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1

神代の昔から、疫病の前では、富める者も、貧しき者も為す術はなく、他者への奉仕という善行を成
すこと（利他主義 altruism）で、災厄から逃れることができるという教えなのでしょう。しかしなが
ら新型コロナウイルス感染症の蔓延する現代は先に述べたような「利己主義 egoism」が当たり前の様
ばっ こ

に 跋 扈 しています。我々は、果たしてこの様な状況下では、
「利他主義 altruism」では生きていけ
ないのでしょうか。フランスの経済学者で思想家のジャック･アタリ氏は「利他主義は“合理的利己主
義”なのだ。自らが感染の脅威に曝されないためには他人の感染を確実に防ぐ必要がある。利他的で
あることは、ひいては自分の利益となる。また、他の国々が感染していないことも自国の利益になる。
例えば日本の場合も世界の国々が栄えていれば、市場が拡大し、長期的にみると国益につながる‥」
と NHK“ETV 特集”のなかで述べておられました。人間は所詮一人では生きていけず、連帯･共感が必
要な生き物なのだと感じるとともに、今、我々は地域医療･医療連携という課題の中で新型コロナウ
イルスに試されているのかもしれません。勿論、我々は「利他主義＝合理的利己主義」の「蘇民将来」
でありたいと考えておりますし、「連携」はゆるぎないものと信じております。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

令和２年度を迎え、心臓外科の常勤医師が赴任しました。今年度は、循環器の外科手術もできるよ
うに体制を整えてまいりたいと思います。また、３月からは睡眠外来も稼働しております。つきまし
ては、日頃から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組み内容等につ
いて紹介をさせていただきます。
なお、呼吸器外科、形成外科は、常勤医師は不在となっておりますが、大学病院や近隣病院と連携
し、切れ目のない医療を提供してまいります。

内科系 診療科
内科

医長兼臨床検査部長

渡部 啓子

内科が臓器別診療科に細分化されると、どこへ紹介したらいいかわからない患
者がいませんでしょうか？当科は特殊な検査や治療技術は持っておりませんが、
内科領域の異常について、丁寧に問診と診察、過去の資料の分析を行います。さ
らに必要な検査を行い、病態整理をします。そして、病態によっては、専門科と
相談し方針を決めます。診断部門といってよいかと考えます。お困りの症例があ
りましたら、ご紹介してください。また木曜日の午後、完全予約制で女性外来を医療相談の形で開設
しています。初診外来のみですが、必要に応じて該当科にご紹介します。どうぞご利用ください。
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腎臓内科

部長 坂 洋祐
腎臓内科では、腎炎・ネフローゼ症候群・慢性腎臓病などの腎疾患全般を中心
に診療しています。腎炎は全身性エリテマトーデス・血管炎などが原因となるこ
とも多く、膠原病の診療も担当しております。腎疾患は早期診断が重要であり、
腎生検にて的確な診断を得られれば、進行を防ぐことが可能です。腎疾患には早
期から検尿異常を伴うことがほとんどであり、検尿異常がある患者さんがいれば、

ぜひ腎臓内科へご紹介ください。
当科では腎不全患者に対する透析医療も行っており、血液透析だけでなく、腹膜透析・在宅血液透
析にも力を入れております。また、腎移植外来も併設しております。近年では高齢の慢性腎臓病患者
さんも増加しています。当院ではアドバンス・ケア・プランニング(ＡＣＰ)を取り入れ、自らが望む
人生の最終段階における医療・ケアについて話し合う場も設けております。患者さんのニーズに合わ
せて、様々な治療選択肢を提供することができますので、腎不全患者さんに対しても積極的に引き受
けさせていただきます。

院長 成瀬 友彦

統括顧問 渡邊 有三

部長 三村 哲史

医師 丹羽 俊輔

医師 加藤 彰寿

専攻医 横井 順平

専攻医 小野木 智加朗

専攻医 武田 祐佳

専攻医 林 眞子

専攻医 三谷 幸太朗

病理診断科

部長 吉田 めぐみ
病理診断組織、術中迅速診断、細胞診、病理解剖を行っており、病理専門医・
研修指導医である常勤病理医２名、非常勤病理医２名の体制となっています。全
症例についてダブル又はトリプルチェックを施行し、診断ミスや見落としの防
止などの診断精度の向上に努めています。細胞診検査については、細胞検査士の
資格を持つ臨床検査技師５名がスクリーニングを行い、細胞診専門医が最終診
断を行っています。また、院内では CPC、各診療科との検討を行い、診断や治
療方針の決定に貢献できるよう努力しています。

