年 4 月の人事異動により、事務局長という大役を仰せつかりました。市民病院での勤務

は通算 15 年となり、管理課長、医事課長、医療連携室主幹等を務めてまいりました。その間、春日

井市医師会、歯科医師会、薬剤師会の皆様を始め、近隣の医療関係者各位には、一方ならぬお世話に

なりました。先ずは、御礼申し上げます。 

 市民病院の事務局長として一番の責務は、市民病院を存続させ、市民の皆様の期待に応え続けるこ

とであると考えています。自治体病院は言うに及ばず、医療機関を取り巻く経営環境は厳しさを増す

ばかりであり、急性期病床の削減、在宅医療の推進など、当院の運営に大きく影響することが懸念さ

れます。これに対し当院では、平成 27 年 4 月から 5 ヵ年間の経営の指標となる第２次中期経営計

画を策定いたしました。この中で、特に「地域

完結型医療の推進」を重点取り組みといたしま

した。地域の医療機関、医療関係者の皆様との

連携の下、地域医療支援病院としての役割をし

っかり果たし、市民の皆様の期待に応えるべく

努めてまいります。 

4 月には念願の放射線治療専門医が着任いた

しました。今後とも、専門医療の充実、病院機

能の向上を着実に図ってまいりますので、皆様

方に置かれましては、ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 
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4 月から副院長を拝命した山口竜三です。外科部長も兼務しております。わたくしは、これまで約

22 年にわたり、消化器外科医としておもにがんの外科臨床に従事してまいりました。当院のがんに

対する外科治療は伝統的に積極的であり、消化器がん手術症例数は県下有数であります。わたくしは

なかでも高難度な肝胆膵外科手術を専門としております。この種の手術では一例ごとの正確な三次元

解剖の把握、臓器機能評価など精巧な手術プランニングが重要です。わたくしは安全性を担保した合

理的手術のプランニングにたいへん興味があり、これを専門にすることにしたわけです。 

今回この重責を拝命するにあたり、課せられた使命の一つにがんの総合診療体系の確立があります。

今後もめまぐるしい進歩を遂げ、複雑かつ高度化する各種がんの総合診療において、合理的治療を患

者様へ効率よく提供できる体系づくりに発想力を投入して

いきたいと考えています。この流れのなかで当院では非常

に先進的な tomotherapy が昨年から稼働し、さらにこの

4 月から常勤の放射線治療医に赴任していただいたことで、

一層強力ながん治療戦略が達成されたと思っています。ま

た同じく 4 月には愛知県がん診療拠点病院指定の更新審査

に合格することもできました。この勢いに乗じてこれから

も地域の医療機関の皆様方と協力し合い、尾張北部医療圏

のがん診療の質を高めていく所存であります。何卒ご指導

のほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

医務局長からのご挨拶                   医務局長 桑山直人 
平成２７年４月より、外科系医務局長を拝命いたしました、脳神経外科の桑山です。平成１０年１

月、まだ八田町に春日井市民病院があったころに、名古屋大学付属病院から赴任してまいりました。

１７年前は、夜間救急外来の当直をしていても、救急搬送患者さんを診察することは、多くて一晩に

二回程度で、朝まで救急車がこない夜もありました。現在の救急医療の実情と比較しますと、随分の

んびりした当直を過ごさせていただいておりました。平成１０年は、脳神経外科医師は、愛知医科大

学医局から常勤医４名、代務医師２名、毎週、教授による病棟総回診もありました。そんな中で、市

民の要望で、名古屋大学脳神経外科医局から医師派遣を依頼するように変更されたのが、その年のこ

とでした。私の当時の使命は、５年間で春日井市民病院脳神経外科の信頼を更に高め、活性化するこ

とでした。１７年たった現在、お役にたてたのか心配ですが、私なりに精一杯努力して参りました。

その間、病院の新築移転も相まって、患者さんの数は１．５倍以上に増加しました。脳神経外科手術

件数は、約２倍に増加しました。２年前から、血管内手術

に対応できる常勤医師も赴任しました。神経内科医師と協

力して、脳卒中治療は更に充実したものとなりました。今

後も、私は研修医に対する教育・指導とともに、外科系医

師を中心に、院内の診療体制を改善と、労働環境の改善に

努めます。医師減少を食い止め、地域医療、とくに救急医

療の崩壊を招かないようにさらに努力するつもりです。そ

のためには、市民の皆さんのご理解とご協力、また開業医

の先生方のご協力なしではなし得ません。市民の皆さん、

また開業医の先生が安心して、受診、ご紹介していただけ

る市民病院でありつづけますよう、不断の努力をして参り

ます。 

 

