
 
 
 

 
 

 当院の連携医療機関の先生方におかれましては、日頃、医療連携事

業にご理解とご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

昨年の同時期には、“令和初めての４月は花を愛でる余裕もな

く･･･”と暗い気持ちで Trinity の原稿を書いておりました。令和３

年２月末、第３波の終息の気配を感じつつ、今年は宴抜きでせめて花

見だけでもできるかなと、淡い期待をしておりましたが、その期待も

見事に裏切られ、日本は新型コロナウイルス感染症の第４波の脅威に

曝されています。 

一昨年 12 月から５月 31 日までで、世界では、1 億 7,051 万人が新

型コロナウイルスに感染し、355 万人の死者を出しており、我が国に

おいても累計感染者数は 74 万人、死者も 1,3000 人を超えてしまいました。さらに、ここ数か月は

N501Yを始めとする感染力が強いといわれる変異型ウイルスの蔓延が問題となっています。医療現場

に身を置く者として、状況は懸念材料だらけで、深刻に受け止めなければならないと思っております

が、一般の方々の受け止め方は違っているようです。昨年の第１波、第２波の時は、まだ確かな情報

が広がっておらず、闇雲に怖がりパニック状態となって、医療の必要な人々が病院に寄りつかなくな

ったり、巷ではマスク・消毒液などの衛生材料の買占めや、自粛警察などの混乱が起きたりしていま

した。しかし、しばらくすると、欧米と比較して我が国の感染者数・死亡者数が少ないことが指摘さ

れ、昨年の秋には、医療従事者である我々も含めて、社会の中に“妙な安心感”が生まれていたよう

に思われます。その後年末年始には第３波に見舞われ、当院でもクラスターが発生、重症症例・死亡

症例に遭遇し、決して簡単な相手ではないことを思い知らされました。第３波がピークを迎えていた

頃は、患者さんが受診を渋ることもありましたが、２月に入ると、一般の方々（基礎疾患を持つ患者

さんですら）はあまり気にしている様子がなくなり、４月に入ってからの関西地方の感染者急増は、

今年１月上旬のレベルを遥かに超えているにもかかわらず、こちらから、「（コロナのこと）どう考え

ているの？」と質問すると、「最近はあまり気にしていない」という反応が増えています。 

一方、治療薬の開発は遅々として進まず、デキサメタゾン・レムデシビルなどは一定の効果はある

ものの、切り札的な抗ウイルス薬は登場しておりません。また、様々なワクチンが開発されておりま

すが、輸入に頼るしかなく、しかも高齢者接種どころか医療従事者の接種率すら４月末までで 20％

と、当初の予定よりかなり遅れており、現状では、正確な情報による患者さんへの啓発、“三密回避”

とマスク・手洗いの徹底の継続と、一刻も早くワクチン接種による集団免疫の確立を進めるとともに、

新型コロナウイルス感染症以外の疾患治療を滞らせないことが必要です。 

Ｐ１ 再び穏やかな日々が来ることを願い、ともに前に進みましょう！ 
Ｐ２ 診療科紹介（内科系診療科）/（外科系診療科） 
Ｐ15 就任あいさつ 

新型コロナワクチン接種と副反応 
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さて、地域連携につきましては、この１年を振り返ると、前方連携も後方連携も苦しい悪条件の中、

多大なるご協力をいただき、なんとか難局を乗り越えることができたと思います。しかし、置かれた

環境の違い・我慢の限界というのも人それぞれであり、人と比べて必要以上に羨んだり、自分さえ良

ければと言う利己的な発想が心の中に頭をもたげてくるのも分からないではありません。 
今年の大河ドラマ“青天を衝け”の主人公の渋沢栄一は訓言集の中で「公益となるべきほどの私利

でなければ真の私利とは言われない。」と述べています。その言葉の意味するところは“個人の利益

を支えているのは平和で安定した社会であり、その社会を維持するためには公益を意識しないわけ

にはいかない”ということのようです。この考えは昨年ここで述べさせていただいたジャック・アタ

リの“利他主義＝合理的利己主義”とも相通ずる考えですが、なかなか到達できないことでもあり、

だからこそ国や時代を越えた真理なのかもしれません。しかしながら、地域の医療を守るためには、

今が踏ん張りどころです。ともに前へ進もうではありませんか。（そして、来年の春はゆっくり花見

の宴が開ける穏やかな日々が来ることを夢見て･･･） 
本年度も何卒よろしくお願いいたします。 
 

 