医長 立山 尚
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糖尿病・内分泌内科

部長兼糖尿病センター部長 松田 淳一

糖尿病を中心に、甲状腺、肥満症、脂質異常症や副甲状腺、副腎、下垂体など
代謝内分泌内科疾患についても糖尿病・内分泌内科が担当しております。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目指します。糖尿病初発、
血糖コントロール不良、低血糖などの血糖変動、合併症評価、妊娠合併、再教育
の必要な方などぜひ当科へご紹介ください。入院治療だけでなく、GLP-１受容体
作動薬を含む注射薬治療の外来導入も積極的に行っています。
2017 年度からは、外科など複数科の連携にて、高度肥満症の外科治療として腹腔鏡下スリーブ状胃
切除術を行っており、2019 年 7 月に保険適応での施設基準を満たしました。2019 年８月から肥満症
治療外来（木曜日）を設置しておりますのでお気軽に患者さんをご紹介ください。

副院長 佐々木 洋光

呼吸器内科

部長 岡田 由紀子

医長 渡邊 梨紗子

医師 舟橋 夕貴子

部長 岩田 晋
呼吸器領域は、①悪性疾患、②慢性呼吸不全、③感染症、④免疫・アレルギー
と守備範囲が多岐にわたる上、診断や治療に難渋することも多い分野です。
通常はじっくり考えながら患者さんと相談し、診断や治療を行うケースが多い
中で、現在最も頭を悩ませているのが新型コロナウイルス感染症についての対応
です。今までに経験したことのない未曾有の世界的危機が襲いかかる状況下で、

ややもするとパニックになりがちな患者さんをなだめつつ、皆様方と同様、情報なし・防護具なし・
人手なしの三重苦のなかで日々悪戦苦闘している状態にあります。
当院は指定感染症医療機関ということもあり、近隣医療機関から新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れていますが、当院の呼吸器科医師５人だけではこの流れは止められようもなく、院内職員総
動員体制で事に当たっております。今こそ皆様のお力添えが必要と考えております。
三密を避けることが必要と叫ばれている昨今ではありますが、連絡を密に取らせていただき春日井
市の地域医療を万全のものにしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

部長 岩木 舞
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部長 野木森 健一

医長 小林 大祐

医長 笠原 千夏

専攻医 野口 陽一朗

消化器内科

部長 平田 慶和
当科は地域の皆様に安全で質の高い医療、そして患者に寄り添う温かい医療を
提供することを使命とし、消化管、肝臓、胆膵の各領域の疾患リーダーが核とな
ってスタッフ全員で協力して診療にあたっております。昨年、県内でも数施設し
か保有していないスパイグラスという胆膵内視鏡システムを導入いたしました。
腹部エコーではフィブロスキャンを導入し、肝臓の繊維化、脂肪化が非侵襲的に

測定できるようになります。新たに消化管学会、膵臓学会の指導施設認定も取得いたしました。各種
疾患に対して、患者さんのニーズに合わせた対応をしてまいりますのでお気軽にご相談いただければ
幸いです。また急性期のみならず、慢性期、人生の最終段階の患者さんの緩和・在宅医療の充実にも
より一層力を入れて行く所存であります。疾患の早期発見、早期治療から緩和・在宅医療まで、地域
の医療機関のご協力が不可欠であります。今後もよろしくお願いいたします。

副院長 祖父江 聡

部長 髙田 博樹

部長 池内 寛和

部長 林 則之

医長 柴田 俊輔

医長 小島 悠揮

医長 安達 明央

医師 山本 友輝

医師 服部 礼佳

医師 河村 逸外

医師 原田 貴仁

専攻医 成井 龍樹

専攻医 平野 智也

メンタルヘルス科

部長 関谷 隆宏

当科は、現在医師１名、公認心理師（臨床心理士）２名の診療体制となってお
ります。うつ病、パニック障害、不眠症などの比較的軽症の患者さんが中心です。
また、他科入院中の患者の精神科的問題については、リエゾンチームで回診、対応
を行っております。外来診療のみで入院施設はなく、医師１名のため、お待たせす
る場合がありご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いいたします。
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循環器内科

