
 

 

 

この度、2022年７月１日に、副院長・医療連携室長を拝命いたしまし

た。これまでに、近隣の病院やクリニックの先生方のご理解、ご協力をい

ただき、「顔の見える連携」がすでに構築されてきたと認識しています。

私は 2015年に春日井市民病院に赴任以来、クリニック訪問や地域の勉強

会を通して地域医療連携業務に微力ながら携わらせていただきました。こ

れまで、先生方からは多くの症例をご紹介いただき、心より感謝申し上げ

ます。今後、より一層の地域医療連携の充実に努めて参ります。 
地域医療連携は近隣の病院やクリニックの先生方のご協力なくして成

り立ちませんが、同時に院内職員の尽力が必須と考えております。期待理

論では、モチベーションは努力して得られる業績と報酬・その魅力により

規定されると言われています。紹介状の返書を忘れず記載するなど連携活動を精力的に行うことに

より、若手医師は、紹介患者数が増えて自己研鑽につながることがモチベーションになるであろうし、

ベテラン医師は、やる気のある若手が赴任してくることがモチベーションになる可能性があります。

各医師の年次や立場により他者承認、自己承認とそれぞれ承認欲求の内容は異なりますが、院内すべ

ての診療科の医師の力を合わせて地域医療連携を推進していく次第です。 

患者さんが住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの構築を

推進する必要性が提唱されています。そのためには、医療職だけでなく、介護・福祉職との連携が不

可欠と感じています。本年度の医療連携室は、専従看護師７名、ソーシャルワーカー７名、事務職４

名体制であり、全員が主体性を持って「全輪駆動」で業務に取り組めるよう、院内多職種連携を大事

にしたいと考えています。 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  
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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。 

  

血液内科 顧問 鏡味 良豊 
平素より、リンパ節腫大、血球数異常等で、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。現在、名古屋大学血液内科からの代務医師 2名

とともに、月曜日から木曜日まで、骨髄検査や輸血療法も含めた外来診療を行って

おります。 

当科では、良性の血液疾患における免疫抑制療法や補充療法とともに、造血器腫

瘍では、標準治療としての内服抗癌剤投与や治療強度減弱のための内服抗癌剤治療を行っています。

急性白血病、悪性リンパ腫全般、症候性多発性骨髄腫など、多剤併用化学療法や造血幹細胞移植など

が、高齢者を含め標準治療であるものが多くなり、入院での治療を必要とする疾患は、患者さんのご

希望に従い、愛知県がんセンター、名古屋医療センター、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。 

近年、遺伝子検査も含め、血液疾患の検査方法が向上してきましたが、依然として、軽度の血球減

少や血球増多などにつきましては、診断がつかず経過も不明なことも多く、かかりつけ医の先生方に

経過観察をお願いすることも多いかと思われますが、なにとぞ、ご助力たまわりますようお願い申し

上げます。今後も、尾張北部医療圏の血液疾患患者さんを支えていくよう頑張りますので、ご支援の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

睡眠外来 医師 宮崎 総一郎 

 今や我が国の５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、睡

眠不足や睡眠障害は生活習慣病やうつ病、認知症の発症と深く関係していること

が分かっています。また、認知症予防には、適切な睡眠が重要であり、睡眠障害の

治療が発症を遅らせるのに有効であることが明らかにされています。眠れない、

昼間にとても眠い、いびきがひどい等の睡眠でお困りの方は睡眠外来にご紹介ください。 

睡眠外来 毎週月曜日 午後２時 30分～午後５時 

 

内科系診療科 
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腎臓内科 主任部長兼医務局長 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 部長 三村哲史 医師 松本惇 専攻医 吉澤祐佳 専攻医 三谷幸太朗 

   

専攻医 近松大輝 専攻医 伊藤駿 統括顧問 渡邊有三 

 

 

 

メンタルヘルス科 主任部長 関谷 隆宏 

当科は、現在医師１名、公認心理師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。 

専攻医 林眞子 
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循環器内科 主任部長兼副院長 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。 

