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あったのが、平成20年には104.1万人と12年間で2.4倍とい
う大幅な増加を示しています。
　春日井市民病院のメンタルヘルス科外来においても、上
述のような社会背景から、また、総合病院というアクセス
性のよさから、抑うつ気分を訴えて受診される患者が増え
てきています。現在、通院患者数に占めるうつ病・うつ状
態の患者は50％を越えるのではないかと思われます。

　様々な社会の動き、報道などから、うつ病に対する認識
が高まり、精神科・心療内科など専門医への早期受診が進
んでいる面があるのは確かです。しかしその一方で、矛盾
するようですが、うつ病は、適切な受診・診断・治療がな
されていないケースが多い疾病であることも、その特徴の
一つなのです。
　抑うつ自体は、程度の軽重を別にすれば、我々が普段日
常的に経験する感情の一つであり、明らかなストレスなど
原因がある場合は、それを主訴に医療機関にかかろうとす
る頻度はまだまだ少ないと思われます。
　その一方、うつ病では、多彩な自律神経症状が出現する
ことが知られています。
　図1にあるような様々な身体症状を訴え、一般身体科を
最初に受診する例が多いのです。うつ病の身体症状は、検
査で異常が出ないことから、“不定愁訴”として扱われるこ

　メンタルヘルス関連のニュースを、普段の生活の中で目
にすることが多くなっているように思います。中でもうつ
病に関する話題は、NHKのテレビ番組で特集されるなど、
医療関係者だけでなく一般の人々の目にも触れる機会が増
えているのではないでしょうか？
　うつ病をめぐる話題として、例えば、日本ではこの10年
ほど年間自殺者数が 3万人を超える状況が続いていますが、
亡くなられた方の多くは、最後はうつ病・うつ状態にあっ
たのではないかと推測されており、自殺対策としてもうつ
病治療が大切だという記事があります。また、WHOが発
表したThe global burden of disease:2004 updateと
題されたレポートによりますと、世界の公衆衛生における
影響において、障害調整平均余命（DALYs）で換算した
場合、2004年現在、うつ病は虚血性心疾患に次いで第二位
のインパクトがあると考えられていますが、2030年におい
ては第一位になると予想されています。（ちなみに第二位
は虚血性心疾患、第三位は交通外傷）2011年7月には地域
医療の基本方針である医療計画に含める疾病として、従来
のがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の四大疾病に精神
疾患を加え﹁五大疾病﹂とする方針を、厚生労働省が打ち
出しました。うつ病や、これも増加している認知症患者に
対する重点的な対策が必要と判断されたと考えられます。
このように報道されるうつ病に関する話題とは別に、うつ
病（受診）キャンペーンCM（テレビCMをご覧になられ
た方も多いのではと思います）や、インターネットホーム
ページを通じて一般市民を対象にした直接的な情報提供な
どが広く行われるようになってきています。 
　従来は敷居の高かった精神科受診ですが、心療内科、メ
ンタルクリニックの看板を掲げ、外来のみのクリニックが
増えたこともあり、受診される患者数は増えていると思わ
れます。
　実際の統計上も、うつ病の診断を受け通院している患者
さんの数が増えていることを示しています。厚生労働省が
3年ごとに発表している患者数の統計によりますと、うつ
病を含む気分障害の総患者数は、平成8年には43.3万人で
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図 1．うつ病にみられる各種身体症状
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とも多いのですが、その影にうつ病が隠されている場合も
あるということです。
　結果的にうつ症状を認めて心療内科に受診された患者
群の初診診療科調査（対象：心療内科のプライマリケア
における初診患者330例のうつ病実態調査。self-rating 
depression scale（SDS）45以上を示した患者161例の
初診診療科 三木 治：心身医学 42（9）：586, 2002）により
ますと（図 2 ）、約2／3が内科を初診しています。（ 2 位
は婦人科、 3位は脳外科で、精神科は第 4位で約 5％、直
接精神科に受診されるのは、最終的にうつと診断される患
者の20人に 1人という結果です。）

　慢性身体疾患に合併するうつ病の問題についても認識が
高まりつつあります。一般的に糖尿病をはじめとした内分
泌疾患・心疾患・消化性潰瘍・パーキンソン病・脳血管障
害などにおいてうつ病の合併率が高いことが報告されてい
ます。うつ病の合併により、患者様の身体疾患に対する治
療意欲の低下、症状悪化、予後への悪影響が懸念されてい
ます。
　また、身体科治療薬の副作用としてうつ状態が引き起こ
される場合もあります。比較的よく知られているもので、
ステロイドやインターフェロンがあります。該当薬剤で治
療中の場合には、不眠や、抑うつ気分などの精神的変調に
留意する必要があるでしょう。

　そもそもうつ病は（各種調査によりばらつきはあります
が）、その生涯有病率が5％～15％といわれています（図3 )。
10人に 1人とすれば、高血圧より少なく、消化性潰瘍より
は多い程度の有病率となります。うつ病は決して特殊な疾
病ではなく、ありふれた病なのです。
　このような様々な理由から、地域のかかりつけ医の先生
方は、うつ病患者と医療機関の最初の接点となる可能性が
非常に高いポジションにいらっしゃると考えられます。う
つ病について関心を深めていただきたい所以になります。

　その生涯有病率は前述の通りですが、その好発年齢は30
代から70代と幅広くなっています。性差に関しては、明ら
かに女性（男性の約2倍）が多い事が知られています。こ
れは、出産後や更年期など、女性特有のホルモン変動の影
響があるのではないかといわれています。

　様々な生活上のストレス、元来の性格傾向（物事の受け
止め方）、遺伝負因などが影響しているといわれています
が、決定的なものはありません。その有病率からみても、
誰でもかかりうる可能性があるといえるでしょう。

　現在最も広く利用されている診断基準として、アメリ
カ精神医学会が作成しているDSM-IV（Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders-IV）による
ものがあります。
　　　　　　　　　　
　①　抑うつ気分
　②　興味または喜びの消失
　③　食欲不振　体重減少
　④　睡眠障害（不眠または睡眠過多）
　⑤　精神運動性の焦燥または制止
　⑥　疲れやすさまたは気力の減退
　⑦　自己に対する無価値感または過剰か不適切な罪悪感
　⑧　思考力や集中力の減退
　⑨　自殺関連行動（死についての反復思考・自殺年慮・

自殺企図）

　以上の①－⑨の症状のうち5つ以上が当てはまり、かつ
①②のどちらかを含む状態が、2週間以上ほぼ毎日続き、
家事・仕事などの日常生活に支障をきたしている場合、う
つ病エピソードが疑われます。
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図 2　self-rating depression scale（SDS）
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図 3　各種調査におけるうつ病の有病率
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　このほかに、症状がアルコールや薬の乱用、他の身体的
な病気（例えば甲状腺機能低下症など）によるものではな
く、また近親者の死亡などの悲しい出来事などが誘因とは
言い切れないことなどを確認して、総合的にうつ病（大う
つ病性障害）と診断します。
　ＤＳＭの診断基準では、患者が訴える現在の症状のみに
焦点をあてて診断するようになっています。患者の性格や
発症誘因・原因などについては（死別によるものを除外す
るのみで）、考慮しない事を特徴としています。これは、う
つ病の病態生理がまだ十分に解明されていない現状を踏ま
え、（将来的にはより精緻なものへ）変更されうる含みを持
たせてあるということでもあります。

