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令和４年 年頭のご挨拶 

  新たな第一歩 

新年明けましておめでとうございます。昨年は世界中がコロナ対応に明け暮

れた1年となりました。当院もコロナクラスターが発生し、連携していただいてい

る先生方にも多大なご心配をおかけしましたが、何とか1か月余りで解決。そ

の後は第5波までに約330名あまりのコロナ患者さんの治療にあたってきまし

た。今年に入りオミクロン株が猛威を振るい第6波を迎えていますが、今年中に

は終息に向かってほしいと願っています。 

さて、コロナ診療に隠れがちですが、それ以外の医療にも各科精力的に取り

組んでいます。“断らない救急”をモットーとしている救急医療では、令和２年度

実績で8,300台を超える救急車を受け入れました。これは愛知県下で4番目に多い搬送台数となって

いますが、治療にあたる循環器内科、消化器内科、整形外科、脳神経外科のチームワークの良さ、高い

医療レベルが支えてくれています。また10名の医師からなる脳卒中チームにより、尾張地区ではナンバ

ーワンとなる脳卒中治療件数を誇っております。大腸がんの手術件数も県内有数であり、先日の日経新

聞では愛知県で大腸がん手術の信頼できる病院として、藤田医科大、愛知県がんセンターと並び県内

ベスト3の病院に選出されています。病診連携に力を入れている循環器内科では県下有数の心不全治

療実績を残しています。腎臓内科による腎疾患治療も愛知県下トップクラスであり、県内から沢山の若

手医師が研修に訪れてくれています。その他各科新たな治療への取組みやスキルアップを行っています

が、紙面の関係ですべてご紹介できません。是非ホームページで各科の診療内容をご覧いただければ

幸いです。 

また、コロナ禍で患者さんの受診控えが続く中ですが、昨年も当院の紹介率は80%前後、逆紹介率

は100%前後を維持することができました。これは病床数あたりで調整すると県下ナンバーワンの数字

であり、連携する先生方のご協力、ご理解のおかげと感謝しております。  

昨年は春日井市民病院開設70年目の節目の年でありましたので、今年は71年目、また新たな第一

歩を踏み出す年となります。その象徴ともいえる新棟が病院北側に建設中です。ハイブリッド手術室、内

視鏡センター、小児アレルギーセンターなどを備えた3階建ての新棟は今年6月にオープン予定ですの

で、どうぞご期待ください。本年もよろしくお願いいたします。  
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  臨床工学技士の診療支援業務による医師のタスクシフトを推進する取組み 
令和３年5月28日「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推

進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布により、臨床工学技士法

が一部改正されました。これに基づき、臨床工学技士の業務範囲が拡大し、医師

の働き方改革の推進に貢献することが求められています。 

当院の臨床工学技術室では、平成30年から各診療科のニーズに合わせて実

現可能な範囲で医師の診療支援業務を展開・拡大してきました。これら診療支援

業務は医師の働き方改革の重点ポイントとなるタスクシフトにつながる内容となっ

ており、全国的な取組みに先駆けた形となりました。 

臨床工学技術室の重点取組事業の一つである診療支援業務とそれによる医師のタスクシフトについ

てご紹介します。 

 

〇 心臓血管カテーテル検査業務 
以前から検査・治療中のバイタル確認や血管内超

音波装置等の医療機器の操作・解析補助などを担

当していましたが、平成30年に春日井市民病院事業

計画の承認を経て、清潔野における助手業務へと発

展しました。従来はオペレーターの医師と助手の医師

の最低2名の医師が必要でしたが、オペレーター医

師の指示のもと臨床工学技士が助手業務を担うこと

で1名の医師は他の業務を行えるようになりました。 

令和３年の日本心血管インターベンション治療学

会が、タスクシフト推進について『命を救う経皮的冠動脈インターベンション（PCI）の診療体制を維持す

るために、PCI 施術時の清潔野の助手を必要に応じてコメディカルが施行できる体制を構築していく立

場をとります。』との声明文を出しました。そのとき行われた400施設を対象としたアンケートではコメディ

カルが清潔野での助手業務を行っている施設は約37.3%と今後増えていくことが期待される結果とな

りました。学会活動を通して当院の先駆けた取組みを積極的に発信し、タスクシフト推進に寄与したいと

考えています。 

 