2022年度は、①例年通り、24時間 365日体制で地域貢献を目指します（循環器内科医師が毎日当

直、「胸痛」の救急車を止めない）。②院内外の多職種チーム医療を推進します（心不全療養指導士

を中心とした地域の福祉職・介護職との連携、薬薬・医薬連携）。緊急時に患者さんをご紹介いただ

く場合や、問い合わせ・相談などの場合は専用電話にご連絡ください。 

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。（24時間循環器直通 080-6942-1608）。 

     

部長 藤川裕介 医長 猪飼佳弘 医長 片桐健 医長 小山雄一郎 専攻医 藤田凛 

   

専攻医 重松拓朗 専攻医 縄野知明 専攻医 小島慧士 

 

救急科 主任部長兼救命救急センター主任部長 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、年間 9,000人ほどの救急搬送患者を含む 30,000人以上

の救急患者受け入れを行ってまいりました。しかし、昨年度は新型コロナ感染症

の影響で患者さんの受け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も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、今後もご支援よろしくお願い申し上げます。 
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消化器内科 主任部長 平田 慶和 

当科は地域の皆様に安全で質の高い医療、そして患者さん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。今年６月第２診療棟

に内視鏡センターを開設しました。これにともない最新の設備が導入され、患者

さんの前処置や待ち時間等の環境も改善されます。吐下血、黄疸などの急性期疾

患への迅速な対応、各種疾患の正確な診断、高度な内視鏡治療がより一層可能となります。患者さん

を中心とした地域の皆様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。また消化器領域では最近NASH（非アルコール性脂肪性肝炎）や炎症性腸疾患といった

慢性疾患も急速に増加しています。当科では急性期のみならず、慢性期、そして人生最終段階の緩和・

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、この実現のためには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 安達明央 

     

医長 山本友輝 医長 小林由花 医長 隈井大介 医師 河村逸外 医師 原田貴仁 

   

専攻医 山本涼 専攻医 祖父江雅也 専攻医 水野智之 

 
  

専攻医 竹市絵里花 
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小児科 主任部長 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できます。さらに小児内科全般としてその他

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、腰椎穿刺、骨髄穿刺、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、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。より高度な、あるい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

設にご紹介して検査や治療を依頼しております。 

救命救急センターでは夜間・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。 

今年６月からは第２診療棟に小児アレルギーセンターを開設し、アレルギー専門医の資格を持つ

医師と経験豊富なスタッフが、食物負荷試験、食事指導、スキンケア指導、エピペン処方、新薬の処

方、管理表の作成など、最新かつ細心のアレルギー診療を提供いたします。 

     

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 医師 田野千尋 医師 中田如音 

 

内科 医師 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、ご紹介してください。 
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呼吸器内科 主任部長 岩田 晋 

呼吸器内科では、さまざまな分野を守備範囲として診療にあたっています。 

特に感染症の分野では昨今、何かと世間を騒がせている新型コロナウイルス感染

症についても矢面に立って悪戦苦闘しつつ患者さんと向き合う毎日です。まだま

だ感染拡大の可能性は潰えていませんが、その中でも日常診療を粛々と進めてま

いります。 

悪性疾患についてはガイドラインに則った適切な診療を大学・がんセンターと連携をとりつつ行

なっています。在宅での看取りをご希望される患者さん家族も増えてきており、先生方にご協力をお

願いするケースも増えてきております。 

COPDや喘息などの領域では、安定した患者さんについて定期的な検査・アドバイスを受け持ち、

定期的な投薬や日常診療をお願いする試みを継続的に続けております。地域全体で患者さんをフォ

ローする仕組みを進めて行きたいと考えています。ぜひご協力をお願いいたします。 

   

部長 岩木舞 部長 野木森健一 医長 笠原千夏 

 
医長 小林大祐 専攻医 大島千佳 

 

病理診断科 主任部長 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１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 
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脳神経内科 主任部長兼脳卒中センター主任部長 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。 

 

 

 

 

 
部長 今井和憲 医長 遠藤利洋 

 

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。 

 

 

 

 

  

医長 鳥居良太 医師 三田晃裕 

専攻医 西尾昌大 
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糖尿病・内分泌内科 主任部長兼糖尿病センター主任部長 松田 淳一   