　精神科外来においては、自発的であれ紹介であれ、基本
的に精神症状を主訴に来院されるわけですから、抑うつな
ど気分の問題を話題にしやすいのは当然の事で、身体科に
おいて、うつ病を疑い上記のような精神症状を聞き出す作
業は、はるかに困難であると思われます。また、そもそも
どのような患者に当たりを付ければよいのかわからない、
という意見もあると思われます。
　うつ病を疑うポイントですが、まず当然のこととして、
プライマリケアを受診する患者の中においてうつ病は決し
て珍しい疾病でないという事実を念頭に置くということが
大切になります。次に、うつ病に特徴的な自律神経症状（前
述の図1）が大きな手がかりになります。身体愁訴に対応
する器質的異常が見つからない、検査しても明確な異常が
ないが、訴えが強く、また他の自律神経症状も同時に併せ
持つ場合には、鑑別診断の候補としてうつ病を疑うことに
なります。（もちろん身体疾患とうつ病が合併するというこ
ともありえますが）それに加えて外見的にも“いかにも元
気がない、声にはりがなく小さい、表情が暗い”などの印
象がないかを観察します。（この辺りの違いに気づくのは、
普段の患者様の印象をご存知のかかりつけ医ならではでな
いでしょうか）
　そしてうつ病を疑う場合には、上記診断基準の中では比
較的問診しやすいと思われる③食欲不振　④睡眠障害につ
いて尋ねていきます。これらの症状は、うつ病においてそ
の発生率が80－90%といわれており、その両方が存在すれ
ばうつ病である可能性が高くなると考えてよいと思われま
す。
　原因のはっきりしない身体的不調が続き、不眠・食欲不
振が重なれば、何かストレスを感じていないか？気分はど
うか？など、精神的な話題にも触れやすくなると思われま
す。心身相関の原理などの説明も有効かもしれません。精
神症状の問診が困難な場合は、一般的な自己回答式アンケ
ートもありますので、それらを利用するのもよいかもしれ
ません。
　代表的なものにSDS（Self-rating Depression Scale）
BDI（Beck Depression Inventory）があります。い
ずれも20問程度の選択式アンケートで、回答内容に応じた
スコア付けで、抑うつの程度を測る目安になります。

、

　うつ病の治療については、すべて専門医に任せたほうが
よいのか？、その発生率の高さや、かかりつけ医を初診す
ることの多さ、精神科受診の敷居の高さの問題などから、
プライマリケアでの治療も望ましいのではないか？　など
の議論があります。後者の意見の一例として、2007年に策
定された自殺総合対策大綱があります。大綱中の　第 4
自殺を予防するための当面の重点施策　 3．早期対応の中
心的役割を果たす人材を養成する、において、かかりつけ
の医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上が
謳われています。
　ここでは、その当否はともかくとして、初期治療の一般
論と、プライマリケアで治療をする場合でも、専門医に紹
介したほうがよいと思われる状態像について簡単に述べた
いと思います。

①うつ病であることの説明
　インフォームドコンセントの精神からしてもまずは、現
在の状態を“うつ”と判断したということを伝えるのが第
一になります。うつ病という言葉が強すぎると感じられれ
ば、“うつの状態にあると判断した”という言い方でもよい
かもしれません。“今は苦しいが、回復すること”、“うつ状
態自体は珍しいことではない”事なども付け加えます。
②治療についての説明　
　医学的治療（服薬）と休養が効果的である事を伝えます。
うつ病患者への対応として“励ましてはいけない”という
原則が知られるようになりましたが、これは、現状のまま
で、頑張り続けるのではなく、休養と服薬という治療をき
ちんと受けたほうがよいというメッセージにもつながりま
す。
③希死念慮について聞く　
　うつ状態で、自己評価が低下している状況では、程度の
差こそあれ、希死念慮が出現することが多いものです。う
つ病自体は、治療により回復する可能性が高いわけですか
ら、まずは治療に専念すること、自殺行動はしないことを
約束・確認します。
④家族への説明　
　うつについて、休養や治療の必要性を家族にも説明しま
す。患者様の家庭での様子を聞くとともに、状況を説明し、
休養・治療の必要性を伝えます。家族の考え方（場合によ
っては、“怠けているだけではないか”等考え、叱咤激励す
ることがある）・対応が、今後の経過に大きく影響する可能
性があるからです。家族に理解・協力していただくことも
大切なポイントです。
⑤投薬について　
　ここ10年ほどの間に従来の抗うつ薬に比して副作用が少
なく、使いやすい新薬が登場しています。ＳＳＲＩといわ
れる一群などが代表的で、デプロメール・ルボックス・パ
キシル・ジェイゾロフト・レクサプロの各薬剤がありま
す。飲みはじめに出やすい副作用（吐気など）に留意し、
少量から開始、1 － 2 週単位で徐々に有効量まで増量して

【治療について】

〈治療のポイント〉

【うつ病を疑うポイント】
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いく方法をとります（図 4 、図 5 参照）。投薬開始時の注
意点として、効果が出るまでには少なくとも 2 － 3週間は
かかること、まれに不快感・イライラが返って強くなる反
応（アクチベーションシンドローム）がある事、その場合
は中止することなどを伝えます。

　初期治療としては上記の①－⑤がポイントとなります。
様々な臨床試験の結果から推測すると、抗うつ剤を使用し
た治療において、（初期の）有効率は60－70％と考えられま
す。少なく見積もっても約半分の患者様は治療開始 1ヶ月
程で回復への見通しが出てくるといえるでしょう。

　次に専門医に紹介したほうがよいと思われる状態像です
が、
①　一見して精神症状が強い場合（落ち着かなく、診察室

でも座っていられないなど）
②　自殺企図がある場合
③　アルコール依存の問題がある場合
④　過去に病的に調子が高い時期があった場合（躁うつ病

を疑う場合）
⑤　食欲不振・体重減少が身体的処置を要するほど重症な

場合
⑥　（プライマリケアで初期対応をした場合に） 1ヶ月ほ

ど投薬・休養指導をして経過を見ても改善の傾向が認
められない場合

　　などが、挙げられます。

　以上簡単ではありますが、うつ病における身体科との関
係、疑うポイント、初期治療のあらましを述べさせていた
だきました。限られた紙面ではアウトラインをお示しする
ことしか出来ませんが、以下の参考文献なども利用してい
ただき、これを機に、先生方の日常診療の中の鑑別診断の
一つに“うつ”が加われば、幸いに存じます。

　　 1．内科医のためのうつ病診療（第 2版）　野村総一郎　　医学書院　2008

　　 2．うつに気づく　　こころの科学　Ｎｏ125　　日本評論社　2006　

　　 3．抗うつ薬プラクティカルガイド　中村純　　中外医学社　2012

　　 4．うつ病　仙波純一　デキる医師の紹介・逆紹介　治療　増刊　92：1066－1071，2010　

　　 5．The global burden of disease：：2004 update

　　　　http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf

＊1 ， 2 ， 4 は市民病院図書館に蔵書があります

　【参考文献】

図 4　うつ病の薬物療法　アルゴリズムの一例

図 5　抗うつ薬　効果と副作用の時間的推移

薬の効果

薬の副作用

Line1

Line2

Line3

Line4

Line5

【大うつ病治療アルゴリズム：軽症・中等症（DSM−IV）】

精神科薬物療法研究会 編：気分障害の薬物治療アルゴリズム. じほう, 2003
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メンタルヘルス科　長島　渉

緩和ケアチームへの精神科医としての関わり

るのではと考えています。
　以前は﹁緩和ケア＝終末期のケア﹂というイメージが強
く理解がされにくい分野のためか、緩和ケアチームの活動
は限定的ではありました。しかしながらチームの地道な活
動に加え、平成23年 9 月には緩和ケア研修会を当院でも開