部長兼医務局長 小栗 光俊
６人の常勤スタッフが、地域のニーズに応えることができるよう、精力的に働
きます。虚血性心疾患に対する冠動脈インターベンション、不整脈疾患に対する
カテーテルアブレーションやペースメーカ植込みといった専門性を要する医療
に積極的に取り組むだけでなく、総合病院としての充実した内科系専門医と密に
連携して、循環器や心臓といった臓器別診療にこだわることなく全身を「診る」

姿勢で診療をします。令和２年度は、①治療開始までの時間が予後に影響する緊急症例には、循環器
内科医師が毎日当直しており 24 時間体制で対応できる利点を活かす。②心不全患者さんを「地域全
体で診る」活動をさらに醸成し、院内外多職種にて再入院予防に取り組みたいと考えています。循環
器内科専用ダイヤルがございますのでお困りの時はいつでもご連絡ください
24 時間循環器内科専用ダイヤル：080-6942-1608

部長 大口 志央

医長 片桐 健

医長 泉 和宏

専攻医 鳥居 淳

専攻医 重松 拓朗

専攻医 藤田 凜

血液・腫瘍内科

部長

医長 安田 健一郎

専攻医 脇田 梨恵

小椋 美知則

血液・腫瘍内科の顧問として赴任して２年が経ちましたが、この間、多くの先
生方から患者さんのご紹介をいただきありがとうございます。本紙面を借りてあ
らためて御礼申し上げます。当科では鉄欠乏性貧血や特発性血小板減少症などを
始めとする良性の血液疾患および、悪性リンパ腫、骨髄腫、白血病などの造血器
腫瘍の診療を行っていますが、外来診療態勢は私が週２回、名古屋大学血液内科
からの応援医師２名が各々、週１回で月曜日から木曜日まで外来診療を行っています。ただ、入院で
の診療態勢が不十分ですので、急性白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫などの造血器腫瘍で造血幹細胞移
植や強力な化学療法など入院での治療を必要とする疾患は、適確な診断後に愛知県がんセンター、小
牧市民病院、陶生病院、江南厚生病院などに紹介させていただいていますが、慢性骨髄性白血病、真
性多血症や本態性血小板増多症などの骨髄増殖性疾患、特発性血小板減少症など、外来で治療可能な
血液疾患につきましては診断、治療まで行っています。今後も、血液疾患を疑われました場合は、お
気軽に患者さんをご紹介くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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小児科

部長 河邊 太加志
当科では小児の血液・腫瘍、循環器、アレルギー、内分泌、神経・筋、腎など
の分野で知識と経験を持つ医師が対応します。さらに、小児内科全般の幅広い領
域で初期対応が可能です。診断のための方策として、一般的な血液検査・画像検
査はもとより、骨髄穿刺、腰椎穿刺、心エコー、マスター心電図、ホルター心電
図、MRI、シンチグラム、脳波、食物負荷試験を含む各種負荷試験、アレルゲン検

査、各種造影・透視検査など様々な検査を実施し判断しております。より高度、又はより専門性の高
い医療が必要と判断された場合や、患者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、しかるべき施設にご紹介して検査や治療を依頼しております。また、夜間・休日も
含め小児の救急対応も精力的に引き受けております。

部長 足達 武憲

部長 小林 貴江

医長 前田 徹

医長 尾池 直子

医師 柴田 雄介

専攻医 水谷 修平

脳神経内科

部長兼脳卒中センター部長

医長 田上 和憲

医長 加藤 俊輔

山下 史匡

脳神経内科では、頭痛・めまい・脱力や痺れ・ふらつき・もの忘れ・意識消失
や痙攣など患者の多彩な主訴に対して診療をしています。
特に、①急性期の脳梗塞、②パーキンソン病や多発性硬化症・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の診療に力を入れてい
ます。
2019 年９月から脳卒中急性期の患者さんに専門的な治療を行う脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）６床
を開設しています。３対１の濃厚な看護、早期からのリハビリテーションを受けることが可能になっ
ています。地域の脳卒中診療でより質の高い安全な医療を提供できるよう、一層の貢献を目指してま
いります。

医長 今井 和憲

医長 遠藤 利洋

医師 八木 覚

専攻医 三田 晃裕
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放射線診断科

部長兼放射線治療科部長 深谷 信行
放射線診断科では、CT、MRI（核磁気共鳴診断）、核医学検査を中心とする画像
診断を行っております。
院内にはマルチスライス CT４台、
MRI３台を備えており、
緊急検査にも対応しています。また、2017 年度に導入された 3.0 テスラ MRI も
順調に稼動しております。
現在、４名の常勤放射線科医師にて、迅速かつ正確な読影を心がけています。
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い
ております。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