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 
呼吸器内科 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。 
比較的高齢者が多い領域疾患であり、通常はじっくりと考えながら患者さん

やご家族と相談し、診断や治療を行うケースが多い中、昨年来、世間を騒がせ

ている新型コロナウイルス感染症に対しては迅速かつ正確な対応が求められ

ています。何度となく襲いかかる波に揉まれつつ、皆様同様最前線で悪戦苦闘

している状態です。 
長期間にわたる外出自粛の中で検診や通院を控える患者さんが続出し、今までなら気がついてい

た画像異常や体調変化を拾い上げることができず不幸な転帰を辿る症例も出てきています。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、今こそ連携を密に取らせていただき春日井

市における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。 
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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

ることも多いため、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、腎生検で的確な診断が得られれば、病気の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さん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、腎不全患者さんについても積極的に引

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 横井 順平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専攻医 松本 惇 専攻医 吉澤 祐佳 専攻医 林 眞子 専攻医 近松 大輝 

 
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名の体制となっています。全症例についてダブ

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や各科との検討を行い、診断や治療方針の決定に貢献できるよう努 

めてまいります。 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

医長 立山 尚 

 

さて、地域連携につきましては、この１年を振り返ると、前方連携も後方連携も苦しい悪条件の中、

多大なるご協力をいただき、なんとか難局を乗り越えることができたと思います。しかし、置かれた

環境の違い・我慢の限界というのも人それぞれであり、人と比べて必要以上に羨んだり、自分さえ良

ければと言う利己的な発想が心の中に頭をもたげてくるのも分からないではありません。 
今年の大河ドラマ“青天を衝け”の主人公の渋沢栄一は訓言集の中で「公益となるべきほどの私利

でなければ真の私利とは言われない。」と述べています。その言葉の意味するところは“個人の利益

を支えているのは平和で安定した社会であり、その社会を維持するためには公益を意識しないわけ

にはいかない”ということのようです。この考えは昨年ここで述べさせていただいたジャック・アタ

リの“利他主義＝合理的利己主義”とも相通ずる考えですが、なかなか到達できないことでもあり、

だからこそ国や時代を越えた真理なのかもしれません。しかしながら、地域の医療を守るためには、

今が踏ん張りどころです。ともに前へ進もうではありませんか。（そして、来年の春はゆっくり花見

の宴が開ける穏やかな日々が来ることを夢見て･･･） 
本年度も何卒よろしくお願いいたします。 
 

 

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 
呼吸器内科 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。 
比較的高齢者が多い領域疾患であり、通常はじっくりと考えながら患者さん

やご家族と相談し、診断や治療を行うケースが多い中、昨年来、世間を騒がせ

ている新型コロナウイルス感染症に対しては迅速かつ正確な対応が求められ

ています。何度となく襲いかかる波に揉まれつつ、皆様同様最前線で悪戦苦闘

している状態です。 
長期間にわたる外出自粛の中で検診や通院を控える患者さんが続出し、今までなら気がついてい

た画像異常や体調変化を拾い上げることができず不幸な転帰を辿る症例も出てきています。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、今こそ連携を密に取らせていただき春日井

市における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。 
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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分からない

患者さんがいませんでしょうか。当科は特殊な検査や治療をする技術は持って

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。 

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。県内でも数施設し

か保有していない細い胆管の内部を撮影できるスパイグラスという胆膵内視

鏡システムを導入しています。また腹部エコーでは、フィブロスキャンを導入

し、肝臓の線維化、脂肪化が身体に負担をかけずに測定できるようになりまし

た。2022年には内視鏡センターが現在建設中の新棟に移転・拡充されます。各種疾患に対して、患者

さんのニーズに合わせた対応をいたし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い

く所存です。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 高田 博樹 部長 池内 寛和 部長 林 則之 医長 柴田 俊輔 

 

 

 

 

 

    

医長 安達 明央 医長 山本 友輝 医師 相羽 礼佳 医師 河村 逸外 医師 原田 貴仁 

 