〇 血管内カテーテル検査業務 
 令和元年度から脳神経外科および血管外科分野のカテーテル治療の診療支援業務に参入しました。

脳神経外科では主に、頚動脈血管拡張術、脳動脈瘤コイル塞栓術の助手、血管外科分野では、下肢血

管拡張術、腹部動脈コイル塞栓術の助手を行います。臨床工学技士が助手業務へ介入することで検査

時間の短縮につながったと医師から評価されています。 

  現在は、令和４年に新設するハイブリッド手術室の業務に対応するため、さらに人員を増やして研修を

進めています。 

 

技術局長 

重松 恭一 

臨床工学技士 医師 
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〇 シャント手術機械出し業務 
緊急でシャント手術が必要になった場合に看護師の機械出し要員の確保に時間がかかり、すぐに手

術を開始できないことがありました。そこで令和元年度から臨床工学技士によるシャント手術機械出し

業務への参入が始まりました。医師への直接的なタスクシフトではないですが、これにより患者の待ち時

間の短縮や業務時間内に手術を開始できることが多くなったため医師を含めた他職員の時間外業務

を減らすことができるようになりました。昨年度の実績として、シャント手術全200症例のうち、61症例を

臨床工学技士が対応しました。 

また、機械出し業務を行うことで、血液透析導入患者の事前管理やどのようにシャントが作られている

かを学ぶことができ、新人教育の場としても有効となっています。 

 

〇 消化器内視鏡業務 
令和３年度から消化器内視鏡支援業務にも参入し、食道、胃、大腸の内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）の助手業務に対応しています。 

ESDとは、内視鏡を用いてがんのある部分の粘膜層を含めた粘膜下層までを剥離し、がんを一括切

除する治療法で、食道、胃、大腸の早期消化器がんが対象となります。 

診療支援業務以外にも内視鏡で使用するファイバースコープの使用状況の調査から適正保有台数

の見極めと更新計画の立案なども取り組んでいます。今後は、緊急内視鏡止血術の介助、血管撮影室

での消化器造影検査時の診療支援業務にも参入していきます。 

 

〇 まとめ 
 今まで我々はチーム医療の一員として主に生命維持管理装置など医療機器の管理・操作を包括的

に担ってきました。各診療科の要望に応えるべく診療支援業務に参入した当初は、新たに学ぶ内容も手

技も多く苦労しました。しかし、それ以上にやりがいを感じることが多く、各診療科の先生方のご協力のも

と安全で質の高い医療を提供できるよう一生懸命取り組んでいきます。 

 今後も各種専門資格の取得など知識と技術の向上に努めてまいります。  
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 ICU での COVID-19 患者のリハビリテーション介入と現状 
リハビリテーション技術室 

重症 COVID-19患者に対するリハビリは、院内感染対策の観点から介入を控えていました。しかし、

COVID-19の感染拡大第5波による入院患者急増に伴い、人工呼吸器管理が必要となる重症患者も

断続的に ICU に入室することとなりました。当院 ICU では一般重症患者における早期離床・リハビリテ

ーション加算体制を整えており、その取組みに基づき令和３年8月から感染予防に最大限努めながら、

COVID-19患者への対応も開始しました。 

 
  