　総合病院精神科としての重要な役割として特にリエゾン
・コンサルテーションがありますが、身体疾患の一症状と
しての、もしくは薬剤性の不安・抑うつ・不眠・幻覚・妄
想といった精神症状の改善のために各科と協力して診療を
行っています。昨年度の精神科への依頼状況（平成23年度）
としては、外来患者では約 4割程度が不安・抑うつで、入
院患者では約 5割程度がせん妄で依頼があり対応してきま
した。うつ病の患者さんが最初に受診される科として最多
なのは精神科や心療内科よりも内科など身体に関する科と
言われており（図 1）、未だ精神科受診への敷居は高いと言
えます。しかしながら、高齢化に伴い身体合併症を伴う患
者さんも増えてきておりリエゾンの分野はますます重要と
なってきています。
　一般的に身体疾患を有する患者は、うつ病の有病率が高
いことが分かっています（表 1）。身体疾患の合併はうつ病
等の精神疾患の予後を悪化させ、合併するうつ病を含む精
神疾患は身体疾患そのものの予後を悪化させ、精神医学的
介入によって身体疾患の予後の改善も期待できうることが
報告されています（Prince M, et al. 2007）。特にがん患
者は、がんそのものの疾患に加えがん性疼痛などの苦痛も
大きく、早期から十分な緩和ケアが提供されるべきとされ
ています。がんを告知され、心理的反応からうつ状態へと
移行し、自殺念慮が生じることで自殺企図への可能性もあ
りますが、うつ病に限らずメンタルケアの比重は大きいと
言えます。
　春日井市民病院ではホームページにもありますように平
成24年度から﹁愛知県がん診療拠点病院﹂に指定されまし
た。当院では平成14年より緩和ケアチームが結成され緩和
ケアを提供してきました。当院の緩和ケアチームは、外科
医、精神科医、がん性疼痛看護認定看護師、緩和ケアの経
験を有する看護師、薬剤師、臨床心理士、ソーシャルワー
カーなど多職種で構成されており、私は平成22年度よりメ
ンタルケアとして臨床心理士と共に関わらせていただいて
おります。平成23年度における緩和ケアチームへ73名の依
頼がありましたが（図 2 ）、その内の67％（49名）が身体
症状（疼痛、吐き気、呼吸困難など）の緩和についてであ
り、その中でも86％（42名）が疼痛についての依頼でした。
明らかな不安、抑うつ、せん妄については最初から直接精
神科依頼となっていることもありますし、早期より関わる
緩和ケアチームの診察の時点においても、必要があれば主
治医と相談の上精神科のカルテを作成して投薬を行うこと
もあります。もし早期から緩和ケアで関わっている患者さ
んや家族であれば、顔を知っている分受診に伴う抵抗感は
減りますし、早期から投薬治療も可能となるメリットがあ

表 1　身体疾患のうつ病併発率

身体疾患 うつ病発症（％）

心疾患 17－27

脳血管疾患 14－19

悪性腫瘍 22－29

アルツハイマー病 30－50

疼痛 30－54

一般人口 10.3
Biol Psychiatry 58, 3 p175-89, 2005

内科
59.5％

その他
6.5％

脳外科
1.9％

整形外科
2.8％

婦人科
3.8％
耳鼻科
3.8％

心療内科
3.8％
皮膚科
4.7％

精神科
13.2％

図 1　うつ病患者が最初に受診する科

図 2　緩和ケアチーム新規依頼件数

春日井市民病院
（件）

　　　　　　　　　　　（最新精神医学 1；157,1996）
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部局紹介
メンタルヘルス科＆臨床心理部門

ベーションも上がっております。外来部門の拡充、緩和ケ
ア病棟の整備など課題は山積みではありますが、よりよい
ケアの提供を目指しチーム一同頑張っていきたいと思いま
す。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

催（後述）し、がん診療に携わる医師のみならずコメディ
カルの参加もありました。そのためか徐々に﹁緩和ケア﹂
に対する認知度の高まりを感じられるようになり、以降緩
和ケアチームへの依頼件数も増え（図 2）、スタッフのモチ

　臨床心理士はリハビリテーション技術室に2名（男女1名ずつ）
在籍しております。業務内容は当院医師からの依頼により、通院
中または、入院中の方へのカウンセリングや、耳鼻科での耳鳴外
来、糖尿病センターでの糖尿病教室、緩和ケアなどのチーム医療
を中心に活動しております。
　精神科領域ではカウンセリングを中心に関わらせて頂いており
ます。依頼元の診療科としてはメンタルヘルス科が最も多く、カ
ウンセリング件数の約 4割がメンタルヘルス科から紹介となって
おります。その他耳鼻科、小児科、外科、内科、産婦人科、整形
外科などからの依頼があります。来談理由はうつ、心身症、神経
症、耳鳴、めまい、不登校、身体疾患に伴う抑うつ状態など様々
な理由が挙げられます。
　当院の臨床心理室の特徴としましては、来談された方に対し﹁こ
とば﹂によるカウンセリングはもちろんですが、その他に臨床動
作法という心理療法を行っていることです。﹁からだ﹂と﹁ここ
ろ﹂は繋がっているということは良く言われており、実体験から
感じたことがある方も多いかと思われます。﹁からだ﹂に表れた
﹁こころ﹂の不調に対し、動作を通して改善に取り組んでいく心
理療法を行うことで落ち着きを取り戻し、日常生活への適応を目
指しております。

　 7月22日（日）に 1階中央ホールにてハラウ・フラ・オハ
ナの皆さんによるハワイアンショー（フラダンス）を開催し
ました。入院中の患者さんや家族、約120人の方にフラダンス
を楽しんでいただきました。 
　前日には春日井市納涼祭りが開催され、綺麗な花火が打ち
上げられました。

臨床心理部門紹介

職名 医師名 所属学会 資　格

医長 関谷　隆宏 日本精神神経学会 日本精神神経学会精神科専門医

医長 長島　　渉

日本精神神経学会

日本総合病院神経医学会

日本サイコオンコロジー学会

日本精神神経学会専門医・指導医

精神保健指定医

精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会修了者

大脇臨床心理士（後列左）　　渡邉臨床心理士（後列右）

長島医師（前列左）　　　　　関谷医師（前列右）

ハワイアンショー
春日井市納涼祭り

ハワイアンショーを開催しました。
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　﹁ストレス解消﹂とよく言われますが、そもそもストレスって
何でしょう？一般的にいう﹁ストレス﹂は、嫌なことや怖いこと
か、それらによって起こる﹁こころ﹂や﹁からだ﹂の反応をさす
ことが多いようです。これらを「解消＝消えてなくなる﹂ことは
可能でしょうか？

　少しはできるかもしれません。しかし、消
えてなくならないことも多いはずです。10年
ほど前から日本でも﹁ストレスマネジメント﹂
ということばが盛んにつかわれるようになり
ました（余談ですが、この﹁ストレスマネジ
メント﹂ということば、商標登録されている
みたいです。このような言葉が知的財産にな
る時代のようです）。﹁マネジメント﹂＝﹁取り
扱い（方）・やりくり」ということから﹁戦
う﹂とか﹁消し去る﹂とは違うようです。
　ストレスモデルの代表格がラザラスらが提
唱した心理社会的ストレスモデルです。今、
何かと取り上げられる認知行動療法にも影響
している考え方です。ストレスになりうる刺激（ストレッサー）をどのようにとらえる
（認知する）か、どのように対処（コーピング）するかを重要視しています。ストレスに
対し﹁戦う﹂、﹁消し去る﹂、﹁克服する﹂と身構えるよりは、うまく﹁付き合う﹂と考える
ことにより、﹁成長のためのストレス﹂、﹁ストレスをエネルギーにする﹂、﹁善玉ストレス﹂
にすることは出来ないでしょうか！？

　睡眠障害を訴える方は、前回（Trinity.Vol.6）の便秘とともに沢山います。日本人の約20%は不眠症状を有し、 5 ～ 6 %
は慢性不眠に罹患しているといわれています。不眠治療にはベンゾジアゼピン系睡眠薬が主として使用されてきましたが、
昨今、新たな作用機序の入眠障害治療薬ラルメテオン（販売名：ロゼレム錠）が日本でも使用できるようになりました。

　人類が睡眠のために用いた薬物としてはブドウ酒やアヘンなどが知られていますが、医薬品としての登場は19世紀中頃の
抱水クロラールが最初の睡眠薬です。その後、ブロムワレリル尿素が開発されましたが、安全域と依存性の問題から広く使
われるには至りませんでした。
　次に麻酔薬や抗けいれん薬としても使用されるバルビツール酸系薬剤が開発されました。バルビツール酸系薬剤の作用は
用量依存的で、大量投与では脳幹部も抑制するため、結果的に呼吸抑制から死に至り、安全域が狭く、依存性も形成しやす

Drug information
Drug information

不眠に使用する医薬品

█はじめに

█睡眠薬の開発史とそれぞれの特徴

薬剤部　坂田　洋

臨床心理士室通信 vol.4

臨床心理士 渡邉啓介

﹁ストレス解消﹂はできるか！？



− 8 −

いという欠点があり、今日ではほとんど使われ
ていません。しかしこのバルビツール酸系薬剤
の抗けいれん作用だけを強化した薬物や馴化作
用を持つ薬物の開発過程でベンゾジアゼピン系
薬剤（以下、BZ系薬剤）の発見・開発へとつ
ながりました。