糖尿病を中心に、肥満症、甲状腺、脂質異常症、副腎、下垂体など代謝内分泌内

科疾患を当科が担当しております。コロナ自粛で通院を控えすぎて薬剤が切れた

り、家にこもって運動量が極端に低下し、血糖コントロールが急に悪化したりす

るケースもときどき見受けられます。コロナフレイルといった問題も話題になっ

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、フレイル対策も含

め患者さんの生活環境や状況に応じた指導を目指します。 

近年、糖尿病治療薬ではGLP-1受容体作動薬の経口薬が発売されたりと治療の選択肢は幅広くなっ

てきました。入院教育・治療だけでなくGLP-1受容体作動薬・配合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月より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、外科、耳鼻咽喉科、メンタルヘルス科、消化器内科など複数科と連携し治療を行って

います。内科治療が困難な高度肥満症の患者さんには、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、保険適応となっています。自粛しておりました高度肥満症に関する患者会（スリーブ

ミーティング）も再開いたしました。 

   

部長 岡田由紀子 部長 渡邊梨紗子 専攻医 若山尚寛 

 

 

 

放射線診断科 主任部長兼放射線治療科主任部長 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。2021年度には最新鋭の320列マルチスライス

CTを導入いたしました。 

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画像読影レポートをご報告させていただきます。 

 
 

 

専攻医 清水里奈 

部長 富田均 医長 北林香子 医師 喜多恵 
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外科 主任部長兼医務局長 渡邊 真哉 

 当科の全身麻酔手術はここ数年1,000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ご紹介元の先生方には厚くお

礼申し上げます。 

2021年の当科の総手術数は1,436件でうち全身麻酔手術は1,075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、前年と同等の手術件数でした。主

な内訳は、胃手術77件、大腸切除219件、乳腺・内分泌手術 123件、胆石症143件、ヘルニア手術176

件、専門性の高い肝・胆・膵手術は61件でした。2013年からは鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術、

2019年からは病的肥満症・代謝異常への腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を導入しており、満足のいく

結果を得ています。 

患者さん一人一人にとって最適な治療になるように治療方針を十分検討し丁寧な手術と安全な周

術期管理に努めています。 

コロナ禍の影響のせいか、高齢者の進行癌や緊急症例が増加している印象です。 

今後も地域医療に貢献できるよう努力してまいります。よろしくお願いします。 

 

 
    

部長 古田美保 部長 會津恵司 部長 小林真一郎 部長 佐藤文哉 部長 林友樹 

     

医長 岩田力 医長 長尾拓哉 医長 森山瑞紀 医師 長谷川琢哉 専攻医 山本亮 

  

専攻医 村上倫彦 専攻医 伊藤博崇 

 
 

外科系診療科 
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整形外科 主任部長兼副院長 久保田 雅仁 

2022年４月に副院長兼整形外科主任部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。整形外科はこれまでから１名増

えて11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、手外科など専門分野を持っています。2021年の当科の手術件数はコロナ禍

にありながら前年比４％増の1,425件でした。 

当科では従来から高齢者大腿骨近位部骨折に対する早期手術に取り組んできたところであります

がさらに、早期手術およびその後の骨粗鬆症治療につき関連医療施設の方々とより密接な連携をと

りつつ進めてまいる所存です。併存症を多く抱えた高齢の患者さんが多いですが当院の内科系を中

心とした複数の診療科および多くのスタッフとの連携のもと栄養や予防も視野に入れて急性期の治

療を行っています。できるだけ早くいい状態で後方支援病院へ転院していただきたいとの思いで治

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（坂井宏章医師：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。 

 

 

 

 

 

     

部長 鈴木浩之 部長 緒方研吾 部長 平出隆将 医長 山﨑真 専攻医 太田恭平 

   

専攻医 山本英知 専攻医 川原健太 専攻医 若松大輝 

部長 早稲田祐也 医長 齋藤絵梨子 
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産婦人科 主任部長 伊藤 充彰 