 

 

 

 

  

専攻医 小崎 朋子 専攻医 竹市 絵里花 専攻医 山本 涼 
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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、肥満症、甲状腺、脂質異常症、副腎、下垂体などの代謝内

分泌内科疾患も当科が担当しております。必要以上の自粛で家にこもり運動量

が低下したり、病院への通院を控えすぎて薬剤が切れてしまい、血糖コントロ

ールが急に悪化したりするケースも見受けられます。最近コロナフレイルとい

う言葉も話題になっておりますが、患者さんの背景や問題点を聞き取り・抽出

し、患者さんの生活環境や状況に応じたきめこまかい指導を目指します。新型

コロナウイルス感染症患者受け入れ病床数の確保のため、時期によって運用病床の一部に制限があ

る場合がありますが、入院教育治療だけでなく 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。2019 年８月か

ら高度肥満症の方を対象に、肥満症治

療外来（木曜日・完全予約制）を設置

しました。外科、耳鼻咽喉科、メンタ

ルヘルス科、消化器内科などの複数の

診療科と連携して、内科治療では困難

な場合には高度肥満症の外科治療であ

る腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を行っ

ており、保険適用可能です。開催を自

粛しておりました患者会（スリーブミ

ーティング）も、夏の再開を予定して

います。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 
脳神経内科 部長兼脳卒中センター部長 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

失や痙攣など患者さん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の手厚い看護、早期からのリハビリテーションを受

けることができます。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 川瀬 崇広 医師 三田 晃裕 

  
 

 

 

 

 

副院長 佐々木 洋光 部長 岡田 由紀子 医長 渡邊 梨紗子 

 

 

 

 

 

  

医師 舟橋 夕貴子 専攻医 藤田 翔子 専攻医 近松 亜也子 

 

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分からない

患者さんがいませんでしょうか。当科は特殊な検査や治療をする技術は持って

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。 

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。県内でも数施設し

か保有していない細い胆管の内部を撮影できるスパイグラスという胆膵内視

鏡システムを導入しています。また腹部エコーでは、フィブロスキャンを導入

し、肝臓の線維化、脂肪化が身体に負担をかけずに測定できるようになりまし

た。2022年には内視鏡センターが現在建設中の新棟に移転・拡充されます。各種疾患に対して、患者

さんのニーズに合わせた対応をいたし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い

く所存です。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 高田 博樹 部長 池内 寛和 部長 林 則之 医長 柴田 俊輔 

 

 

 

 

 

    

医長 安達 明央 医長 山本 友輝 医師 相羽 礼佳 医師 河村 逸外 医師 原田 貴仁 

 

 

 

 

 

  

専攻医 小崎 朋子 専攻医 竹市 絵里花 専攻医 山本 涼 
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循環器内科 部長兼医務局長 小栗 光俊 

 

地域の基幹病院として、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みます。また、総合病院としての利点を

最大限に活かし、急性期循環器疾患に対する救急医療のみならず、他の専門科

と密接に連携を行いながら包括的な医療を提供していきます。令和３年度は、

①循環器内科医師が毎日当直し、24時間 365日体制で対応します。②心不全療

養指導士を中心に多職種による心不全

チーム医療を推進します。 

専用 PHS がございますので、患者さ

んを紹介いただく場合、問い合わせや

相談などの場合はご連絡ください（24

時間循環器直通 080-6942-1608）。地域

のニーズに応えることができるよう、

精力的に働きますので今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

 
 
 

 
救急科 部長兼救命救急センター部長兼救急部長 近藤 圭太 

  

救命救急センターとしての運営を開始してから５年以上が経過し、「断らな

い救急」をモットーとして、例年9,500件以上の救急搬送患者を含む30,000人

以上の救急患者の受入れを行ってまいりました。しかし、昨年は新型コロナ感

染症の影響で患者の受入れが思うようにできない状況が続き、皆様にご迷惑を

おかけしたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。安全第一に進めたコロ

ナ対策も、紆余曲折を経てようやく体制が整ってまいりました。当院が従来か

ら尊重してきた「地域医療の最後の砦」となる理念を今後も決して忘れることなく、皆様から信頼さ

れる救命救急センターとなれるようこれからも努めてまいりますので、今後もご支援をよろしくお

願い申し上げます。 

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、他科入院中の患者さん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。 