　BZ系薬剤はバルビツール酸系薬剤と比較し
て安全域が広く、耐性や依存を起こしにくく、
現在の抗不安薬・不眠治療の中心的役割を果た
しています。BZ系薬剤はバルビツール酸系薬
剤と同様、GABA受容体複合体に作用します
が、間接的な調整（アロステリック）なため、
BZ系薬剤の効果は一定量以上では増強されま
せん。しかし健忘、耐性・依存性の形成などは
バルビツール酸系薬剤と比較して弱いものの
完全には改善されていません。また、GABA-
BZ受容体サブタイプに対する選択性が低いた
め、ふらつきなどの筋弛緩作用がみられます。

　さらに、BZ系骨格を持たない非BZ系薬剤としてゾルピデムなどが開発されています。これらの薬剤はGABA-BZ受容
体サブタイプのω1受容体に対する選択性が高く、BZ系薬剤よりふらつきが少ないといわれています。
　近年、バルビツール酸系およびBZ系薬剤のようにGABAに作用することなく眠りを誘発するラルメテオンが発売されま
した。これはメラトニンが睡眠誘発作用と概日リズム位相を変異させることで自然な眠りを誘発します。不眠に対する効果
はBZ系薬剤と比べると弱く、その作用機序から入眠障害以外の不眠には使用できませんが、理論的にふらつきや依存性を
起こさないと考えられています。

引用：グッドマン・ギルマン薬理書（上）第11版
薬局　Vol.62, No.10

表 1 ．主要な睡眠薬の開発年とわが国における発売年

発売年 開発年 薬物名 分類

1915 1907 ブロムワレリル尿素 非バルビツール酸系

1950 1923 アモバルビタール バルビツール酸系

1953 1832 抱水クロラール 非バルビツール酸系

1955 1882 バルビタール バルビツール酸系

1967 1963 ニトラゼパム ＢＺ系

1975 1968 エスタゾラム ＢＺ系

1983 1968 トリアゾラム ＢＺ系

1984 1962 フルニトラゼパム ＢＺ系

1988 1980 ブロチゾラム ＢＺ系

1989 1974 リルマザホン ＢＺ系

1989 1971 ゾピクロン 非ＢＺ系

1999 1971 クアゼパム ＢＺ系

2000 1980 ゾルピデム 非ＢＺ系

2010 1996 ラメルテオン メラトニン受容体作動薬

表 2．主な睡眠薬の半減期と代謝物活性

分類 一般名 主な商品名
半減期（ｈｒ）

代謝物活性
一般成人 高齢者

Ｂ
Ｚ
Ｄ
受
容
体
作
動
薬

超
短
時
間
型

ゾピクロン アモバン 4 4 あり

ゾルピデム マイスリー 2.1 4.6 なし

トリアゾラム ハルシオン 2.9 1.4 あり

ロルメタゼパム エバミール
9.9

反復 15
18 なし

ブロチゾラム レンドルミン 7 － あり

中
間
型

エスタゾラム ユーロジン 27.5 － あり

フルニトラゼパム サイレース
α相 6.8
β相 15

－ あり

長
時
間
型

クアゼパム ドラール 36.6 － あり

フルラゼパム ダルメート
5.9

（代謝物 23.6）
－ あり

メラトニン
作動薬

ラメルテオン ロゼレム 0.94 1.59 あり
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Ｑ：ラコールにとろみをつけたいが適当なものはないか。またエンシュアにとろみがつけら
れないと聞いたことがあるが理由は何か？

Ｑ：ノギテカンとイリノテカンでは下痢の副作用発症に大きな違いがあるのはなぜか？

Ｑ：風疹ワクチン接種後に妊娠してしまったが、どうすればよいか？

Ｑ：ロキソニンとバイアスピリンの併用は血小板凝集抑制に影響するか？

Ｑ：エプレレノンは女性化乳房を発症するか？

　ラコールのとろみ付けは大塚のEGゲルで可能なことを確認している。（必要であればサンプル提供可

能）食品メーカーの製品でも可能と思われるが、大塚は確認していない。エンシュアのとろみ付けはヘルシーフードから発

売されている﹁リフラノン﹂やニュートリーから発売されている﹁ソフティアENS﹂などで配合量を調節して固さを変え

ることができることが確認されている。

　﹁ノギテカンもイリノテカンも同じトポイソメラーゼＩ阻害剤で、ノギテカンが活性本体であるのに対してイリノテカ

ンはプロドラッグで投与され、体内ではエステラーゼにより活性代謝物であるＳＮ－38が生成される。このＳＮ－38はグル

クロン酸抱合され（ＳＮ－38－Ｇ）胆汁中に排泄される。排泄されたＳＮ－38－Ｇは消化管にて腸内細菌のβ－グルクロニ

ダーゼにより再度ＳＮ－38とグルクロン酸に分解される。その腸管で生成したＳＮ－38が細胞障害性の下痢を起こす。﹂と

考えられている。これは、無菌動物では下痢症状が発症しないこと、投与時に抗菌薬を投与すると下痢症状が軽減する事な

どの事例と合致する。 引用文献：医学のあゆみ　Vol.184 No.5 1998.1.31

　理論上、免疫の無い女性が妊娠初期に風疹に罹患することで風疹ウイルスが胎児に感染して、出生児に先天性風疹症候群

（congenital rubella syndrome:CRS）と総称される障害を発症する可能性がある。しかし万が一妊娠に気づかずワク

チン接種を受けても、その発症リスクは低く妊娠を中断する必要はない。2001年、コスタリカでの予防接種を基にした疫学

調査では、流産、死産、未熟児、低出生体重時、ＣＲＳの有無についてワクチン接種との関連を調査したところ、ワクチン

接種との関連は無く、出生児の中にＣＲＳの児はいなかった、との報告がある。

引用文献：予防接種に関するＱ＆Ａ；IDWRホームページ

　アスピリンはCOX-1の529位Ser残基を不可逆的にアセチル化し、アラキドン酸からのTXA2の合成抑制を介して、抗血

小板作用を示す。ロキソニンなどのCOX-2非選択的NSAIDsはCOX-1の120位Arg残基と塩橋を形成し、PG合成を抑制す

る。ロキソプロフェンNaとアスピリンを同時に服用すると、ロキソプロフェンNaの活性代謝物が血小板COX-1とアスピ

リンの結合を競合的に阻害し、血小板凝集抑制作用を減弱する可能性がある。他のCOX-2非選択的NSAIDsでも同様の現

象が起こる可能性があり、イブプロフェンとアスピリンの併用でアスピリンの作用が減弱することが報告されている。アス

ピリンが先にCOX-1の結合部位に到達すれば、アスピリンとCOX-1の間で不可逆的な結合が生じるため、ロキソプロフェ

ンNaの影響をほとんど受けない。したがって、通常の用法（ex. バイアスピリン錠 1 錠/朝食後、ロキソニン錠 3 錠/毎食

後の場合）では、アスピリン内服 2時間後にロキソニンNaを内服すると血小板凝集抑制作用への影響を防ぐことができる。

また、COX-2選択的NSAIDsのセレコキシブでは、アスピリンと併用しても血小板凝集抑制作用へ影響しないことが報告

されている。

引用文献：赤木祐貴ら アスピリンの抗血小板作用に及ぼすロキソプロフェンナトリウムの影響とその回避方法 医療薬学 

vol.37, No.2, 2011

　発症する。アルドステロン拮抗薬の主な副作用として女性化乳房、高カリウム血症があげられる。スピロノラクトンはア

ルドステロン受容体のみならずアンドロゲンやプロゲステロンなどの性ホルモン受容体にも作用するため、女性化乳房、不

正性器出血、月経不順等の副作用がみられるが、エプレレノンはアルドステロン受容体への選択性が高いためこれらの副作

用発症頻度は低い。エプレレノンのステロイドホルモン受容体に対する親和性は in vitroでも評価されており、グルココル

チコイド受容体に対してはアルドステロン受容体に対する親和性の1/20以下、アンドロゲン受容体及びプロゲステロン受容

体に対する親和性は1/100以下と報告されている。この受容体選択性によりエプレレノンにおいて女性化乳房の発症率が低

いことは極めて有益な点である。 引用文献：インタビューフォーム

　春日井市民病院　薬剤部ではお薬に関するお問い合わせに常時対応しております。ご質問などありましたら医薬品情報室

へお気軽にお問い合わせ下さい。 医薬品情報室：(0568)57－0057  内線2107

薬剤部Q& A
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循環器コーナー
慢性安定狭心症に対する経皮的冠動脈形成術の適応