 産科領域では、合併症やリスクのない正常妊娠・分娩から、内科的・外科的な

合併症がある方の妊娠・分娩まで幅広く対応しております。また、多胎妊娠や前

置胎盤あるいは妊娠高血圧腎症といったハイリスク妊娠にも対応しております。

特に本年完成しましたハイブリッド手術室を活用した前置胎盤や癒着胎盤の手術

も可能となりました。また、周産期専門医による胎児ドックおよび精密胎児超音

波検査も実施しております。 

 婦人科腫瘍領域では、子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌においてはガイドラインに則った標準的な根治

手術・化学療法・放射線治療が可能です。進行例においては術前化学療法および引き続いての根治手

術という流れでの治療も積極的に行っております。各種遺伝子検査に基づいたテーラーメイドな化

学療法を心がけています。 

良性婦人科疾患はほぼすべての疾患で対応可能であり、保存的治療を始め、開腹手術・膣式手術・

腹腔鏡手術・子宮鏡下手術と幅広く行っております。近年では良性疾患の手術の半分以上の症例では

腹腔鏡下に行っており、その割合は増加傾向にあります。現時点で当院において実施可能な腹腔鏡手

術は、腹腔鏡下子宮全摘・腹腔鏡下付属器切除・腹腔鏡下卵巣腫瘍核出・腹腔鏡下腟断端仙骨固定術

(子宮脱・膣脱の手術)・腹腔鏡下造腟術・腹腔鏡下異所性妊娠手術などとなっております。腹腔鏡下

子宮筋腫核出術に関しては症例を限定して実施しております。 

また悪性腫瘍の腹腔鏡下根治手術は行っておりません。悪性疾患に関しては進行例における審査

腹腔鏡手術のみの対応となります。粘膜下筋腫や内膜ポリープに対する子宮鏡下手術や過多月経に

対する子宮内膜焼却術も積極的に実施しております。 

地域の産婦人科医療向上にむけてスタッフ一同全力で診療にあたらせていただきます。当院での

治療が望ましいあるいは希望される患者さんがおられましたら是非ともご紹介をよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

部長 髙村志麻 部長 佐藤麻美子 医長 大塚かおり 医師 板東眞有子 

専攻医 鬼頭まり 専攻医 木村真梨子 
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脳神経外科 主任部長 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ように患者さん

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。 

 

 

 
 

 

泌尿器科 主任部長 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。 

 

 

 

 

 

   

医長 大島良介 医長 真宮崇 専攻医 篠田王樹 
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血管外科 主任部長兼血管内治療センター主任部長 玉井 宏明 

血管外科・血管内治療センターでは、四肢体幹(心臓・脳を除く)の動脈・静脈

の疾患を対象として診療しております。手術治療が必要な患者さんには、外科的

手術または血管内治療を行っています。 

近年の技術革新と医療の低侵襲化により、血管内治療(カテーテル治療)の占め

る割合は非常に大きくなっています。しかしながら、皮膚切開を伴う外科手術が

望ましい患者さんや、外科手術以外では治療できない患者さんもおられます。また、外科手術と血管

内治療を併用して施行する「ハイブリッド手術」は双方の利点・難点を補う治療法と考えています。 

従来の手術室で血管内治療を行う場合には、移動型血管撮影装置を使用するため、解像度や機能に

制限がありました。逆に、通常の血管内治療室(いわゆるカテ室)で外科的手術を行う場合には、広さ

や設備面で安定した術野を十分には確保できませんでした。 

2022年 6月から稼動しましたハイブリッド手術室は、手術室内に固定型の血管撮影装置を設置し

て、通常の血管内治療やハイブリッド手術に対応した血管外科専用の手術室です。この手術室の導入

により、安全性が高い環境での治療を提供することができます。 

2020 年度は 413 名、2021 年度は 464 名の患者さんを血管外科にご紹介いただきました。誠にあ

りがとうございます。地域の先生方と良好な連携を維持していくことで、患者さんを守ることができ

るように頑張りたいと考えております。 

 