  
 

 

 

 

 

部長 藤川 裕介 医長 猪飼 佳弘 医長 片桐 健 

 

 

 

 

 

  

専攻医 重松 拓朗 専攻医 杉山 晃康 専攻医 小島 慧士 
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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・
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には、各大学病院を始め多くの専門施設と連携を取り、しかるべき施設へ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 部長 前田 徹 医長 田上 和憲 医長 加藤 俊輔 

 
 

 

 

 

 

医長 尾池 直子 医長 柴田 雄介 

 
 
血液・腫瘍内科 顧問 小椋 美知則 
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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。 

現在、４名の常勤放射線診断科医師が、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結

果をご報告させていただきます。 

 

 

 

 

 

  

部長 富田 均 医師 北林 香子 専攻医 喜多 恵 

 
放射線治療科 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け

付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 
 

 
 

 
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。眠れない、昼間に眠い、い

びきがひどい等、睡眠でお困りの方がみえましたら、お気軽にご紹介くださ 

い。 睡眠外来 毎週月曜日 午後３時～午後５時 

 

 

 

 

 

医長 山田 裕樹 

8



 

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はここ数年1,100から1,200件と東海圏屈指の件数を維

持しています。これも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。 

2020年の全身麻酔手術は1,089件でした。コロナ禍の影響で手術制約をかな

り受けましたが、前年比７％の微減に留まりました。不急な胆石症や鼡径ヘル

ニアは減少し、このような状況でも治療を要するがん患者さんが例年どおり当

科で治療を受けられた結果と解析します。主な内訳は、胃切除94件、大腸切除226件、乳腺・内分泌

手術93件、胆石症134件、ヘルニア手術193件、専門性の高い肝・胆・膵手術は101件でした。特に膵

がんなどに行う膵頭十二指腸切除術は大きく増加しました。2019年からは病的肥満症・代謝異常への

腹腔鏡下胃スリーブ切除を導入し、累積約30例を実施しており、満足のいく結果を得ています。 

何よりも丁寧な手術と安全な周術期管理に努めています。超高齢社会において重篤な併存症のた

め手術を躊躇されるような患者さんもおられるかと存じますが、一度ご相談ください。 

 

 

 

 

 

    

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 

 

 

 

 

 

    

医長 豊田 良鎬 医長 岩田 力 医長 影山 優美子 医長 寺﨑 史浩 医長 森山 瑞紀 

 

 

 

 

 

  
 

医師 山本 美里 専攻医 坂下 勝哉 専攻医 山本 亮 専攻医 村上 倫彦 
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整形外科 部長兼医務局長 久保田 雅仁 

  

2021年４月に医務局長に就任いたしました。これまで以上に地域医療に貢献

できるように努めてまいります。整形外科は現在10名体制となり、うち整形外

科専門医が８名です。それぞれが脊椎、関節、外傷、手外科など専門分野を持

っています。手術件数は年々増加傾向にありましたが、2020年は新型コロナウ

イルス感染症の影響もあり、前年比４％減の1,369件でした。 

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もと、実施しています。小児整形外科（若林健二郎医

師）、リウマチ外来（川口洋平医師：日本リウマチ学会認定リウマチ専門医）、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、病棟専属の理学療法士を配置するなど、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。 

 

泌尿器科 部長 福原 信之 

  

当院は、前立腺がん地域連携パスを採用しております。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。 

 

 

 

 

 

    

部長 鈴木 浩之 部長 緒方 研吾 部長 平出 隆将 医長 早稲田 祐也 医長 大野木 宏洋 

 

 

 

 

 

   

医長 植田 晋太郎 医長 齋藤 絵梨子 専攻医 加藤 健太 専攻医 篠田 凌 
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心臓外科 部長 石川 寛 

  