〇 対象と目的、介入方法 
ICU入室中のCOVID-19患者（人工呼吸器管理）に対して、感染期間を問わず主治医からリハ依

頼のあった患者を対象としています。医師の判断のもと可及的速やかにリハビリ職が関わることで、可能

な限り患者の機能低下・病状の増悪予防につなげることを目的とします。またICU退室後に担当となる

スタッフへの引継ぎを円滑に行うことを目指します。 

主治医との情報共有はもちろん、担当看護師と毎日カンファレンスを行い、患者情報や治療スケジュ

ールの確認、リハビリ開始基準や中止基準のチェックを行います。看護師と協働でケアの検討、体位ドレ

ナージやポジショニングによる褥瘡予防・人工呼吸器関連肺炎（VAP）予防や拘縮予防・筋力低下予防

などのリハビリ介入を行います。入室時には個人用防護具を着用して対応するため、院内マニュアルに

則った個人防護具の適切な脱着研修を受け、ICUでのリハビリ経験のある理学療法士2名が交替で担

当しています。患者対応は、一日の一般患者終了後に介入を行います。一般重症患者の対応とは違い、

感染対策の徹底やメリット、デメリットを考慮しながらの介入となるため多職種での情報共有がとても重

要となります。 

 

〇 これからの課題 
重症 COVID-19 患者には腹臥位療法や体位マネジメントの有効性が示されていることから、人員

的・環境的な課題を改善しながら、当院で実現できる最良の方法を検討しているところです。 

また、重症 COVID-19 患者は回復に長期間を要するため、感染隔離中からリハビリスタッフ間・多職

種間での連携強化が必要と考えています。今後も可能な限り、早期から質の高いリハビリテーションの

提供ができるように体制を整えていきます。 
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市民病院の最新医療機器のご紹介 
放射線技術室 

〇 320 列 CT 装置を導入しました 
令和３年 10 月に最新の CANON 製 320 列 CT 装置

Aquilion ONE / PRISM Edition を導入しました。 

本装置は１度（１回転）に最大 160mm 範囲を、ベッドを

動かさずに撮影することが可能です。頭部や心臓であれば

短時間で撮影することができ、ブレの少ない画像が得られ

ます。また 160mm 以上の広範囲においても高速ヘリカル

撮影により短時間で撮影することができます。息止め時間

短縮により患者さんの負担軽減につながります。 

AI（人工知能）技術の1つである、ディープラーニングを用いた画像処理技術の「AiCE」は、ノイズ

低減により高精細画像を撮影できる最新技術です。腫瘍や血管系の描出能向上、腕を挙げられない

患者や高体重の患者などの画質向上も期待できます。また、大幅な被ばく量の低減（従来装置比：最

大50%低減）を可能にします。低電圧撮影による造影剤使用量低減、Dual Energy撮影によるカラー

マッピングやデータ解析も期待できます。 

 

〇 血管撮影装置を導入しました 
令和３年10月に、新たにSIEMENS製血管撮影装置

ARTIS icono D-Spinを導入しました。 

近年、急性期治療において診断から治療までの時間短

縮と高画質な画像を求められるようになっています。今回

導入した ARTIS icono D-Spinは、従来3D撮影の際に

退避させていた側面アームを退避させることなく３D撮影

を行うことが可能になり撮影時間の短縮を図ることができ

るようになりました。 

また、本装置では、一定軌道回転で撮影していたコーン

ビームCT撮影を頭尾方向に傾斜を加えた二重軌道回転

機構を用いることで多方向からのスキャンデータを収集で

きるようになり、従来の装置よりも高画質なCTライク画像

を撮影できるようになりました。 

本装置は多様化している急性期インターベンションにも、より高次元の動き、スピード、精度、高画質で

対応できます。 

 

  

写真提供：SIEMENS 

写真提供：CANON 
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当しています。患者対応は、一日の一般患者終了後に介入を行います。一般重症患者の対応とは違い、
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〇 これからの課題 
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また、重症 COVID-19 患者は回復に長期間を要するため、感染隔離中からリハビリスタッフ間・多職

種間での連携強化が必要と考えています。今後も可能な限り、早期から質の高いリハビリテーションの

提供ができるように体制を整えていきます。 
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臨床検査値の「標準化」～ALP、LD、TSH の基準値統一を踏まえて～ 