循環器科　部長　寺沢　彰浩

　慢性安定狭心症に対する治療には、薬物療法と経皮的冠

動脈形成術、冠動脈バイパス術の血行再建があります。薬

物療法には、心筋虚血の改善のみならず、患者の生命予後

改善、心筋梗塞発症予防の効果が期待されるスタチンや抗

血小板剤、アンギオテンシン変換酵素阻害剤があり、慢性

安定狭心症の治療の基本です。さらに、経皮的冠動脈形成

術や冠動脈バイパスを組み合わせ、患者の生活の質の向上

や予後改善をめざします。

　1977年から始まった経皮的冠動脈形成術（PCI）は、その

後の器具や技術の進歩により冠動脈疾患の治療法として重

要な位置をしめています。特に、急性心筋梗塞や不安定狭

心症などの急性冠症候群においては、予後改善効果もあり、

PCIの適応については確立されています。また、薬剤溶出

ステント（DES）の開発普及で、PCIの最大の欠点であっ

た再狭窄、再血行再建術の必要性は著明に減少しました。

しかし、慢性安定狭心症に対しては、PCIの症状改善、虚

血改善効果はすぐれるものの、死亡や心筋梗塞発症といっ

た予後は改善していないことが示されています。慢性安定

狭心症に対するPCIの適応の考え方について解説します。

　慢性安定狭心症のPCIは、症状、心筋虚血の程度、冠動

脈病変、患者の合併疾患など（慢性腎臓病、糖尿病など）

を考慮して適応を決定します。

症状；狭心症による症状がある場合。とくに薬物治療をお

こなっても症状が残る場合、本人の生活が制限される場合

はPCIのよい適応で、症状改善効果は速やかで、良好です。

心筋虚血の程度；一定以上の心筋虚血がある場合、それを

改善することにより、予後改善効果が期待されます。狭心

症症状がコントロールされても、また無症状でも、とくに

広範囲の虚血が証明される場合は、PCIなどの血行再建を

考慮します（図 1）。

　虚血の評価は、トレッドミル運動負荷心電図テストや、

負荷心筋シンチにて評価します。トレッドミル運動負荷テ

ストで軽度の運動負荷で、心電図上ST－T変化の強いも

のは、心筋虚血が強く予後不良を示唆します（図 2）。

　また、負荷心筋シンチで、広範囲の虚血を示すものは予

後不良で、症状がなくてもPCIなどの血行再建を考慮すべ

きです（図 3）。

　以上は運動負荷による評価ですが、アデノシンによる薬

剤による負荷心筋シンチがあり、運動負荷ができない人で

も評価可能です。これらの負荷検査は、患者の訴える症状

が心筋虚血によるものかを評価するにも有用な方法です。

冠動脈病変；冠動脈病変では、病変狭窄度の評価、病変性

状、左主幹部病変などの病変部位、三枝病変かどうかなど

の病変枝数がPCI適応に際し問題となります。

　冠動脈病変の狭窄度が75%以上になると、とくに負荷時

に心筋血流は増加せず虚血になることが示されています。

しかし、実際の心筋では側副血行もあり、一概に75%狭窄

＝心筋虚血とはなりません。また、冠動脈病変が 3次元で

あるにもかかわらず 2次元の冠動脈造影による狭窄度判定

は、かなりばらつきがあることは以前から指摘されていま

す。実際、75%狭窄前後の中等度病変にPCIを施行するか

どうか迷うことは時にあります。重要なことは、問題とし

ている冠動脈病変によって心筋虚血が生じうるかどうかと

図 2 　50mの歩行時に胸がしめつけられるとのことで
来院。トレッドミル運動負荷で5.4metsでいつもの胸痛、
II, III,aVF,V3-6でST低下と軽労作で著明なST変化を認
めた。冠動脈造影で　#6 90%, #9 99%狭窄をみとめた。
両病変にPCIを施行、症状消失した。
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図 1　虚血心筋の量と血行再建、予後との関係
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ります。三枝病変では、とくに心機能の低下した症例で

冠動脈バイパス手術の有用性は確立しております。ただ

し、近年のPCIの進歩により、PCIでも病変性状によって

は、CABGとほぼ同等の結果がえられるようになってお

り、冠動脈病変の性状、PCI、バイパスそれぞれの欠点、

利点を評価し総合的に判断します。

患者の合併疾患等；高齢者、慢性腎臓病、糖尿病、抗血小

板療法が可能かどうかが問題になります。高齢者では、症

状改善を主体に血行再建の適応を考慮します。高齢（年齢

制限はありませんが）であっても、身体活動度が高く、症

状が強い場合は積極的にPCIによる血行再建を考慮します。

慢性腎臓病合併PCIでは、造影剤の使用を最小限にし、術

前後の補液など厳重に管理することにより腎障害の悪化を

予防します。

　糖尿病症例では、PCIの再狭窄、再血行再建術の頻度が

高いことが従来から指摘されていました。DESの使用に

より再狭窄率は、明らかに低下しました。しかし、DES

を使用したPCIと冠動脈バイパスの比較では、冠動脈バイ

パスの有用性が勝っており、多枝病変では特に考慮する

必要があります。PCIでステントを使用した場合（現在の

PCIではほとんどがステントを使用します）、抗血小板療

法はステント血栓症予防のためアスピリンとクロピドグレ

ルなどチエノピリジン系抗血小板剤 2 剤併用（DAPT）

が必須です。DAPTが施行できるかどうかでPCIの適応を

考慮する場合があります。たとえば、大腸憩室出血など消

化管出血を繰り返しやすい症例ではステント使用しにくい

ため(ステント後DAPTを施行しにくいため)、バイパス術

のほうがよい場合があります。

　以上、慢性安定狭心症のPCIの適応については、薬物療

法のみとの比較、冠動脈バイパスとの比較において総合的

に判断しなければなりません。当院では、上記検査を効率

よく最小限行い（すべての検査を施行する訳はありませ

ん）、循環器内科医のみでなく、PCI専門医、心臓外科医（心

臓チーム）が合同でカンファレンスを行い、患者中心の血

行再建、PCI、冠動脈バイパスの適応を決定しています。

いうことであります。問題となる冠動脈病変が心筋血流に

影響するかの指標として、カテーテル検査時に冠動脈内に

圧ガイドワイヤーを挿入し冠動脈内圧を測定し、冠血流を

評価する方法（FFRmyo: 心筋血流予備量比；正常＝1.0、

虚血の閾値は0.75、0.8以下を有意としている）がありま

す。FAME試験、DEFFR試験で、FFRを用いたPCI適応

の決定が、冠動脈造影のみによるPCI適応決定よりも心血

管イベントが少なく、不要なPCIを減らすことが示されま

した。PCI適応の 1 指標として使用されています（図 4 ）。

病変性状については、ガイドワイヤーやバルーン、ステン

トなどの器具の進歩と技術の進歩により、複雑病変でも安

全に施行可能となってきています。以前PCI不可能と考え

られた病変でも最近では可能となっている場合があります。

PCI施行の利点と危険性を総合して判断します。

　病変部位で問題になるのは、多くの場合、血行再建を

PCIか冠動脈バイパスでおこなうかということです。左主

幹部病変による狭心症では、薬物療法のみよりも冠動脈バ

イパス手術を施行した方が予後のよいことが確立されてい

ます。左主幹部病変に対するPCIは冠動脈バイパスとほぼ

同等の成績を示したデータも散見されます。しかし、PCI

での 5年以上の長期予後のデータがなく、長期予後につい

ての懸念があります。基本的に、左主幹部病変は、バイパ

ス手術の適応です。

　しかし、手術の危険性が高い場合は、症例に応じて冠動

脈バイパスかPCIかを総合的に判断すべきと考えます。一

枝病変は基本的にPCIで血行再建します。二枝病変では多

くはPCIの適応ですが冠動脈バイパスの方がよい場合もあ

図 3　労作時いきぎれ。負荷心筋シンチで、左室前壁、
中隔、下壁に運動直後（EX）アイソトープの取り込み
低下をみとめ、 4 時間後（RD）には前壁中隔は再分布
あり、下壁は不完全再分布であった。広範な心筋虚血を
みとめた。冠動脈造影にて左前下行枝#6 90% #7 75%、
右冠動脈#2 90%狭窄をみとめ、すべての病変にPCI施
行され血行再建された。