昨年９月から心臓手術を開始し、本年４月までに26名の患者さんに手術を行

いました。手術内容は次のとおりですが、手術死亡や大きな合併症は１例もな

く、手術成績は良好です。今後も質の高い医療を目指してまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

A) CABG：12例（１～５枝、平均2.9枝）（併施：MVP １例、左心耳閉鎖 １例） 

B) 弁膜症手術：９例(AVR ７例、MVR １例、MVP １例） 

          （併施：CABG ３例、TAP ２例、MAZE ２例、左心耳閉鎖 ２例、心膜剥皮 １例） 

             C) 大動脈手術：４例（上行置換 １例、弓部置換 ３例） 

           （手術：CABG ２例、AVR １例、TAP １例、左心耳閉鎖 １例） 

D) その他の手術：１例（冠動脈瘤閉鎖 +MAZE） 

血管外科 部長 上遠野 由紀 

  

2020年度は大動脈・腸骨動脈瘤治療26例、末梢動脈疾患119例、下肢静脈瘤

24例、外傷または他科周術期の出血性合併症に対する治療23例、その他12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、当科は常に「患者さんの安全第一」を基本方針とし、日々診療に臨んでい

ます。今年度も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 

 

 
眼科 医長 小笠原 康伸 

  

常勤医師３名（うち、１名産休中）、ORT４名体制で診療を行っています。 

白内障手術、緑内障手術、硝子体手術（予定手術のみで、網膜剥離の手術は

実施しておりません。）、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。全身麻酔が必

要な症例は、事前にご相談ください。 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

部長 玉井 宏明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医長 山口 沙織 医師 小森 汐里 

 

整形外科 部長兼医務局長 久保田 雅仁 

  

2021年４月に医務局長に就任いたしました。これまで以上に地域医療に貢献

できるように努めてまいります。整形外科は現在10名体制となり、うち整形外

科専門医が８名です。それぞれが脊椎、関節、外傷、手外科など専門分野を持

っています。手術件数は年々増加傾向にありましたが、2020年は新型コロナウ

イルス感染症の影響もあり、前年比４％減の1,369件でした。 

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もと、実施しています。小児整形外科（若林健二郎医

師）、リウマチ外来（川口洋平医師：日本リウマチ学会認定リウマチ専門医）、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、病棟専属の理学療法士を配置するなど、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。 

 

泌尿器科 部長 福原 信之 

  

当院は、前立腺がん地域連携パスを採用しております。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。 

 

 

 

 

 

    

部長 鈴木 浩之 部長 緒方 研吾 部長 平出 隆将 医長 早稲田 祐也 医長 大野木 宏洋 

 

 

 

 

 

   

医長 植田 晋太郎 医長 齋藤 絵梨子 専攻医 加藤 健太 専攻医 篠田 凌 
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産婦人科 部長 伊藤 充彰 

  

産科領域では、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。進行がんや再発がん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手術全体の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。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。 

 
 

麻酔科 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 髙村 志麻 医長 佐藤 麻美子 医長 大塚 かおり 医長 前田 千花子 医長 内田 亜津紗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師 藤本 裕基 専攻医 鬼頭 まり 

 

 

 

 

 

部長 森田 麻己 
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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。

テレビなどでもよく取り上げられる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ガイドラインで最も効果の高い治療と

して確立し、当院でも毎年30名程度の患者さんが治療を受けられています。 

また、顕微鏡手術においては、近未来SF映画やテレビドラマの様に患者さん

のMRI画像を術中に大きなディスプレイに表示しながら、今まさに手術してい

る場所が画像上にリアルタイムに示されるナビゲーションシステムや、神経内視鏡、蛍光血管撮影、

電気刺激モニタリングなどを併用し、脳動脈瘤や脳腫瘍の患者さんにより安全な治療を提供できる

よう努めています。 

当科では、特に病気を未然に防ぐことに力を入れており、検診などで脳動脈瘤や頚部内頚動脈の狭

窄を指摘された患者さんの紹介は年々増加し、手術数もおかげをもちまして増加しております。 

４月からは、当院で脳神経外科を学ぶ若い医師も増えました。今後も、より地域の皆様のニーズに

対応できるよう努める所存です。よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 

 

 

 
耳鼻咽喉科 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でき

る限り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 清水 賢三 医長 大島 良介 医師 近藤 辰磨 専攻医 平賀 孝太 

 

 

 

 

 

 

医長 本田 徹 医師 髙柳 しず香 

 