臨床検査技術室 
「標準化」とは、どの施設で検査しても同じ結果を得られるようにすることです。「標準化」が進むこと

によって、病院間における検査情報の共有ができるようになり、正確な診断が可能となります。平成24年

のHbA1cの国際標準化に始まり、様々な項目で「標準化」が進んできました。 

当院では令和２年4月から、ALPとLDの測定方法をJSCC法（日本臨床科学会）からIFCC法（国際

臨床化学連合）へと変更しました。この2項目は、アイソザイムの特性により測定値に影響があることが

知られていました。測定方法を変更することにより、ALPでは基準値が以前の３分の１程度になりますが、

疾患とは無関係な上昇が軽減し、肝・骨疾患の臨床的意義が向上します。また、世界的に普及している

測定法に変わることにより、日本国内の測定値が各国のものと互換性を持つこととなり、検査のグロー

バル化が進みます。 

また、TSH（甲状腺刺激ホルモン）は試薬によって検査結果に最大1.6倍程度の差があり、診療への

影響が懸念されていました。これを受けて、ハーモナイゼーション（基準となる値を定め、それに対して試

薬ごとに測定した検査結果を補正する）という方法を用いて「標準化」する方針が決定され、当院もこの

方針に従って、令和３年4月にTSHの基準範囲を0.6～6.5 μU/mLから0.6～4.2 μU/mLへ変更し

ました。 

当院の基準範囲（基準値）はJCCLS(日本臨床検査標準協議会)の共用基準範囲（表）を採用して

います。近年、日常的に利用される生化学的血液検査の項目を中心に測定値や測定方法が統一化さ

れ、各施設で採用されるに至り、全国的な精度管理調査において施設間での測定値の差がほぼ解消さ

れる状況となっていたことから、病病・病診連携を推進している当院も、より患者さんの検査結果情報の

共有化が期待されることから平成27年4月に採用しました。 

今後も先生方の期待に沿えるよう臨床検査値の提供に努めてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

表：当院採用の JCCLS(日本臨床検査標準協議会)の共用基準範囲（一部抜粋） 
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春日井市薬剤師会との連携 ～春日井活薬プロジェクト～ 
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告してもらい、その金額を集計しました。その結果、平成30年10月から令和３年9月までの３年間に、春

日井市外も含め154薬局で残薬調整をしていただき、合計約2,500万円の薬剤費削減を達成しました

(図３)。 

今回のプロジェクトでは大きな成果が得られました。今後は薬剤費削減だけでなく、「不要な薬剤の削

除」やその患者さんにとって服用しにくい「薬剤の変更提案」など、春日井市のオール薬剤師で薬物療

法の質向上にも取り組んでいきたいと考えています。 

 
 

  

図１ 活薬バッグ 

図２ 活薬カード 

図３ 集計された保険薬局の薬剤費削減額 
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事務局長就任挨拶 

諸先生方には、平素より当院の運営に多大なご支援を賜り、心から御礼申し

上げます。 

この度、令和３年12月23日付け人事異動で事務局長を拝命いたしました、

渡辺寛でございます。 

私は、平成31年３月までの６年間当院医事課、医療連携室に在籍し、市役所

の企画政策部広報広聴課を経て、２年９か月ぶりに当院勤務となりました。 

社会を取り巻く環境は、コロナによって一変しましたが、患者さんを始め皆様

に信頼をいただける病院づくりは不変であると思っております。 

成瀬院長のもと、微力ながら尽力してまいりますので、今後ともご指導賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

皮膚科からのお知らせ 

アトピー性皮膚炎などの皮膚の炎症が生じた肌は、ビタミンAが不足していま

す。当院皮膚科では、保湿一辺倒のスキンケアではなく、ビタミンAを外から補給

していく、「敏感よわ肌さんの肌トレーニング」を６月開設予定の新棟において、

自費診療で行っていきます。 

ビタミンA（レチノール誘導体）のスキンケアは、ZOSKINHEALTH（ゼオスキ

ンヘルス）とENVIRON（エンビロン）の２社の製品が有名で、巷では短期的な

効果を狙う“攻めの”ゼオスキン、緩やかな肌質改善を目指す“守りの”エンビロ

ンと称されています。  

「敏感よわ肌さんの肌トレーニング」には、守りのエンビロンのビタミンAが不可欠です。当院では近隣

のクリニックと連携することで、エンビロンの優れたビタミンAテクノロジーを、治療の補助に積極的に活

用していきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いします。 
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