心臓外科 主任部長 石川 寛 

2020年９月より心臓手術を開始し、2022年４月までに 61名の患者さんに手術

を行いました。少ない症例ではありますが、次のとおり現在まで良好な成績を維

持しております。今後も質の高い医療を目指してまいりますので、宜しくお願い

いたします。 

 

《手術実績》 

・患者背景：年齢：平均 70.5歳(15～87歳)、予測死亡率(Japan Score)：平均 5.9% 

・主たる手術の内訳：冠動脈バイパス 29例、弁膜症 19例、大動脈８例、その他５例 

・手術結果：手術死亡なし、入院死亡なし、自宅退院 58 名、リハビリ転院３名、出血再開胸なし、

縦隔炎なし、平均在院日数：術後 18.9日（９～48日） 

※手術実績の詳細は当院ホームページに掲載 
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皮膚科 主任部長 古橋 卓也 

2022年度版 皮膚科３大ニュース 

１.今年も３人体制で安定感！皮膚科一般診療 

2016 年から７年目を迎え、昨年度もコロナ禍の影響をまったく感じさせない

1,189 件のご紹介をいただくことができました。連携にご協力いただきいつもあ

りがとうございます。 

かつて当院に在籍していた小田隆夫先生は現在、海南病院の皮膚科部長として、中村賢人先生は稲

沢厚生病院医長として職務を担っています。 

当院においては大林三裕佳先生が当科のエースとして頼もしく成長、また 4 月から大須賀詩乃先

生が赴任し、先生方からご紹介いただける症例から様々な経験を積み重ね、立派に成長しております。

今後とも暖かい連携を保てますよう、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

２.第２診療棟スキンケア外来 

今年６月から新設された第２診療棟、小児アレルギーセンターを通り過ぎた一画に「スキンケア外

来」を開設しました。この空間では、スキンケアにまつわるトラブルに対して、様々な角度からアプ

ローチできるような、多面的な治療空間を創造していく予定です。関わったスタッフ、ケアを受ける

方の笑顔が増える、そんな夢のある場所を目指して、少しずつ作り上げていきます。 

３.アトピー性皮膚炎専門外来、発進！ 

スキンケア外来にてまず発進するのが「アトピー性皮膚炎専門外来」です。アトピー性皮膚炎の患

者さんは年々増加傾向にあり、まだまだ多くの患者さんが満足のいく治療を受けられていない状況

があります。数年前のデュピクセントの登場からめざましく発展するアトピー治療を、できるだけ早

く安心して患者さんに届けられるようにという思いから、専門外来を始めます。 

オルミエント錠、リンヴォック錠、サイバインコ錠、そしてミチーガ皮下注すべて対応しますが、

もちろん全身治療だけに頼らない、スキンケアの基本指導も大切にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医師 大林三裕佳 専攻医 大須賀詩乃 
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耳鼻咽喉科 主任部長 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、なにとぞ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、ORT４名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、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。 

 

 
 

 

 

 
   

 

医師 纐纈祐弥 

医師 髙柳しず香 

 

専攻医 浅井良太郎 

医師 小森汐里 
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麻酔科 主任部長 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。 

 

 

 

 

 

歯科口腔外科 主任部長 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こころがけています。 

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されている

患者さんの口腔ケアにも力を入れています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

部長 森田麻己 

  

医長 堀部宏茂 医長 大竹啓太 
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 当院は春日井市の基幹病院として、地域の医療機関の皆さまと円滑に継続した診療を実施すると

ともに１患者２人主治医制を目指して、「Tri-net かすがい（春日井市民病院医療連携ネットワーク

システム）」と「かすがい Liner（患者紹介リマインドシステム）」の取り組みを実施しています。 

当院のスタッフが利用するだけでなく、地域の医療機関の皆さまにもご利用いただくことで、切れ

目のない診療を実施しするとともに、安心・安全な医療を提供できると考えておりますので、ぜひご

利用ください。 

○ Tri-net かすがい 
Tri-net かすがいとは、患者の診療情報の閲覧及び外来診察・機器共同利用の予約を可能とするネ

ットワークのことです。当院の電子カルテと登録医の先生のパソコンを個人情報の保護に万全を期

した状態でインターネット接続するシステムです。 

 

