
Trinity年頭号に寄せて 

院長 渡邊 有三 

 暖かいお正月であったためかインフルエンザの流行もなく、穏やかな救急外来で平成 28 年がスタ
ートしましたが、医療関係者を取り巻く環境はさらに厳しく、地域医療構想策定、消費税増税問題、
社会保障関係費用削減など、政府が進めている方針が我々にとって大きな逆風であることは論を俟ち
ません。地域医療構想では尾張北部医療圏においても、平成 37 年の必要病床数は 52 床過剰で、特
に急性期病床は現在 2,753 床ありますが、1,822 床が妥当と推定されています。病診連携だけでな
く病病連携も重要と思われ、医師会の先生方のご支援をお願いしたいと考えます。社会保障関係費に
関しても大幅な削減が予定されていて、経営的には厳しいものが予想されます。病院団体と医師会と
の間には消費税に関して若干の温度差があるようですが、先進的なわが国の医療制度を堅持するため
にも、我々医療者が一致団結していかねばならないと思います。 
当院の救急部門と春日井市医師会の協力による休日・平日夜間急病診療所との連携はスムーズに行

われており、年末年始の 6日間における 1日当たりの当院受診者は 149名(昨年は 210名)、診療所
は159人(昨年は241人)でした。入院を必要とした方は1日当たり17名(昨年は18名)でしたので、
重症者数は例年どおりでした。また、診療所から 21名が紹介され、内 7名が入院となりました。一
次救急を診療所にお願いして、当院は三次救急病院として重症者の対応に特化するという分業化が着
実に進んでいるようで、診療所の運営にご協力賜っております医師会会員各位には紙面をお借りして
感謝の意を表したいと思います。しかしながら、実地医家の先生方の診療所が開いている間にも当院
受診を希望する軽症者が絶えないのも現実です。今年 1月 4日から紹介状を持参しない患者からは選
定療養費として 2,160 円を徴収することとしました。この方針変更によって、患者の受療行動に変
化が訪れるかどうかは今後の検証を待ちたいと思いますが、あわせてご了解いただきたいと存じます。
そして、当院は「必要な時には必要な医療を何時でも提供できる」という体制作りに今後も邁進して
いく所存です。 
呼吸器科、心臓血管外科、皮膚科などの一部の診療科において、医師が不足していてご迷惑をおか

けしていましたが、関連大学医局のご尽力により、この 4月から呼吸器科は 2名の常勤医師が増員と
なります。皮膚科も 2名の常勤医師が派遣されることになりました。心臓血管外科に関しましては大
学医局とも連携をとりながら、手術を再開しております。連携医療機関の皆様には大変なご不便とご
迷惑をおかけしていますが、少しずつ改善していきたいと思っています。 
簡単ですが、年頭のご挨拶の一文を認めさせていただきました。今後とも春日井市民病院との連携

に関しまして、ご理解とご協力をお願いしたいと存じます。 
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医療連携室から新年のごあいさつ 

副院長兼医療連携室長 佐々木 洋光 

明けましておめでとうございます。 
旧年中は当院の地域連携活動にご理解ご協力いただき有難うございます。 
当院は昨年 10月、県より三次救急指定を受け、12月１日に救急救命センターを開設させていただ

きました。これにより皆様方からご紹介いただく、より重症患者さんにも対応しやすくなり、休日・
平日夜間急病診療所と併せて春日井地区の救急医療の向上に質・量とも寄与できると考えております。
救急医療以外においても紹介・逆紹介数は順調に増えており、おかげさまで地域医療支援病院の指定
を更新することができました。当院が急性期病院としての機能を維持するためには、前方連携・後方
連携が順調に行われていることが必須条件であり、それには皆様のご協力が必要であります。本年は、
診療報酬改定の年にあたり、様々な情報では厳しい改定となるとのことで、医療・介護にとっては益々
厳しい環境になろうとしております。しかしながらこの様な状況だからこそ、更なる強い連携が必要
と考えます。医療連携室としましては、より強い”顔の見える”関係を目指し、昨年より医師・事務職
による診療所の訪問を実施しており、皆様方からのご意見・ご要望をいただき連携活動の改善を進め
ていこうと考えております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