図 4　心不全で発症。急性期に左室前壁の壁運動低下が
あり、慢性期に改善。左室前壁の虚血が心不全に関与し
ていると診断。冠動脈造影では、左前下行枝#7に75%
狭窄を認めた（左）。このFFRは0.75で、同部位にPCIを
施行した。同時に右冠動脈#2に75-50%の中等度狭窄病
変をみとめたが（右）、このFFRは0.90でPCIは施行せず
経過観察となった。

左冠動脈

右冠動脈
左冠動脈 右冠動脈
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　かかりつけ医に、高血圧・糖尿病で通院されている患
者さんのお話しです。現病歴としましては、 1 ～ 2 ヶ月
前から下腿浮腫が出現し、 3 週間前から息切れが出現し、
利尿薬を処方されるも改善なく、胸部Xpにて心肥大著名
ということで、循環器科に心機能評価のため心臓超音波
検査の依頼で受診されました。心臓超音波検査にて、心
嚢液が全周性に50mm程度、右室の虚脱も認められまし
た。右室の虚脱を認められたことから、心タンポナーデ

心嚢液貯留の原因としては、
　①　特発性
②　非感染性：悪性腫瘍（癌、白血病など）、縦隔の放射線照射、代謝性（甲状腺機能低下症、慢性腎不全による尿毒

症、OHSSなど）、心血管性（心筋梗塞後早期の心膜炎、Doressler症候群、心筋炎、解離性大動脈瘤など）、自
己免疫疾患（リウマチ疾患、成人Still病など）、医原性も含む胸部外傷、薬剤性（プロカインアミド、イソニアジ
ド、ヒドララジンなど）

　③　感染性：化膿性心膜炎、ウイルス性心膜炎、結核性心膜炎
　などがあります。 

になりかけていると判断され、心嚢ドレナージ施行され、
約2500mLの廃液がありました。心嚢液貯留の原因につい
て精査しましたところ、血液検査にて、TSH 100μU/mL
と高値、F-T3 1.29pg/mL、F-T4 0.40ng/dLと低値であっ
たため、甲状腺機能低下症に伴う心嚢液貯留と診断され
ました。心嚢ドレナージ後は経過もよく、甲状腺ホルモ
ン剤内服にて、 1週間程度の入院で退院となりました。 

、

救急小話

下腿浮腫・息切れにて来院された患者さん

お世話になります！新任医師紹介コーナー
鈴木　浩之　（ 5 月着任） 井田　秀臣　（ 7 月着任）
整形外科　医長　平成 6 年卒
前任：小牧市民病院
外傷を専門としています。
一生懸命頑張ります！

外科　医師　平成19年卒
前任：安城更生病院
フットワークの軽さを大切にし、
皆様の力になれればと思います。
宜しくお願いします。

循環器科　滝川　智信
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　厚生労働省「がん対策推進基本計画」では、がん診療に従事するすべての
医師が緩和ケアに関する基本的な知識、技術を身につけることを重点目標と
しており、さらに﹁がん診療連携拠点病院の整備について﹂（平成20年 3 月
1 日付け健発0301001号健康局長通知）では、がん診療連携拠点病院の指定要
件として、﹁プログラム﹂に準拠した﹁緩和ケア研修会﹂を定期的に実施する
ことが明示されております。
　それを受け、当院では平成23年度より年 1回春日井市民病院緩和ケア研修
会を開催しております。
　※すべてのプログラムを終了すると、厚生労働省健康局長より修了証が授

与されます。

1） がん性疼痛の機序、評価及びＷＨＯ方式のがん性疼痛治療法を含むが
ん性疼痛に対する緩和ケアについて 

2） 呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケアについて 
3） 不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和ケアについて 
4） がん医療におけるコミュニケーション技術 
5） 全人的な緩和ケアについての要点 
6） 放射線療法や神経ブロックの適応も含めた専門的な緩和ケアへの依頼

の要点について 
7） がん患者の療養場所の選択及び地域連携についての要点について 
8） 在宅における緩和ケアについて　

以上の内容について 2日間研修を実施しました。
※来年度の日程につきましては、決まり次第ホームページでお知らせ致します。

緩和ケア研修会とは・・・

緩和ケア研修の内容

ちょっと豆知識ちょっと豆知識
偶然の発見と医薬品の進化　－その 2 － 薬剤部　坂田　洋

　多くの方はペニシリンが抗菌薬（抗生物質）のひとつであることはご存知かと思います。ペニシリンは現在使用されてい

る抗菌薬の多くの基となった画期的な医薬品です。しかしその発見もニトログリセリンと同様、全くの偶然からでした。

　発見したのは英国のアレクサンダー・フレミングです。中学の理科で学習した﹁フレミングの左手の法則﹂も同じ英国人

のフレミングですが、ジョン・フレミングで別人です。

　アレクサンダー・フレミングはブドウ球菌の実験中、偶然にもブドウ球菌を培養していたところ（培地）に一部だけ、細

菌が生育していない部分を見つけました。どうやら培地にほかからカビが付着し、そのカビが付着した周りだけブドウ球菌

が生育していなかった（発育阻止）ようです。カビを培養した液体は多くの細菌の発育を阻止することがわかりました。こ

の時に付着したカビがPenicillium属であったため、フレミングはこの抗菌的な物質にPenicillinと命名しました。フレミン

グはペニシリンの実用化にとりかかりましたが、残念ながら実用化には至らず、その後、フレミングの論文を読んだ別の科

学者によりペニシリンの大量生産、生成が成功しました。現在でも低所得国の死因上位はいずれも感染症です。フレミング

の発見したペニシリンをはじめとした抗菌薬は、日本人の長寿を支え、おそらくこれまでに何千万人もの生命を救ったに違

いありません。

平成24年度

春日井市民病院緩和ケア研修会を開催しました。

平成24年度

春日井市民病院緩和ケア研修会を開催しました。
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第２回　春日井市地域医療連携糖尿病研修会
﹁地域で取り組む糖尿病患者の災害対策﹂ リハビリテーション技術室