産婦人科 部長 伊藤 充彰 

  

産科領域では、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。進行がんや再発がん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手術全体の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。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。 

 
 

麻酔科 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 髙村 志麻 医長 佐藤 麻美子 医長 大塚 かおり 医長 前田 千花子 医長 内田 亜津紗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師 藤本 裕基 専攻医 鬼頭 まり 

 

 

 

 

 

部長 森田 麻己 
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皮膚科 部長 古橋 卓也 

  

2021 年度版 皮膚科３大ニュース 

１.「今年も安定 ３人体制！」 

安定の３人体制で、外来の待ち時間の短縮、重症の入院患者の受入れ、救急

での重症皮膚疾患への対応を担います。若い２人と力を合わせて、少しでも皮

膚科領域において、地域に貢献できますよう尽力してまいります。コロナ禍で

当院の受診を避けていた患者さんがもしいらっしゃったのであれば、患者さん

と相談の上、以前のようにご紹介いただきますと幸いです。 

２.「アトピー性皮膚炎治療の新薬 オルミエント錠！」 

デュピクセントに次ぐ、アトピー性皮膚炎の新薬第３弾、オルミエント錠４mg,２mg が昨年 12 月

25 日から使用開始となりました。治療開始時には、各種検査が必要ですが、デュピルマブにも劣ら

ない効果を持っている印象です。注射がどうしても苦手という患者さんには朗報です。お話だけでも

対応できますので、興味のある患者さんをご紹介いただけますと幸いです。 

３.「遂に快挙！医科 100％、歯科 100％の選択ローテート率達成！全員が皮膚科を勉強します」 

 ６年目にして、研修医の先生全員が皮膚科で研修をしたいと申し出てくれています。当院皮膚科が、

外の患者さんだけではなく、中のスタッフにも高い評価をいただいている結果ではないかと思って

います。「春日井出身の医師は皮膚疾患に強い」と言われるように、微力ながら病院、地域に貢献で

きますようにと考えています。 

 
 
 
 
 

 
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。 

症例で最も多いのは智歯（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

に心がけています。 
全身麻酔手術、化学療法、放射線治療、緩和治療を受け

る患者さんや誤嚥性肺炎で入院している患者さんの口腔

ケアにも力を入れています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

医師 中村 賢人 専攻医 大林 三裕佳 

 

 

 

 

 

 

医長 堀部 宏茂 医師 大竹 啓太 
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事務局 局長 小久保 健二  

 

この度、令和３年４月１日付けの人事異動で事務局長を拝命いたしました

小久保健二と申します。 

私は、これまで当院での勤務経験はなく、また、このコロナ禍という非常

時での異動は、医療スタッフの皆様と同様に大きな不安を感じています。し

かし、知らないからこそできる新たな発想で、これまで培ってきた行政経験

を活かして、業務に向き合ってまいりたいと考えております。 

未だ、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、医療への負担や病院経営への影響が続

くものと考えますが、成瀬院長のもと、市民の皆様の要望に応えられる病院を目指し、微力ながら

全力を尽くしてまいりますので、ご指導とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  

技術局 局長 重松 恭一  

  

この度、山添前技術局長の定年に伴い後任として選任いただきました重松と

申します。 

技術局は、臨床検査技師や診療放射線技師など百名を超える医療技術者の集団で

すが、それぞれの技術者が関連学会や職能団体で切磋琢磨し最新の技術と知識を磨

き、それを病院の方向性や発展性に寄与するべく取り組んでおります。 

昨今は病理検査・生理検査の所見報告、放射線検査・治療の説明、リハビリテー

ションに関する書類の作成、心臓カテーテル検査・血管内治療の助手業務など、各専門分野から資格上許

容される範囲内で医師の業務を補助するタスクシフトの促進が活発であります。 

今後もその流れを支援して、地域のニーズを反映した病院機能向上を下支えしていければ幸いと考えて

おりますのでよろしくお願い申し上げます。 

     