本年最初の Trinityを発行するにあたり、日頃患者さんをご紹介いただいている当院の主な診療科
の代表者から、各科の状況や取り組み内容等について紹介をさせていただきます。また、診療表を掲
載しますので参考としてください。 

内科系診療科

内科 医務局長兼内科部長 成瀬 友彦 

慢性腎臓病患者は現在約 1300万人と推定され、新たな国民病として注目されて
います。放置すれば最終的に透析療法が必要となる恐ろしい病気であり、早期から
の対策が何よりも大切になります。腎疾患の確定診断には腎生検が必須となります
が、一般には 1 週間程度の入院を要する検査のため時間のとれない患者さんには
敷居の高い検査でした。当院では工夫・改良を重ね、現在 2 泊 3 日の入院で腎生
検を行っており、時間のとれない患者さんでも受けやすい検査に改善しています。
先生方の医院に通院中の患者さんで検尿異常のある方がおみえでしたら、診断・治
療方針などしっかり評価いたしますので、是非当院腎臓内科にご紹介ください。 

月 火 水 木 金
午前 一般 渡部 石川 渡部

腎臓内科 1 成瀬 渡邊(有) 永原 成瀬 坂
腎臓内科 2 山下(奇数週) 

唐澤(偶数週) 
坂 山下 唐澤 谷口(容) 

当院の診療科より
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神経内科     神経内科部長兼脳卒中センター部長 寺尾 心一 

神経内科では頭痛やめまい、脱力やしびれ、ふらつき、もの忘れ、意識消失や痙
攣など多彩な患者の主訴に対して毎日診療を行っています。とくに①超急性期から
慢性期の脳梗塞、②パーキンソン病や多系統萎縮症・筋萎縮性側索硬化症などの神
経難病、③アルツハイマー病などの認知症といった疾病の診断と治療に力を入れて
います。脳梗塞に関して、発症 4時間 30分以内のアルテプラーゼ静注療法は薬剤
の投与開始が早ければ早いほど良い治療です。とくに軽症例ではより効果的であり
ますので、まず患者を救急搬送し、紹介状を後に救急外来に FAX していただけれ
ば、かなりの時間短縮が得られると思います。ご配慮のほどよろしくお願いいたし

ます。 

呼吸器科     副院長兼呼吸器科部長 松本 修一 

呼吸器科が関与する疾患は、1.肺癌 2.気管支喘息 3.ＣＯＰＤ 4.肺炎です。 
今回は、気管支喘息についての話題です。そもそも気管支喘息は、治癒すること

はない疾患の代表です。「もう治癒したから、受診しなくていいよ。」と言えない疾
患ですが、近年の吸入療法の進歩により、コントロールが可能となってきました。
特に大事な点は、喘息発作を起こさないために、ピークフローの自己測定により、
患者自らが自分の気管支喘息状態を理解し、自らコントロールすることです。現在
の気管支喘息の治療は、発作の治療ではなく、発作を起こさなくすることが治療の
目的です。そのためには、吸入ステロイド薬は必須の薬剤です。吸入ステロイドが

効いてくるのは、開始 2週間以降、安定してくるのは 4週間以降です。安定してくれば、患者が自己
中断することなく、吸入療法を継続することで、発作を起こさなくなります。この時点で、先生方に
逆紹介をしております。逆紹介後は、年に 1回程度、当科にご紹介いただき、肺機能検査やピークフ
ロー日記を確認し、治療効果の評価を行い、その情報をお返しするようにしております。 
咳、特に持続する夜間の咳は、気管支喘息を示唆する大事な症状です。喘鳴がなくても、呼吸困難

がなくても、気管支喘息の可能性があります。気管支喘息が疑われる患者さんのご紹介をお願いいた
します。 
気管支喘息のコントロールができていない、喘息死の可能性のある夜間救急外来受診の気管支喘息