部長 富田 均

放射線治療科

医師 北林 香子

医師 大西 正紘

結果をご報告させていただきます。

医長兼高精度放射線治療センター医長 小川 靖貴
2014 年 4 月に Tomotherapy HDAⓇを導入、2018 年４月に「高精度放射線治療
センター」を設立し、新規治療数は年間 200 件を維持しております。これは各
診療科や他院の先生方のご紹介あってのものです。深く御礼申し上げます。当
院におけるがん治療の底上げに当科も寄与できるよう、Tomotherapy の得意分
野である IMRT（強度変調放射線治療）を活かし、
「身体に優しい」放射線治療を
スタッフ一同提供していきたいと考えています。今後ともご紹介をお願いいた
します。
放射線治療単独については、外来での治療が可能です。入院が必要な方は各
診療科の先生と協力して治療を行っております。放射線治療全般のご相談も受

医師 山田 裕樹

救急科

け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

部長兼救命救急センター部長兼救急部長

近藤 圭太

平成 27 年 12 月１日から救命救急センターとしての運営を開始し、はや４年以
上が経過しました。これも地域に根付いた医療を提供していただいている先生方
のおかげであります。当院では、令和元年度は 30,586 名が当院救急外来を受診、
その中で 9,721 名が救急搬送されています。救急搬送される重症患者の受け入れ
に特化し専門性を持って救命にあたることは、三次救急病院の使命であり各専門
科とのシームレスな連携で対応しています。しかし、当院が従来から尊重してきた「地域救急医療の
最後の砦」となる理念は今後も決して忘れることなく、
「断らない救急」をモットーとして、皆様から
信頼される救急科となれるようこれからも努めてまいりますので、今後もご支援よろしくお願い申し
上げます。
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外科系 診療科
外科

部長兼副院長 山口 竜三
当科の全身麻酔手術件数はここ数年 1,200 件前後と東海圏屈指の症例数を維
持しています。これもひとえに当地域の医療連携の賜物であると紹介元の先生方
には厚くお礼申し上げます。
2019 年の同手術は 1,179 件でした。内訳は胃切除 90 件、大腸切除 239 件、乳
腺・内分泌手術 99 件、さらに専門性の高い肝・胆・膵手術は 103 件でした。一

方で、頻度の高い疾患として、胆石などの良性胆道疾患 179 件、ヘルニア手術 225 件などでした。ま
た、2019 年後半には病的肥満症・代謝異常を減量手術で治す腹腔鏡下胃スリーブ切除の保険収載を得
ました。愛知県下では数施設が認定されているにすぎませんが、当科は既に 20 症例以上経験し、満
足のいく結果となっています。
超高齢社会において基礎疾患をお持ちの患者様が多い中で、丁寧な手術と安全な周術期管理に努め
ています。重篤な併存症のため根治手術を躊躇されるような患者様も含め、何なりとご相談ください。

部長 古田 美保

部長 渡邊 真哉

部長 會津 恵司

部長 小林 真一郎

部長 佐藤 文哉

部長 藤枝 裕倫

医長 豊田 良鎬

医長 岩田 力

医長 影山 優美子

医師 森山 瑞紀

医師 山本 美里

専攻医 李 昌史

専攻医 山本 亮
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心臓外科

部長 石川 寛
数年来閉鎖しておりました春日井市民病院心臓外科の再開のため、令和２年４
月１日に着任しました石川寛と申します。
私はこれまで、小牧市民病院、名古屋大学病院、Silesian Center for Heart
Disease（ポーランド）、静岡済生会病院、大垣市民病院、豊橋市民病院、藤田医
科大学病院と、多くの心臓外科チームに所属し、心臓・大動脈に対する殆どの手

術を手がけてまいりました。
現在は、今秋からの心臓外科手術再開を目指して準備を進めている所ですが、なるべく早く皆様に
心臓手術再開のご報告が出来ますよう、スタッフ一丸となって取り組んでまいりますので、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