 
新型コロナワクチンの医療従事者等への優先接種が始まり、当院は新型

コロナウイルス感染症患者受け入れ施設ということで３月15日からワク

チン接種を開始しました。当初は数量も限られていたため、希望した全医

師と看護師の一部を対象に開始しました。その後追加のワクチンも届き、

コメディカルや委託職員にも接種を開始することができました。  

４月中旬には、医師や看護師その他医療スタッフの９割と患者さんに直

接かかわるスタッフの大半が少なくとも１回目のワクチンを接種できま

した。また、受付や会計窓口などのスタッフも７割が１回目のワクチンを

接種し、４月中には、ほとんどの職員が２回目接種を完了できました。 

今回接種したファイザー製の新型コロナワクチン（コミナティ筋注®）と

当院の職員から得られた副反応の発現状況についてご紹介します。 

薬剤局長 

 

 

服部 芳明 

 

皮膚科 部長 古橋 卓也 

  

2021 年度版 皮膚科３大ニュース 

１.「今年も安定 ３人体制！」 

安定の３人体制で、外来の待ち時間の短縮、重症の入院患者の受入れ、救急

での重症皮膚疾患への対応を担います。若い２人と力を合わせて、少しでも皮

膚科領域において、地域に貢献できますよう尽力してまいります。コロナ禍で

当院の受診を避けていた患者さんがもしいらっしゃったのであれば、患者さん

と相談の上、以前のようにご紹介いただきますと幸いです。 

２.「アトピー性皮膚炎治療の新薬 オルミエント錠！」 

デュピクセントに次ぐ、アトピー性皮膚炎の新薬第３弾、オルミエント錠４mg,２mg が昨年 12 月

25 日から使用開始となりました。治療開始時には、各種検査が必要ですが、デュピルマブにも劣ら

ない効果を持っている印象です。注射がどうしても苦手という患者さんには朗報です。お話だけでも

対応できますので、興味のある患者さんをご紹介いただけますと幸いです。 

３.「遂に快挙！医科 100％、歯科 100％の選択ローテート率達成！全員が皮膚科を勉強します」 

 ６年目にして、研修医の先生全員が皮膚科で研修をしたいと申し出てくれています。当院皮膚科が、

外の患者さんだけではなく、中のスタッフにも高い評価をいただいている結果ではないかと思って

います。「春日井出身の医師は皮膚疾患に強い」と言われるように、微力ながら病院、地域に貢献で

きますようにと考えています。 

 
 
 
 
 

 
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。 

症例で最も多いのは智歯（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

に心がけています。 
全身麻酔手術、化学療法、放射線治療、緩和治療を受け

る患者さんや誤嚥性肺炎で入院している患者さんの口腔

ケアにも力を入れています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

医師 中村 賢人 専攻医 大林 三裕佳 

 

 

 

 

 

 

医長 堀部 宏茂 医師 大竹 啓太 
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 コミナティ筋注は、新型コロナウイルス感染症の発症を

95％抑制すると報告されております。日本ではワクチン注

射は皮下注射が主流ですが、諸外国では抗体産生が良好で

あることや副反応が少ないことが理由で筋肉注射が主流と

なっています。 

副反応については、毎年行っているインフルエンザワク

チンの皮下注射よりも注射時の痛みは少なく、当院で実施

したアンケートからも半数以上があまり痛くなかったと答

えています。しかし、ほとんどの職員が接種当日から接種２

日後にかけて接種部位の痛みや筋肉痛があると答えています。翌日に痛みのため腕が上がらない症

状が出ても、数日で元に戻ります。発熱は翌日に起きることが多く、人によっては接種２日後まで続

きます。特に２回目の接種では半数程度の職員が発熱しており、中には38～39℃まで発熱する職員も

いました。職員の構成上女性比率が高いので正確には判断できませんが、副反応については男性より

女性、年齢が低いほど症状が多かった印象があります。 
現状、ワクチン接種が進んでいる諸外国の新型コロナウイルス感染症患者数・死亡者数の推移をみ

ると、変異型が猛威をふるっていたイギリスも新規の感染者数・死亡者数は減少しており、新型コロ

ナワクチンにより予防できているのではないかと予想されます。当院のスタッフが新型コロナワク

チン接種を完了したことで、必要な患者さんに必要な医療を提供できる体制が整ってまいりました。

今後も地域医療支援病院として周辺の医療機関と連携を取り、必要な医療提供を進めてまいります。 
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