発作患者を無くすことが、我々呼吸器科医師の使命であると考えております。 

月 火 水 木 金
午前 初診 代務医 代務医 松本(修) 代務医 松本(修)

再診 岩田 岩木

月 火 水 木 金
午前 初診 寺尾 寺尾 荒木 寺尾 寺尾

遠藤 安藤 安藤 鳥居 數田
再診 數田 鳥居 遠藤 荒木 平山

午後 初診 もの忘れ外来 
鳥居/遠藤/數田 

もの忘れ外来 
鳥居/遠藤/數田 

再診 脳卒中外来 
寺尾 

安藤 荒木 もの忘れ外来
寺尾 
平山

脳卒中外来 
(予約制) 

毎週月曜日と金曜日の午後 1時から午後 4時。月曜日は寺尾医師、金曜日は
内藤医師(脳神経外科) 
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メンタルヘルス科 メンタルヘルス科部長 関谷 隆宏 

当院のメンタルヘルス科は平成 28年 1月から、医師 1名での診療体制となって
おります。主な疾患はうつ病、パニック障害などです。外来診療のみで入院施設は
ありません。患者さん紹介の際は、医療連携室経由で受診予約をしていただきます
よう、よろしくお願いいたします。 

消化器科     消化器科部長 祖父江 聡 

我々消化器科は質の高い、安全で安心な医療を提供できるよう、最新の医療機器
を装備し、スタッフ 15 名がお互い切磋琢磨し、診療に励んでおります。消化管、
肝臓、胆膵の各領域の専門医が疾患リーダーとなって最新の治療を積極的に導入し、
若い医師の指導を行っています。さらに高度な医療を求められる消化器系疾患に対
しても名古屋市立大学や名古屋大学と密に連携を取り、いつでも相談・対応できる
体制を整えています。また特に消化器内科では慢性疾患や癌の患者の定期的フォロ
ー、末期患者の緩和ケア、在宅医療に至るまで、慢性期病院や診療所など地域の医
療機関のご協力が不可欠であります。 

地域住民の皆様のため、医療連携をさらに発展させていくよう一層の努力を続けていきたいと考え
ておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

循環器科     循環器科部長 小栗 光俊 

循環器領域において、心房細動をはじめとする不整脈分野は長らく薬物療法のみ
の時代が続きましたが、近年カテーテルアブレーションの発達により、治すことが
可能となってきました。当科でも、患者さんの症状緩和や心血管イベント抑制に貢
献すべく、積極的に取り組んでいます。 
一方で、循環器慢性疾患においては、地域医療機関と役割分担をして患者さんを

長期に支えていく体制が不可欠であると強く認識しています。 
平成 28年度は、循環型連携パスの整備やオープンカンファレンスの開催を目指

すとともに、当科職員が地域の医療機関を積極的に訪問し、顔の見える密接な病診
連携の構築に努めます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

月 火 水 木 金
午前 関谷 関谷 関谷 関谷 関谷

月 火 水 木 金
午前 初診 奥田 望月 池内 森川 羽根田

松本(朋) 髙田 祖父江 木村 平田
管野

再診 森川 小島 管野 松本(朋) 奥田
木村 羽根田 望月 池内
祖父江 平田 髙田

月 火 水 木 金
午前 初診 小栗 墨 小栗 大口 河村

再診 滝川 大口 近藤(圭) 寺沢 石田
河村
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小児科 小児科部長 河邊 太加志 

常勤医・非常勤医を含めてある程度の専門的な知識や技術を持つ医師が直接診療
できる分野としては、ウィルス・感染症、血液・腫瘍、アレルギー、神経・筋、循
環器、腎などです。さらに小児内科全般としてその他の幅広い領域で必要な初期対
応が可能です。より高度な、あるいはより専門性の高い医療が必要であると判断さ
れた場合や患者さんのご希望が強い場合などには、各大学をはじめ多くの専門施設
と連携を取り、しかるべき施設に検査を依頼したり、患者さんをご紹介させていた
だいたりしております。また救命救急センターを有し、夜間・休日も含め、小児の
救急対応も積極的に引き受けております。 