副院長からのご挨拶 副院長 山口竜三 
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小栗 光俊 

循環器科 部長 平成 10 年卒 

前任：名古屋第一赤十字病院 

「地域医療ネットワークの中心として

の任務に全力を尽くしますので、ご指導

を賜りますよう、よろしくお願い致しま

す。」 

岩木 舞  

呼吸器科 第三部長 平成 12 年卒 

前任：名古屋第二赤十字病院 

「呼吸器疾患の診療が中心にはなりま

すが、この地域の医療に少しでも貢献で

きるよう努力していきたいと思います。

宜しくお願い致します。」 

玉井 宏明 

血管内治療センター 医長     

平成 15 年卒 

前任：久美愛厚生病院 

「地域の血管外科治療に貢献できるよ

う頑張りたいと思います。よろしくお願

い致します。」 

村瀬 熱紀 

整形外科 医長 平成 15 年卒 

前任： 名古屋市立大学病院 

「専門はスポーツ、関節外科です。春日

井の地域医療に貢献できるよう診療に

精進してまいります。どうか宜しくお願

い致します。」 

河村 吉宏 

循環器科 医長 平成 17 年卒 

前任：名古屋大学病院 

「春日井市含め、この地域の地域医療に

貢献できるよう精進していきます。どう

ぞ宜しくお願い致します。」 

有元 淳記 

外科 医長 平成 17 年卒 

前任：名古屋大学病院  

「この地域の皆様のお役に立てるよう

精進してまいります。御指導御鞭撻の

程、お願い致します。」 

小崎 桂 

放射線科 医長 平成 17 年卒 

前任：地域医療機能推進機構 中京病院 

「新しい機械に早く慣れて、各科の先生

方と連携をとりながら患者さんにスム

ーズな放射線治療を提供していきたい

と思います。宜しくお願い致します。」 

安藤 孝志  

神経内科 医師 平成 21 年卒 

前任： 名古屋第一赤十字病院 

「地域の皆様のお役に立てるよう精進

致します。」 

八嶋 朋子  

救急部 医師 平成 21 年卒 

前任：名古屋掖済会病院 

「精一杯頑張りますので、よろしくお願

い致します。」 

 

永原 靖子  

内科 医師 平成 22 年卒 

前任：半田市立半田病院 

「春日井地域の医療に貢献できるよう、

精一杯頑張りますので、宜しくお願い致

します。」 

松本 朋子  

消化器科 医師 平成 22 年卒 

前任：愛知医科大学病院 

「不慣れなことも多く、色々な面でご迷

惑おかけするかと思いますが、地域医療

に貢献できるよう頑張ります。宜しくお

願い致します。」 

前田 千花子  

産婦人科 医師 平成 24 年卒 

前任：当院専修医 

「皆様のお役に立てるよう精一杯頑張

ります。」 

長澤 万惟子  

放射線科 医師 平成 22 年卒 

前任：名古屋市立大学病院 

「慣れるまでご迷惑をおかけすること

も多々あるかと思いますが、頑張ります

ので宜しくお願い致します。」 

小島 悠揮  

消化器 医師 平成 24 年卒 

前任：当院専修医  

「地域医療に貢献できるようがんばり

ますので宜しくお願い致します。」 
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Ｑ：アトロピンの過量投与時の毒性について知りたい。 

Ａ：医療用のアトロピンは散剤は毒薬指定でその他は劇薬指定となっている。自

然界ではナス科植物のハシリドコロやチョウセンアサガオの根、葉、実にアトロピンが含まれて

いる。 

 アトロピンの推定致死量は小児で 10mg～20mg、成人で約 100mg とされているが、成人

では 1g の服用でも回復例がある。 

 症状は３０分程度で口渇が現れ、ふらつき、嘔気、倦怠感、眠気、散瞳、対光反射消失、発汗

停止され皮膚が乾燥し、熱感を持つ。また体温上昇が見られる。 

 10mg 以上の投与で熱感が著明となり、意識レベルもせん妄状態から昏睡にまで至る。 

 アトロピンに対する感受性には個体差があり、少量で重篤な中毒をおこすこともある死亡の報

告例では高体温によるものがほとんどであり、アトロピン中毒においては体温の調節が予後に大

きく作用する。 

 

Ｑ：有効期限が切れたエピペンを処分する際の手続きはどのようにすればよいか。 

Ａ：有効期限切れ製剤、使用済製剤は回収し、医療廃棄物として破棄すればよい。破棄する際の

書類等はありません。 

新しい白衣に身を包み新進気鋭の 1 年目研修医です。 

医科 9 名、歯科 2 名、今後とも宜しくお願いいたします！ 

佐々木 裕子  

産婦人科 医師 平成 24 年卒 

前任：当院専修医 

「地域の先生方と連携をとり、この地域

の医療に貢献できるよう頑張ります。」 
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医薬品安全対策 －医薬品有害事象のシグナルを見つけるー 

薬剤部長 坂田 洋 

 

 前回は医薬品副作用救済制度についてお話ししました。 

 今回は、副作用自発報告データからどのようにして医薬品の有害事象のシグナル（リスクの可

能性となる事例）をとらえるかについてご紹介します。 

 