（糖尿病療養指導チーム）
理学療法士　加藤　俊明

　昨年 3月11日に発生した﹁東日本大震災﹂は、東北地方

と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしまし

た。幸いこの地方には大きな被害はありませんでしたが、

テレビや新聞の報道を見て改めてどんな準備や対策をして

おくべきか考えさせられた方も多いかと思います。しかし、

テレビや新聞の報道からは一般的な災害対策や備えておく

べき準備などの情報はたくさん得ることができますが、糖

尿病患者をはじめ、何らかの疾患を持ち通院中の方におい

てはそれだけで大丈夫でしょうか？我々医療者はどんな準

備をしておくべきでしょうか？﹁私、透析を受けているけ

どとりあえず避難所に行けば良いの？﹂﹁薬がないけど、ど

うすれば良いの？どこかでもらえるの？﹂﹁避難所で出され

る食事で良いの？﹂…医療者である我々はこれらの疑問に

答えられるように準備・対策をしておく必要があります。

そこで、去る 6 月23日﹁糖尿病の災害対策について考え

る」というテーマで第 2回春日井市地域医療連携糖尿病研

修会が当院にて行われました。今回の研修会では、災害時

糖尿病患者が困らないためには、どんな備えが必要なのか

を研修会参加者自身で考え、意見を出し合い、医療者とし

ての準備や対策について考えました。参加者は春日井市内

の医療機関に在職する医療者で、医師・看護師・薬剤師・

管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師の合計45名の方に

ご参加いただきました。当院の糖尿病療養指導チームから

も医師 3名とコメディカルスタッフ 9名が参加し、地域の

医療者の方と意見を交わさせていただきました。

　まず当院糖尿病センター谷口美和子糖尿病看護認定看護

師より﹁大震災、その時何が起きていたのか﹂と題し、実

際の現場で起きたことを振り返るとともに東京ディズニー

リゾートでの対応が紹介されました。東京ディズニーリゾ

ートではどんな対応がされたのか、皆さんはご存知でしょ

うか？東京ディズニーリゾートの従業員は 9割がアルバイ

トとのことですが、そのアルバイトでさえマニュアルにと

らわれず自ら考え動いたことで多くのゲスト（来園者）に

安心して避難していただくことができたそうです。しかも

従業員である自分たちも同じ現場で地震の恐怖と不安を感

じながらも嫌な顔をせず、最後まで笑顔で対応されたそう

です。なぜそんなことができたのか？しかもこの事態を想

定内であったと言っています。それは、東京ディズニーリ

ゾートでは年間180回、つまり 2 日に 1 度は園内のどこか

で防災訓練が行われているということ、そして全従業員の

﹁全てはゲストのために﹂という一心からできた行動だっ

たのです。つまり、想定内であると言える最悪の事態を予

測した災害対策マニュアルがあって、日々の防災訓練を通

して全従業員が統一認識していることで迅速に行動ができ、

結果的に想定内であったことから、﹁ゲストのために何を

すべきか﹂自ら考える余裕が生まれマニュアル以上の行動

に移せたのではないでしょうか。

　続いて研修会では、次の 3つのテーマについてグループ

ワークが行われ、グループごとでの活発な意見交換と数グ

ループによる検討内容の発表がなされました。

①災害時の備えとして、糖尿病患者に必要と思われる知

識（普段から指導すべき内容）

②今後糖尿病患者に関わる医療者としてやっていこうと

思っていること

③春日井市民病院や春日井市に希望すること

　参加者の皆様からは多くの貴重なご意見をいただき、今

後まだまだ検討すべき内容が挙げられ、当院スタッフ共々、

参加者の皆様にも糖尿病患者の災害対策の必要性を改めて

感じていただけたかと思います。

　今回のような春日井市の医療機関に在職する医療者が集

まり、医療者としての災害対策や準備について考えるとい

う機会は今までになく、短い時間ではありましたが地域の

医療者の皆様と交流を持つことのできた良い機会となりま

した。地域の医療者の皆様が参加していただけることで、

地域全体で糖尿病患者の災害対策について共通の認識を持

てるということ、お互いの顔を覚えておく事でコミュニケ

ーションも取りやすくなり、より良い協力体制で糖尿病患

者を支えることができるようになるかと思います。

　この地方には高い確率で﹁南海トラフ巨大地震﹂が起き

ると言われています。“医療者”としてその日に備えていま

すか？今後当院では﹁糖尿病の災害対策について考える﹂

というテーマでの“第 2回目の研修会”を10月に開催予定*

です。糖尿病患者の災害対策は地域全体で取り組んでいく

必要があります。今回参加された方はもちろん、より多く

の地域の医療者の方に集まっていただき、想定内であった

と言える準備と対策を一緒に考えていけたらと思います。

＊詳細については後日ご案内いたします。
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細菌・ウィルス名 特徴・対策

腸管出血性大腸菌
（O－157など）　

・家畜、特に牛などの糞便で汚染された手指や水、食品を介して感染する。
・わずかな菌量で感染する。二次汚染や人から人への感染の恐れが強い。
・調理の際には、十分な加熱を行なうこと。（O-157は75℃ 1 分の加熱で死滅）

カンピロバクター

・鶏、牛、豚などの腸内に住み、解体時に肉を汚染する。また、動物の糞便で汚染された飲料
水が原因にもなる。

・熱や乾燥に弱いが、少量でも食中毒を起こす。
・生で肉を食べることは控え、調理の際には十分な加熱を行なうこと。

サルモネラ菌　　
・動物の腸内などに住み、糞便を介して肉や卵などの食品を汚染する。
・低温や乾燥にも強い。
・十分な加熱調理と調理後の二次汚染に注意。

ウェルシュ菌　　

・人や動物の腸管内、土壌、下水などの自然界に多く常在している。
・加熱調理済み食品を不適切な温度で保存した場合に発生することが多い。
・芽胞とよばれる形態をとり、耐熱性（100℃、 1 時間から 6 時間の加熱に耐える）を示すこ
とがある。

・調理後は速やかに食べること。（カレーやシチューなどの煮込み調理品を作り置きしない。）

黄色ブドウ球菌　

・手指を介して食品を汚染し、菌が増殖する際につくられる毒素が食中毒を引き起こす。
　（毒素は熱に強く、加熱しても分解されにくい。）
・手指などに化膿創があるときは、直接食品に触れない。
・調理後はなるべく早く食べる。
・おにぎりを握るときはラップを用いる。

ノロウイルス　　

・手指や食品などを介して、口から体内に入ることによって感染する。
・二枚貝などの調理の際は、十分な加熱（85℃ 1 分以上）を行なう。
・酸、消毒用アルコールで不活性化されにくい。
・調理をする時には、手洗いをしっかりと行なう。
・感染者からの二次汚染の危険性もある。

栄養管理室からの一言
栄養管理室

　細菌が原因となる食中毒は夏場（ 6月～ 8月）だけではなく、 9月・10月にも多く発生しています。食中毒を引き起こす
細菌の多くは、室温（約20℃）で活発に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。
また、細菌の多くは湿気も好みます。表は平成23年度に事件数の多かった食中毒発生原因細菌・ウイルスの特徴・対策です。

TrinityのVol. 2 平成23年 5 月25日でも紹介いたしましたが、食中毒予防の三原則は、①清潔（食品に食中毒菌を付けない）、
②迅速（食中毒菌に増殖する時間を与えない）、③加熱または冷却（菌をやっつける・菌に適した増殖温度を与えない）です。

　春日井市は、総合的な健康づくりの拠点として、また、休日・平日夜間の急病診療施設として、市民病院敷地内に
（仮称）春日井市総合保健センターを建設します。
　工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、皆様の
ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
1　着工予定　　平成24年10月上旬
2　施設概要　　
（1）場　　　所　　春日井市鷹来町 1丁目 1番地 1
　　　　　　　　　（春日井市民病院敷地内）
（2）建 築 面 積　　約2，700㎡
（3）延 床 面 積　　約9，000㎡
（4）構造・規模　　鉄骨造、地上 4階建て
（5）用　　　途　　病院、診療所、保健センター 

工　事　の　お　知　ら　せ
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おっぱい外来 東 2階　助産師　西澤　雪江