月 火 水 木 金
午前 星野 河邊 星野 田中(真) 河邊

前田 田中(真) 神野 前田 神野
石黒 神野 石黒 石黒 小出

午後 ･慢性疾患 
･乳児健診 

･慢性疾患 
･ワクチン 

･循環器 
･神経 
･腎臓(第 1週のみ) 

･慢性疾患 
･ワクチン 

･循環器 
･慢性疾患 

※小児アレルギー外来(月曜日と火曜日)は、リハビリテーション科診察室にて診察を行います。

糖尿病センター   糖尿病センター部長 松田 淳一 

糖尿病内分泌内科医師を中心に、糖尿病療養指導士を含むコメディカルスタッフ
と共にチーム医療で、患者の背景に応じた目標設定、きめ細かい生活習慣改善指導
をめざします。平成 26年 6月診療棟 2階に改装移転し、月曜日から金曜日の毎日
の診療になりました。甲状腺、脂質異常症、肥満や代謝内分泌内科疾患についても
当センターで扱います。医療連携室を通じてのご予約は、糖尿病内分泌内科初診担
当スタッフ医師が診察させていただきます。通常の糖尿病教育入院期間は 1～2週
間程度ですが、特に糖尿病教室を目的とした 3泊 4日短期入院コースもあります。 

月 火 水 木 金
午前 初診 岡田/松田 岡田 石川 石川/岡田 松田

再診 佐々木(洋) 佐々木(洋) 松田 渡邊(梨) 佐々木(洋) 
(午前) 
/石川(午後) 

松田/岡田 松田 岡田 佐々木(洋) 
/石川 

岡田 

午後 甲状腺 
エコー 

岡田/松田 岡田 松田 

※甲状腺エコー検査は 1階内科エコー室で行います。
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放射線科     放射線科部長 深谷 信行 

放射線科は画像診断部門と放射線治療部門の２つの部門に大別されます。画像
診断部門では、CT、MRI（核磁気共鳴診断装置）、核医学検査を中心とする画像診
断業務を行っています。近隣の先生方にも、当院の高度医療機器を共同利用とし
てご活用いただけます。医療連携室を通じてご予約いただければ、画像データと
ともに結果をご報告させていただきます。一方、放射線治療部門では、さまざま
な悪性腫瘍の放射線治療を行っています。平成 26年４月より『トモセラピーHD』
が稼働し、より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）〕に対応しています。 

月 火 水 木 金
午前 治療 長澤 長澤

検査 深谷 富田 深谷 富田 富田
午後 治療 眞鍋 杉江 長澤

検査 真木 真木 真木 真木 深谷

外科系診療科

外科 副院長兼外科部長 山口 竜三 

今は DPC データを誰でも閲覧でき、全国の病院の比較が容易になっています。
2014年は膵頭部腫瘍切除、結腸切除、胃切除において当科の在院日数は愛知県で
最も短く、なかでも難度の高い膵頭部腫瘍切除の在院日数は全国でも一番短い結果
でした。また、高度な手技を要する切除量の多い肝切除を年 10例以上施行してい
る施設は一部の大学病院やがんセンターをはじめ県内は 7 施設のみで、当科は 4
番目(一般市中病院では最多)の症例数、在院日数は 2番目の短さでした。また、そ
の在院日数は全国でもベスト 10に入ります。かかるデータは当科の手術の質の高
さを客観的に反映するものと考えます。 

高度な技術の修練、丁寧な手術、慎重な術後管理はもちろん、患者さんや家族への分かりやすい対
応をなによりも心がけていますので、手術が必要な患者さんをご安心してご紹介ください。 

月 火 水 木 金
午前 初診 三竹 山中 宮村 三輪 有元

再診 三輪 有元 山口 榊原 渡邊(真)
山中 山本（泰） 渡邊(真) 古田 宮村
會津 尾関(呼吸器外科) 三竹 榊原(奇数週) 

山本(泰)(偶数週) 
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整形外科     整形外科部長 泉田 誠 