  

外来診療だけでなく、CT や MRI の検査予約を FAX や電話を介さずに取得可能です。なお、Web

予約は２診療日先以降しか取得できませんので、お急ぎの場合は従来どおり電話をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

空き状況が一目でわかるオンライン予約 １ 

 

・各科外来診療 

・栄養指導 

・内視鏡検査 

・生理検査（腹部エコー、心エコー、トレッドミル、ホルター心電図、脳波） 

・放射線画像検査（CT、冠動脈 CT、MRI、３T-MRI、注腸検査、骨密度検査） 

 

対象となるオンライン予約項目 

 

※ 選択可能な予約枠には「１以上」の数字が掲載されています 
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 紹介・逆紹介があった患者さんについて、春日井市民病院で実施した診療情報を閲覧可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ インターネットに接続できること 

 ⑵ 最新のコンピューターウイルス対策がされていること 

 ⑶ ファイル交換ソフトがインストールされていないこと 

○ かすがい Liner 
かすがい Linerとは、地域の先生方と当院の医師が連携することで、患者さんに必要な医療を途切

れることなく提供することを目指した、循環型の診療を支援する取り組みです。 

当院から紹介させていただく患者さんに設定した次回当院診療（検査）予定日が近づきましたら、

その旨を紹介先の先生に文書で郵送いたしますので、患者さ

んと共有いただき、受診忘れを防ぐことにご協力ください。

当院での診療等を終えましたら、再び次回受診予定日を設定

し、紹介元の先生のもとへ紹介させていただきます。 

⑴ 当院受診予定日の約１~２か月前に通知します。 
 ⑵ 毎月２回（10日頃、月末頃）発送いたします。 

 

 

 

  

かすがい Linerの運用イメージ 

すぐに閲覧できる診療情報 ２ 

⑴ 紹介状が当システムに取り込まれたとき 

⑵ 紹介・逆紹介にない患者で当院を受診したことがあり、患者の同意が取得できているとき 

参照可能となる条件 

医師・看護師記録等、検体検査結果、生理検査結

果、画像、画像レポート、各種オーダ、処方、注

射、薬歴、経過表、病名、入退院歴、検査歴、患

者プロファイル、各種サマリ、診療情報提供書 

参照可能となる診療情報（原則、令和３年６月１日以降のもの） 

接続環境要件 ３ 

＜問い合わせ先＞ 

⑴ Tri-net かすがい及びかすがい Liner について 

担当：医療連携室 

⑵ システムの操作方法について 

担当：医療情報技術センター 

ＴＥＬ  0568-57-0057（代表） ＦＡＸ：0568-82-9345 

 

 

受診忘れを防ぐお知らせスケジュール 
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手術を安全かつ円滑におこなうためには、手術実施

に必要な情報を迅速かつ的確に医師だけでなく、看護

師や臨床工学技士など多職種のスタッフの立場から、

提供・共有することが必要とされます。 

手術画像統合システムを導入することで、診察室や

病棟にいながらも電子カルテから手術画像の配信を

閲覧することが可能となり、患者さんの安全性の確保

と周術期の業務改善を図ることが可能となります。ま

た、手術画像を術後に確認することで手技や治療技術

の継承・向上を実現するとともに、患者さんやその家

族に対する説明もシームレスに実現いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 元           春日井市民病院 広報委員会（事務局 医療情報技術センター内）

 〒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            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 

 

 

それぞれの技術スタッフから見た必要性を効果的に実現しコミュニケーションを円滑化 

＜医 師＞ 

・手技や治療技術の継承・向上 

・各手術室の状況が把握でき、進行状況や人員配置の適正化 

・手術中の医師に映像情報によるサポートを実現 

・録画画像による自己評価、術後の検討 

＜コ・メディカルスタッフ＞ 

・スタッフの動線や行動パターン解析で業務改善やトラブルの原因究明 

・手術の進行状況を供覧し、安全で円滑な業務のサポート 

＜患者さんやその家族＞ 

・手術画像でわかりやすい手術説明 

・多くのスタッフが確認することで安心・安全な医療を受診 

 