血管外科

部長兼血管内治療センター部長 上遠野 由紀
2019 年度は動脈瘤治療 26 例、動脈閉塞性疾患 110 例、下肢静脈瘤 31 例、動脈
瘤・外傷出血・術後出血等出血病変に対する塞栓術 35 例の治療を行いました。
多くが春日井市医師会・春日井市民病院登録医の先生方からご紹介いただきまし
た患者さんです。血管疾患は基本的には良性疾患ですので当科は「患者さんの安
全第一」を基本方針として治療に臨んでいく所存です。今年度もよろしくお願い
申し上げます。

部長 玉井 宏明

泌尿器科

部長 福原 信之
前立腺がん地域連携パスを採用しております。県下統一パスとして県下広範囲
に広がりつつあります。なお、前立腺がん手術後のパスのため、放射線治療は適
応がないことをご了承ください。
高出力のレーザー装置を導入し、尿管結石専用である低出力レーザー装置では
適応が難しかった、経尿道的前立腺核出術も適応しており、高齢者の排尿障害の

原因となる前立腺肥大に対して、安全かつ効率のよい治療を提供していきます。
抗がん剤治療においては、免疫チェックポイント阻害薬や種々の分子標的薬なども増えており、新
しい方針、新しい機械、新しい薬剤等とともに、常に新しい泌尿器科であり続けたいと思います。
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整形外科

部長 久保田 雅仁
整形外科は現在９名体制となり、うち整形外科専門医が７名です。それぞれが
脊椎、関節、外傷、手外科などを専門分野を持っています。手術件数は年々増加
傾向にあり、2019 年は 1,424 件でした。そのうち骨折の手術が約半数を占めま
す。
高齢患者さんの代表的骨折である大腿骨近位部骨折に対しては、合併症をなる

べく少なくするためにできる限り早期の手術を目指しております。ほとんどの患者さんが併存症を持
っており内科系を中心とした関係各科、多職種のスタッフと連携し、栄養や予防も視野に入れ、更に
は後方支援病院のご協力も得ながら治療にあたっています。
専門外来は名古屋市立大学整形外科の協力の下、実施しています。従来からの小児整形外科（若林
健二郎医師）
、リウマチ外来（４月から川口洋平医師：日本リウマチ学会認定リウマチ専門医）に加
え、新たに４月から毎週火曜日の午前中にスポーツ・膝外来（小林真医師）を開設しております。
当院では、急性期病院として、病棟専属のセラピストを配置するなど、マンパワーを入院リハビリ
強化の方向へシフトさせていく予定です。それに伴い、これまで当院で行っておりました骨折術後患
者さん等の外来リハビリは（手外科領域などの専門性の高いものを除いて）原則行わない方針となり、
今後は近隣の諸先生方のご施設へお願いする機会が今まで以上に増えるかと存じます。誠に勝手なが
らその節には何卒よろしくお願いいたします。

医務局長 泉田 誠

部長 鈴木 浩之

部長 緒方 研吾

医師 植田 晋太郎

医師 加藤 冶朗

専攻医 加藤 健太

部長 平出 隆将

医長 大野木 宏洋
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脳神経外科

部長 林 重正
外科治療の分野の中でも、脳神経外科領域は技術革新がめざましい分野です。
例えば、脳梗塞に対する血管内治療による血栓除去術は、適応のある患者さんに
とっては従来の tPA 治療を超える最も推奨される治療として確立し、当院でも毎
年 30 名以上の患者さんが治療を受けられております。また、顕微鏡手術におい
ては、実際に患者さんが手術を受けている部位が、術前 MRI 検査画像上でどこに

あたるかをリアルタイムに表示するナビゲーションシステムや術中蛍光血管撮影、術中生理学的モニ
タリングを使いこなすことにより、大きな脳動脈瘤や脳深部にある脳腫瘍治療に対しても、より安全
な治療を提供させていただいております。
近年注目の集まる神経内視鏡手術については、脳手術に加えて脊椎手術に対する治療も、学会に認
定された医師による治療が可能となりました。今後も、より地域の皆様のニーズに対応できるよう努
めてまいる所存です。よろしくお願い申し上げます。

医長 清水 賢三

眼科

医長

医長 大島 良介

医師 今岡 永喜

芳賀 史憲
常勤医師３名（うち、１名産休中）
、ORT４名（うち、１名産休中）体制の診療
を行っています。
白内障手術、緑内障手術、硝子体手術（予定手術のみ）
、抗 VEGF 薬硝子体注
射、眼瞼下垂症手術、眼瞼内反症手術、眼瞼痙攣に対するボトックス注射等に対
応しております。