平成 27年 4月より村瀬医師の赴任にともない肩・膝の関節鏡視下手術（腱板修
復術、半月板縫合術、靱帯再建術など）と人工関節置換術に積極的に取り組んでい
ます。また関節リウマチ外来＊(担当：三井、週 1回代務)を開設しました。 
 脊椎疾患(担当：泉田)、手の外科(担当：久保田)のほか、外傷などによる骨折治
療も早期手術を目標に行っています。該当疾患の方がみえましたら各担当医までご
紹介ください。 
＊リウマチ外来は、一度新患担当医が診察させていただいた上で専門外来の予約を
取らせていただいております。 

形成外科     形成外科部長 菱田 雅之 

昨年当科にて入院手術・外来手術・レーザー処置を含めますと年間４９２件施
行いたしました。当科は２ｃｍ以下の良性の皮膚腫瘍摘出術でも、より傷を小さ
く縫合の跡を残さず目立ちにくい瘢痕を目指しています。一般的に保険診療では
審美性は問わないと言われていますが、患者さんがご希望されましたら、術後瘢
痕を最大半年間外来にてフォローし、その事が患者さんの満足度を上げていると
思います。加えて他院にて手術を受けられた方も瘢痕が気になり当科の門を叩か
れる方も多く、可能な限り対応させていただいております。 
スタッフは１名のため、皆様から紹介していただいた患者さんでも、昨年手術

を最大２か月待っていただいた経緯があり、ご迷惑をお掛けするかもしれませんがよろしくお願いし
ます。 

心臓血管外科   心臓血管外科部長 寺西 克仁 

昨年 7 月より当院において心臓血管外科を再開する事ができました。これまで
のところ、成人の心臓大血管手術適応の患者さんのうち、虚血性心疾患に対する冠
動脈バイパス術を当病院にて施行し、弁膜症や大血管に対する手術を名古屋大学附
属病院で施行しています。冠動脈バイパス術は合併症リスクの軽減のために人工心
肺を使用しない心拍動下冠動脈バイパス術(Off-pump coronary artery bypass: 
OPCAB)を積極的に進めています。今後もさらに安全でより良い心臓血管外科手術
を進めていく所存ですのでご教示、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

月 火 水 木 金
午前 寺西

月 火 水 木 金
午前 初診 鈴木 福田(俊) 村瀬 久保田 福島

松澤 柴田 平出 代務医
再診 久保田 泉田 松澤 泉田

村瀬 福島 柴田 鈴木
福田(俊) 平出

午後 リウマチ外来(毎週) 
小児整形(第 1週) 

※リウマチ外来・小児整形は完全予約制です。

月 火 水 木 金
午前 菱田 菱田 菱田
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脳神経外科 医務局長兼脳神経外科部長 桑山 直人 

脳神経外科疾患全般に対応しております。頸部内頸動脈狭窄症には内膜血栓除去
術(CEA)を行う症例と、高齢など CEA のリスクが高い症例に経皮的頸部内頸動脈
ステント留置術(CAS)も積極的に行っており、平成 27 年は合計 42 例の実績があ
ります。神経内科医師と連携をして、tPA無効症例や tPA適応外の症例に、血栓吸
引術を行い、平成 27年には 13例施行しました。ナビゲーションシステム・術中
蛍光撮影を併用して脳腫瘍や脳血管手術をより安全、正確に行えます。神経内視鏡
を用いた下垂体手術も、神経内視鏡技術認定医により行っております。緊急の患者
さん以外は、火曜日から金曜日までの午前中にご紹介ください。 

泌尿器科 泌尿器科部長 福原 信之 

泌尿器科疾患の代表である前立腺がんの罹患率は、増加の一途を辿っており、そ
の死亡率も上昇しております。 
増え続ける疾患に地域と連携して対応できるよう、前立腺がん地域連携パスの計

画を再開したいと考えております。一次予防としての PSA 測定から、抗アンドロ
ゲン製剤などの投与までを身近な地域の医療機関で行える体制作りを目指します。
当院としましては、根治術としての前立腺全摘術や放射線療法など、より一層の充
実を図る予定でおります。 
現在、泌尿器科では、月に 2 回、開業医の先生方のもとへ訪問し、ご賛同、ご