■シグナル検出の統計学的方法 

 副作用自発報告データは副作用症例だけのデータです。そのため特定の医薬品がどれだけの患

者さんに投与されたかという分母はわかりません。つまり副作用自発報告データでは、副作用の

発生率や発生頻度を算出することができません。このため多くの分析では不均衡分析が用いられ

ます。不均衡分析とは簡単にいえば、2×2 表を作成しオッズ比やχ2 検定を用いての分析のこ

とで、PRR（Propotional Reporting Ratio）、ROR（Reporting Odds Ratio）が用いられま

す。英国 MHRA は PRR を用いています。PRR は特定の副作用の報告割合の比、つまり相対リ

スクを調査するものです。PRR のシグナル検出基準（閥値）は２です。 

 

■日本における PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）のシグナル検出に関する試験

について 

PMDA は ROR を用いて試験的に行った結果も公開しています。例えば間質性肺疾患につい

て ROR を用いて分析した結果では、漢方製剤、腫瘍用薬等による発症がシグナルとして検出さ

れています。 

 

■意外に簡単 

 どうでしょうか。意外に簡単にできますね。しかし、シグナルが検出されたからといって、「特

定の医薬品と特定の副作用の間には因果関係あり」とはいえません。また分析方法によってシグ

ナルが検出される場合も検出されない場合もあります。検出された後は、個々の症例を詳細に分

析する必要があります。 

表１ 不均衡分析における２×２分割表 

 特定副作用報告件数 その他副作用報告件数 合計 

特定医薬品の報告 Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ 

その他医薬品の報告 Ｃ Ｄ Ｃ＋Ｄ 

合計 Ａ＋Ｃ Ｂ＋Ｄ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 

PRR＝Ａ（Ｃ＋Ｄ）／Ｃ（Ａ＋Ｂ） シグナル検出判定基準 PRR≧２ 

自発報告事象に占める特定事象の割合がデータベース全体から予測される割合の２倍以上 

 

引用：ファーマコビジランスにおけるシグナル検出の実践 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構：データマイニイング手法の導入に関する検討結果報告書 

（平成 21 年 3 月） 

 

Drug information 
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数字で見る春日井市民病院（平成 26年度入院編） 

上記は平成 25 年度と平成 26 年度の入院患者に占める年齢階級の分布を示しています。 

平成 25 年度に比べ 40 歳代と 60 歳代以降で患者数が増加しています。また図には示していませんが、患者さ

んの平均年齢は、58.1 歳（平成 25 年度）から 59.8 歳（平成 26 年度）へ約 2 歳の高齢化が認められました。

超高齢社会を迎える中で、当院の入院患者の年齢構成や疾病構成の経年的変化を分析し、対応してくことが急務
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左の図は平成 25 年度と平成 26 年度の入院患者に

占める救急車搬送患者数を示しています。 
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 また､平成 26 年度の救急搬送患者数は約 10,200
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医療情報センター 

左の図は平成 25 年度と平成 26 年度の入院患者に

占める紹介患者の割合を示しています。 

 紹介による入院患者数は、平成 25 年度に比べ平成

26 年度は約 1,400 人増加し、入院患者のうち紹介

されて入院される患者さんが、半数以上となりまし

た。 

今年度も地域の先生方との連携を強化していきた

いと思っていますので、どうそ宜しくお願いします。 

入院患者における紹介状の有無 

平成 25年度 平成 26年度 

救急車による搬送患者における入院患者数 

年齢階級別入院患者数 

平成 26年度 平成 25年度 
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1.キャンサーオープンカンファレンス 

毎月第 1 木曜日に午後 6 時から市民病院講堂にて開催しています。地域の医療従事者の方も参

加できますので、お時間のある方は是非ご参加ください。 

 

2.春日井市地域連携糖尿病研修会 

当院では地域の糖尿病療養指導に関わる医療従事者を対象に定期的に研修会を開催しています。 

本年度は、3 回を予定しています。詳細については別途ご案内させていただきますので、お時間

のある方は是非ご参加ください。 

 

今年度も開催します！地域の皆さんのご参加お待ちしています！ 

 

開催予定日 テーマ 講師 

6 月 4 日（木） 

午後 6 時～ 

安心できる外来がん化学療法 

（多職種による共同支援）（仮題） 

看護局 中釜看護師 

薬剤部薬剤科 鈴木（敦）薬剤師 

医事課 黒川主事 

7 月 2 日（木） 

午後 6 時～ 
膵がんと糖尿病(仮題) 

消化器科 高田医師 

内科 岡田医師 

開催予定日 テーマ 講師 

7 月 11 日（土） 

午後 3 時～5 時 

糖尿病患者さんの実際の食生活から考える

食事療法 

管理栄養士 

大門 有紀 

10 月 10 日（土） 

午後 3 時～5 時 
血糖パターンマネジメントについて（仮題） 

糖尿病看護認定 

看護師 鈴木 香里 

2 月 6 日（土） 

午後 3 時～5 時 
フットケアについて（仮題） 

糖尿病看護認定 

看護師 谷口 美和子 
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