白内障、緑内障併発眼においては、視野、眼圧の状況に応じて低侵襲緑内障手術（MIGS）
、線維柱帯
切開術の併用を検討させていただきます。
検査だけの紹介も承っております。迅速な対応を心がけております。今後ともよろしくお願いいた
します。

医師 山口 沙織
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医師 小森 汐里

産婦人科

部長 伊藤 充彰
産科領域においては、正常妊娠から多胎妊娠・前置胎盤・内科的合併症のある
ハイリスク妊娠まで幅広く対応しております。里帰り分娩に関しても積極的に受
け入れております。昨年度から胎児精密超音波検査(胎児ドック)外来を開設し出
生前診断にも力を注いでおります。当院で分娩されない妊婦さんであっても検査
のみの受診が可能です。

婦人科領域では、全ての悪性腫瘍に関してガイドラインに則った手術療法・化学療法・放射線療法
など標準的な治療が可能です。進行癌や再発癌に対しても術前化学療法を行った後、積極的な摘出手
術を行っております。子宮筋腫や良性の卵巣腫瘍など良性疾患に関しては腹腔鏡下手術を積極的に行
っており割合は過半数を超えました。また昨年度は過多月経に対するマイクロ波子宮内膜焼却術も開
始しました。本年４月に医師３名の交替があり腹腔鏡手術を始めとする婦人科診療に対する充実が図
られました。今後とも市民病院産婦人科をよろしくお願いいたします。

医長 髙村 志麻

医長 佐藤 麻美子

医師 大塚 直紀

専攻医 玉木 修作

耳鼻咽喉科

医長 大塚 かおり

医長 前田 千花子

医師 内田 亜津紗

部長 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
と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
腫瘍に対する検査のほか、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。
上記の疾患などに取り組んでまいりますので、ご紹介の
ほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

医長 本田 徹

医師 丹羽 正樹
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皮膚科

医長 古橋 卓也
2020 年度版 皮膚科３大ニュース
１.「皮膚科待望の女性医師！３人体制！」
４月から名古屋市立大学病院から大林三裕佳（みゆか）先生（平成 29 年卒）が
赴任しました。今後は、女性のデリケートな皮膚のお悩みにも対応できるように
なり、ご紹介しやすくなる患者さんもいるかと存じます。明るく親しみやすい性

格で、情熱をもって診療にあたっています。皆様とよき連携がとれますよう、どうか温かい目で見て
いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
２.「アトピー性皮膚炎治療の新薬 コレクチム軟膏！」
デュピクセントに次ぐ、アトピー性皮膚炎の新薬第二弾、コレクチム軟膏が今年度発売となります。
ステロイドの副作用がない、期待度の高い外用剤で、発売が待たれます。当科でも必要と考えられる
患者さんへいち早く届くように準備していきます。
３.「研修医の先生に大人気！医科 90％、歯科 100％の選択ローテート率」
この４年間、約９割の初期研修医の先生が、皮膚科を選択し勉強してくれています。今年度もほぼ
全員が選択予定となっており、
「春日井出身の医師は皮膚疾患に強い」と言われるように、一人一人は
短い期間ではありますが、薬疹、アナフィラキシー、褥瘡などの誰もが対応に迫られる皮膚疾患や、
縫合の基礎を中心に研修してもらっていきます。

専攻医 中村 賢人

麻酔科

専攻医 大林 三裕佳

部長 高橋 利通
麻酔科の主な業務は、手術室での麻酔管理と集中治療部における重症症例管
理です。術中や術後の管理だけでなく術前評価および術前管理にも力を入れ、包
括的かつ一貫した周術期医療を提供しています。当院の麻酔科医は、呼吸、循環、
体液の調節、中枢神経系の制御など重症症例の全身管理を行う上で欠かすこと
のできない技術・知識・経験を備えています。加えて、腎代替療法、栄養管理そ
して感染対策、危機管理などにも精通し、手術室での活動
にとどまらず集中治療部においても中心的な役割を果た
し安全な手術医療および集中治療の実現に貢献していま
す。