協力をお願いしております。計画は始まったばかりですが、末永く連携できますようよろしくお願い
します。 

産婦人科   産婦人科部長 早川 博生

当院産婦人科は医師と助産師が協力し、お互いの良い面を引き出す周産期管理を
目指しています。助産外来・院内助産・産後ケア入院(他院分娩でも可)、おっぱい
外来(桶谷式乳房ケアを含む)、ヨガなど助産師が妊婦さんとじっくり向き合い、き
め細かいケアをしていることが特徴で妊婦さんの評価は高いです。分娩予約を断る
ことはなく、いつでも受入れ可能です。がんに関しては手術・抗がん剤治療・放射
線治療をガイドラインに従って行っています。良性婦人科疾患に対しては近年積極
的に腹腔鏡手術を取り入れています。一般不妊治療は人工授精までとなりますが、
卵管造影のみの依頼も受け付けています。ご紹介をよろしくお願いします。 

月 火 水 木 金
午前 代務医 真宮(奇数週) 

大塚(偶数週) 
桑山 ※2 桑山 林 

桑山 ※1 林 真宮 内藤 大塚
午後 脳卒中外来 

内藤 
※1月曜日の桑山医師の診察は、午前 9時 30分までです。 
※2水曜日の桑山医師の診察は、第 1～3週は午前 10時から正午まで。第 4、5週は休診となりま
す。 

月 火 水 木 金
午前 初診 春日井 春日井 佐々(代務医) 福原 松沼

再診 福原 安藤 春日井 福原

月 火 水 木 金
午前 初診 下村 佐藤(麻） 佐々木(裕) 早川 初診担当医

再診 早川 下村 佐藤(麻) 下村 佐々木(裕)
佐々木(裕) 早川 佐藤(麻)
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眼科 眼科医長 福田 紘子 

白内障手術については総合病院であるため、片眼を 2 泊 3 日の入院で手術を行
っています。 
遠方で通院が困難な方、持病をお持ちで日帰りが不安な方に利用していただいて

います。もちろん日帰り手術も行っています。 
また糖尿病黄斑浮腫や、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対して抗ＶＥＧＦ剤硝

子体注射も行っています。当院の採用薬剤はアイリーアとルセンティスです。 
このような症例があればご紹介いただければと考えます。 

月 火 水 木 金
午前 玉井(祐) 玉井(祐) 玉井(祐) 玉井(祐) 玉井(祐)

福田(紘) 福田(紘) 福田(紘) 福田(紘) 福田(紘)

耳鼻いんこう科  耳鼻いんこう科医長 佐藤 雄二 

耳鼻咽喉科領域は視覚を除く聴覚、前庭覚、嗅覚、味覚、嚥下など様々な感覚器
官を取り扱っております。耳領域では突発性難聴や中耳炎といった耳疾患やメニエ
ール病などのめまい疾患、鼻領域では副鼻腔炎や鼻中隔湾曲症、鼻腔腫瘍に対する
検査や手術、習慣性扁桃炎の手術や声帯ポリープといった喉頭の手術も行っており
ます。また、耳鼻科領域の悪性腫瘍についても可及的速やかな診断と治療を心がけ
ております。 
上記の疾患などにつき取り組んでまいりますので、ご紹介の程、何卒よろしくお

願い申し上げます。 

歯科口腔外科       歯科口腔外科部長 丹下 和久 

当科は尾張北部医療圏における、歯科の二次的な医療機関であり、約 60％の患
者さんは一次医療機関からの紹介で受診されています。当科で取り扱う疾患は、埋
状智歯を始め、顎関節症、口腔粘膜疾患、顎骨周囲炎、唾液腺疾患、顎顔面外傷、
口腔癌など口腔外科疾患を広く扱っています。特に口腔癌の治療は、IVRを利用し
た超選択的動注化学放射線療法を実施しており、多くの症例で外科的手術を回避す
ることが可能です。また治療成績も StageⅢ・Ⅳ症例でも 5年生存率約 80％と好
成績となっています。 
その他、最近は歯科の一次医療機関と協力しながら、当院入院患者さんの周術期

口腔機能管理にも力を入れています。 

月 火 水 木 金
午前 交代制 交代制 佐藤(雄) 佐藤(雄) 交代制

交代制 交代制 篠塚 篠塚 交代制
澁谷 澁谷 澁谷 村嶋

午後 特殊外来/ 
学童外来/ 
SAS外来 

エコー/ 
特殊外来 

エコー/ 
耳鳴外来 

※毎週火曜日午後は、補聴器相談があります。

月 火 水 木 金
午前 丹下 丹下 中山 丹下 丹下

脇田 脇田 小熊 脇田 脇田
中島 中島 中島 中島
代務医 代務医 代務医 代務医

午後 インプラント
外来 
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血管内治療センター(血管外科) 血管内治療センター部長 井原 努 

当科で扱っている疾患としては腹部大動脈瘤、下肢静脈瘤、閉塞性動脈硬化症
一般(間歇性跛行、足背・後脛骨動脈の触知しない下肢の壊疽など）、内臓動脈疾患
などがあります。当院では胸部大動脈瘤・解離は循環器・心臓外科、頸動脈疾患
は脳神経外科に診ていただいております。 
腹部大動脈瘤に関してはステントグラフト実施施設として適応患者に対し侵襲

性の低い治療を行っております。また閉塞性動脈硬化症に関しては観血的動脈形
成・バイパス術のバックアップを含めた血管外科による血管内治療を行っている
比較的数少ない施設のうちの一つです。また下肢静脈瘤に関しては保険適応のレ

ーザー治療を導入しており、これに関しても適応の患者さんに対し迅速に治療を行っております。 

月 火 水 木 金
午前 玉井(宏) 井原 玉井(宏) 井原

神野 眞輔 
小児科 医師 平成 22 年卒 
前任：名古屋大学医学部附属病
院 
「春日井のお子さんのために
頑張ります。」 

三竹 泰弘  
外科 医師 平成 22 年卒 
前任：豊橋市民病院 
「患者さんとその家族に信頼
される医師を目指します。」 

福島 裕晃 
整形外科 医師 平成 23 年卒 
前任：大垣市民病院 
「まだまだ若輩ではあります
が、地域の医療に貢献できるよ
う頑張りますので何卒よろし
くお願い申し上げます。」 

真木 浩行 
放射線科 医師 平成 24 年卒 
前任：名古屋市立大学病院 
「お役に立てるように頑張り
ます。よろしくお願いします。」 

宮村 径 
外科 医師 平成 22 年卒 
前任：豊田厚生病院 
「市民病院の忙しさに早く慣
れて皆様のお役に立ちたいと
思います。至らぬ点など多々あ
るとは存じますが、よろしくご
指導、ご鞭撻の程お願いいたし
ます。」 
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救命救急センター部長兼救急部長 近藤 圭太 

平素は当院救急部の運営につき格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。お
かげさまで、昨年 10 月 1 日に救命救急センターの指定を受け、12 月 1 日より正
式に救命救急センターとして運営を開始しています。昨年からセンター発足に向け
て、三次救急を担う病院として高度な医療を提供できるように、各専門科との連携をより密なものと
し、機材の充実やシステムの改善などを推し進めてきました。今後も、さらに高度な救急医療にも応
じられるよう、引き続き体制を強化していきたいと思っています。 
今後は、救命救急センターの責務として、三次救急を中心とした重症患者対応に重点がおかれてく