部長 森田 麻己
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専攻医 瀬古 康浩

歯科口腔外科

部長 丹下 和久
当科では口腔外科疾患のみを対象に診療を行っており、虫歯の治療や義歯の作
製などの一般歯科治療は行っておりません。
当科が得意とする治療は口腔がんの治療です。従来の外科的手術療法に代わっ
て、IVR を利用した超選択的動注化学放射線療法を行っており、組織を温存した
ままがんの治療を行うことができます。
最も多く扱う症例は智歯（親知らず）の抜歯です。受診
当日に抜歯を希望される患者さんには、可能な限りその要
望に応えられるようにこころがけています。
周術期口腔機能管理および誤嚥性肺炎で入院されてい

医長 堀部 宏茂

薬剤局

医師 大竹 啓太

る患者さんの口腔内ケアにも力をいれています。

局長 服部 芳明
本年４月に薬剤局長を拝命いたしました。私自身、春日井市民病院に就職した
のが平成２年で、令和２年に薬剤局長に任命されました。元号こそ異なりますが
同じ２年に重責を任され、改めて初心に戻ってがんばりたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
私は薬剤師として若い頃から病棟業務に関わり、看護師始めメディカルスタッ

フとともに過ごしてきました。まだ旧病院の頃、ある病棟看護師から現佐々木副院長が「糖尿病チー
ムのメンバーを探しているよ」と教えていただいたことから糖尿病に関わるようになり、チーム医療
という考え方が一般的ではなかった頃から、糖尿病の分野で多くのメディカルスタッフと活動してき
ました。もちろん、糖尿病だけでなく多くの病棟での業務で、医師、看護師とともに様々な経験を積
み重ねてきました。また、春日井市薬剤師会の方とも様々な取組みをさせていただき、私は周りの皆
さんに助けられてきたからこそ今があると感じています。
これから私が病院の中で何をするべきか、何ができるのかを考えた時、真っ先に浮かんだのはチー
ム医療です。薬剤局職員を始め、病院職員が一丸となって患者を支え、地域の患者を守ることが市民
病院職員の使命だと考えています。今では病棟に薬剤師がいるのが当たり前の時代になりましたが、
これからも病院スタッフだけでなく地域の医療機関の方と協働して、市民に認められる薬剤局を作っ
ていきたいと考えています。これからもよろしくお願いいたします。
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看護局

局長 根岸 かほり
令和２年４月１日に、看護局長を拝命いたしました。
近年、国内では大規模災害に見舞われない年がないような状況が続いておりま
す。現在も新型コロナウイルス感染症対応では予断を許さない状況が続いており、
そのような環境のなか、新たな役割を担うこととなりました。春日井市民病院が、
春日井市をはじめとする地域の皆様方の期待に応え、この医療体制を維持し、急

性期医療を提供し続ける使命を噛みしめながら、職責の重さを痛感しております。
この難局を乗り越えるためには、将来を予測し、これまで以上に部局、更には組織を超えた強い連
携が求められます。スピーディに情報共有し、分析、対応ができるよう、知恵を結集しながら看護局
の体制を整えてまいりたいと意を決しております。
また、今年度は診療報酬改定がございました。社会からの看護への期待は拡大し、多様化してくる
とずっと指摘されてまいりましたが、今後、2025 年のその先に向かって、私たちへの期待はますます
高まりを見せていくことになります。看護局では、その期待を具体的にとらえ、担える人材育成に力
を尽くしてまいります。
地域の皆様方にとりまして価値ある看護局であることは、働く職員にとりましても価値を生み出す
看護局であることにつながっております。看護師が、信頼関係を基盤とし、明るく、誠実に、やりが
いを持って働き続けられる環境を整えることを、同時に目指し精進してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

睡眠外来

医師 宮崎 総一郎
今や我が国の３人に１人が睡眠に関わる問題を抱えています。睡眠不足は仕事
や学習の能率を低下させ、労働災害や交通事故のリスクを高めます。さらに、生
活習慣病やうつ病、認知症の発症と深く関係しています。最近では認知症予防に
は、適切な睡眠が重要であり、睡眠障害の治療が脳の機能回復に有効であること
も明らかにされてきています。

睡眠でお困りの方が見えましたら、お気軽にご紹介ください。
睡眠外来

発

行

元

毎週月曜日

午後３時～午後５時

春日井市民病院 広報委員会
〒486-8510
春日井市鷹来町 1 丁目１番地１
TEL 0568-57-0057

ホームページ
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https://www.hospital.kasugai.aichi.jp

Tri-net かすがい

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/iryokankeisha/renkei/tri_net.html

医療連携室

TEL 0568-83-9924

FAX 0568-82-9345