ることとは思われますが、当院が従来から貫いてきた「地域救急医療の最後の砦となる」という理念
は変わっておりません。今後も、「断らない救急」をモットーに頑張っていく所存です。ただ、依然
マンパワー不足は改善できず、その理念を貫き通すために、医師・看護師をはじめ多くの医療スタッ
フが疲弊してきているのも事実です。患者さんには、広報等を通じて、軽症と思われる場合はかかり
つけ医や休日・平日夜間急病診療所を受診していただくようお願いしています。皆様には、何卒ご協
力の程よろしくお願いいたします。実際この年末年始は、休日・平日夜間急病診療所で多くの一次救
急患者さんを診ていただけたおかげで、当センターでは重症患者さんに充分対応することができ、大
変感謝しています。加えて、状態が安定した入院患者さんの早期転院受け入れにつきましても、今後
もご協力をお願いいたします。 
地域の救急医療を支えるのは、先生方との連携なくしては全うできないものと確信しております。

まだ発足したばかりの救命救急センターですが、皆様の信頼にお応えできるよう努力してまいります
ので、今後もご支援の程お願い申し上げます。 

「薬剤師外来」を開設しました 

近年抗がん剤治療は、既存の抗がん剤や多様な分子標的薬の開発が進み複雑化しています。 
また抗がん剤による有害事象も、嘔気・嘔吐、下痢、皮膚障害、アレルギー、血圧上昇など症 
状が多岐にわたって発現します。しかし外来では、主治医が患者に説明する時間を十分に確保 
できないこと、患者が短時間の説明では抗がん剤による有害事象の対処方法を理解できない問 
題点があり、薬の有害事象により治療の継続に影響が出ることがありました。 
そこで当院では、外来治療の質を上げるため平成 27年 9月から『薬剤師外来』を開設しま 

した。がん治療に精通したがん専門薬剤師を配置し、患者のがん治療の不安を解消するよう支 
援していきます。 

○『薬剤師外来』の主な業務
・治療開始前のスケジュール、起こりうる有害事象、服用方法、治療費についての説明
・抗がん剤治療中のアドヒアランス、有害事象の確認、また有害事象に対する支援薬の提案
・疼痛管理として医療用麻薬の服用方法、医療用麻薬の有害事象、継続的な疼痛チェック

○『薬剤師外来』の件数 年月 件数 
平成 27年  9月 39件 
平成 27年 10月 85件 
平成 27年 11月 102件 

救命救急センターの開設にあたって 

11



 
がん化学療法看護認定看護師の活動 

がん化学療法看護認定看護師 中釜 浩美 
 

新たにがんと診断された罹患患者数は年々増加しています。また、
がん治療のひとつである化学療法は、めまぐるしい医療の進歩により
様々な薬剤が開発・承認され、がん患者さんの奏効率の向上や無増悪
生存期間が延長しています。当院の外来化学療法センターでの平成
26 年度の延べ患者数は 2,299 人であり、中には仕事をしながら化学療法の治療を 10 年近く受けて
いる患者さんもみえます。辛い化学療法にも関わらず、「ここに来ると癒されるしほっとする」「み
んなに会えて安心する」といった患者さんの言葉を聞くと心が温かくなります。「安全」「確実」「安
楽」に化学療法を受けられるよう、また看護のモットーである「気づき・気づかいの看護」を提供で
きるように努めています。 

化学療法を行う中、日常生活動作(ADL)の低下がみられても在宅での生活を少しでも充実していけ
るよう、また、患者さんやご家族の希望を尊重できるよう退院調整看護師と地域在宅支援者との仲介
者となり、院内外での連携に力を注いでいます。化学療法による有害事象への対処方法などでお困り
のことがあれば、いつでも外来化学療法センターまでご相談ください。 

参考文献 国立研究開発法人国立がん研究センター公式ホームページ http://www.ncc.go.jp/jp/ 

〒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/ 

医療連携室     TEL 0568-83-9924 

FAX 0568-82-9345 
Trinity Vol.20 
発行日 平成 28 年 1 月 25 日発行 

発行元 広報委員会  春日井市民病院 

ホームページ 

がん化学療法看護認定看護師の主な活動 

化学療法を受ける患者・家族に対して、治療に対する心情を尊重しつつセルフケア能力を高められるよう

な効果的な看護を実践しています。 
例) 患者・家族へのセルフケア支援／化学療法による有害事象に対する症状マネジメント／有害事象および予防の管理
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