医療情報センター　後藤　慎一（POCコーディネーター）

臨床検査技術室　　西村祐賀子（POCコーディネーター）

　当院産婦人科では、母乳栄養にこだわり、母乳育児を推

進しています。

　母乳は赤ちゃんにとって最適な栄養源であり、感染防御

作用、アレルギーになりにくい、赤ちゃんの突然死の発生

率が低い、精神的、感情的、社会的発達がよくなることな

ど多くの利点があります。

　母親に対しても、授乳中に分泌されるホルモンによって

子宮の収縮を促進し、分娩後の回復を助け、産後うつ病や、

乳がんや卵巣がんも減少すると言われています。

　社会的にも育児にかかる費用や、医療機関にかかる費用

の減少などがあげられます。

　東日本大震災時には、災害時の母と子の育児支援共同特

別委員会により、﹁安全な水やお湯を沸かす燃料のない場所

での人工乳の使用は、栄養不足、疾病、乳児死亡のリスク

を高めます。母乳育児を続けることで、お母さんも子供も

慰められ、心の支えが得られます。﹂と発表され、母乳育

児をすることは、母子および社会にとっても利点が大きく、

　糖尿病は厚生労働省が定める“ 5 疾患 5 事業”の中に

入っている疾患で、国をあげて取り組む重点疾患と位置づ

けられています。これは糖尿病が合併症を引き起こす要因

であるうえ、脳卒中や心疾患などの危険因子ともなるから

です。いずれにしても、糖尿病の早期発見や予防・生活習

慣の改善が重視されています。2010年 7 月に発表された日

本糖尿病学会糖尿病診断に関する調査検討委員会の報告で、

同時に行った血糖値、HbA1cともに糖尿病型であれば﹁糖

尿病﹂と診断することが出来る様になり、早期診断が可能

となりました。

厚生労働省の﹁健やか親子21﹂においても母乳育児の推進

が謳われています。

　当院では産後 1か月健診時に母乳相談の場を設けるなど、

退院後も母乳育児支援に力をいれてきました。平成20年 4

月からは、名称を改め﹁おっぱい外来﹂を開設し、当院分

娩の方だけでなく、他院分娩の方にも対象を広げて有料で

助産師が指導しています。おっぱい外来という名称ではあ

りますが、母乳相談だけでなく、核家族化がすすみ、孤立

しがちな現代の母親の育児相談の場にもなっていて、年間

約180名、のべ755名の利用実績があります。

　今後の取り組みとしては、国際認定ラクテーション・コ

ンサルタント（ＩＢＣＬＣ）の助産師と、ＩＢＣＬＣを目

指す 3 名の助産師を中心として、BFH（Baby Friendly

Hospital　赤ちゃんにやさしい病院）の認定も視野に入

れ、さらに母乳育児の支援を充実させていきたいと考えて

います。

図 1　A1cキット　

《おっぱい外来のご案内》
月曜から木曜の午後 2時～ 4時（一回30分）。
料金は一回2100円です。
母乳だけでなく、育児全般のご相談に助産師が
応じています。
市民病院で出産されていない方も受診できます。
完全予約制ですので、お電話で予約をとって、
産婦人科外来へ赤ちゃんと一緒に来て下さい。

検 査 話の
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医療情報センター　後藤　慎一（POCコーディネーター）

臨床検査技術室　　西村祐賀子（POCコーディネーター）

　A1cキットの特徴

　　・血液量5μl、 5 分でHbA1cが測定可能

　　・NGSP値で表示

　　・検査材料は毛細管血または静脈血

　　・測定範囲が 4 %～13%と広範囲

　　・品質管理チェック機構を搭載

　　・専用装置が不要

　今回、迅速にHbA1cを測定することができる﹁グリコ

ヘモグロビンA1c測定キット﹂（図 1 ）についてご紹介し

ます。当院HPLC法とグリコヘモグロビンA1cキットの相

関成績は、図 2に示したとおり良好な成績でした。また、

操作評価を看護師、薬剤師と学生実習生の合計 8人に行な

ってもらったところ検査技師以外のコメディカルスタッフ

でも“十分操作が可能”と評価されました。また、品質

管理チェック機能により検体量、測定温度など50項目をチ

ェックしており安心・安全・正確な検査が行えると評価し

ました。

　今までのHbA1c測定は専用装置が必要でしたが、装置

購入費用や設置場所が不要で、画期的な測定キットです。

開業医の先生方の糖尿病診療、在宅医療に十分お役にたて

る検査キットと考え、ご紹介させていただきます。

HbA1c保険請求：49点　外来迅速検体検査加算： 5点（判断料：125点）

キット問い合わせ先：春日井市民病院　医療情報センター　後藤慎一

図 2　HPLC法とA1cキットの相関　

HPLC法(%)
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　ロンドンオリンピックが閉幕し、多くの方が世界レベルのスポーツの祭典を

楽しまれたかと思います。今大会で日本が獲得したメダルの数は38個で、過去

最多の獲得数となりました。この大会では、初めてメダルを獲得する種目や何

十年ぶりにメダルを獲得した種目が目立った大会ではなかったでしょうか。

　さて、オリンピック種目でもありますマラソンは、空前のランニングブー

ムを迎え、定員一万人のフルマラソン・ハーフマラソンの大会が、“数時間で

Sold out”になるくらいマラソン人気なのです。そのため私を含めた一般市

民ランナーの大会エントリーが厳しくなっている現状です。

　そんなフルマラソン距離が42.195キロであることは、ご存知な方が多いと

思いますが、この距離はどのように決まったのかご存知ですか？　この距離

が42.195キロに統一されたのは第 8 回パリ大会からです。それまではおおよそ40キロを目安にコースが設定されていました。

42.195キロに決定した理由は、陸上競技発祥の地として知られる第 4 回イギリス大会で設定された距離が42.195キロだっ

たからだそうです。この大会ではロンドン郊外にあるウィンザー城の正門をスタートし、メインスタジアムをゴールとす

る26マイル（41.842キロ）で競われることになっていましたが、時の王妃アレクサンドラが、﹁スタート地点は宮殿の庭で、

ゴール地点は競技場のボックス席の前に﹂と注文したために半端な数字の距離（353メートル）だけ延長されたことからフ

ルマラソンの距離は42.195キロに決まったようです。

　ではフルマラソンコースを公認コースとするにはどのような作業をおこなうのでしょう？　日本陸上競技連盟陸上競技ル

ールブック2012によると競争路の距離計測は、ワイヤーロープを用いるか自転車にカウンター計を取り付けて計測すること

になっています。日本ではワイヤーロープが主流のようで、直径 5 mm、50mの鋼鉄製のワイヤーをメジャーとし、尺取り

虫のごとく計測するようですが、42.195キロの場合は、数十時間におよぶ作業になるようです。そして計測する地点は、道

路の端から30cmの所を計測する、設定した距離は短くてはダメで、プラス42m（0.1％）以内と決められています。さらに

スタート地点とゴール地点の標高差も42m（0.1％）と規定されています。こんなに厳しいコース条件があったとは私も知

りませんでした。そして、日本陸上競技連盟に公認申請し、検定に合格すると日本陸連公認コースとして認定されますが、

フルマラソンコースと認定された後は、新設時に210,000円（税込み）、 2 年ごとの継続時に105,000円（税込み）が必要で

す。公認コースの取得には手間とお金がかかるのです。ランナーのみなさん、スタッフの方々のご苦労に感謝して走ってく

ださい。

参考文献：オリンピックの大常識（ポプラ社）、

　　　　　日本陸上競技連盟　陸上ルールブック2012　（http://www.jaaf.or.jp/athlete/rule/pdf/10-6.pdf）

コーヒーブレイクコーヒーブレイク 医療情報センター　後藤　慎一

この五輪マークはヨーロッパ、南

北アメリカ、アフリカ、アジア、

オセアニアの五大陸を意味してい

ます。
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２９５

医療連携の登録医を募集しています！

平成24年 7 月末時点での地域連携登録医療機関295施設をご紹介させていただきます。（地域別五十音順）

登録医療機関数　　　　（平成24年 7 月末現在）２９５
　当院では、医療連携の登録医を随時募集しています。相互の機能を有効に利用し、診療情報の交換などによって医療連携

を深め広げることにより、患者さんの紹介・逆紹介を効率的に実施し、患者さんにとってより良い医療を提供してまいりま

す。ぜひご登録いただき、当院との医療連携強化にご協力いただきますようお願い申し上げます。

　ご希望の先生は、医療連携室までお気軽にご連絡ください。お待ちいたしております。

〔登録医制度の概要〕

　　　 1 ．本制度の目的

　春日井市民病院（当院）と地域の医療機関等が、患者に一貫性のある医療を提供するために、相互が緊密な医

療連携を図ることを目的として﹁登録医制度﹂を創設いたしました。

　　　 2 ．登録医のお申し込み方法

(1) 申請書に必要事項をご記入いただき、ご返送をお願い致します。（ご連絡いただきましたら、申請書等を郵送

いたします。）

(2) 当院での手続き終了後﹁登録医証﹂をご送付致します。なお、入院中の紹介患者への訪問を希望される場合

には﹁登録医の名札﹂を作成いたしますので、顔写真（縦 3㎝×横2.4㎝）を同封願います。

　　　　　以上で登録医としての登録が完了いたします。

　　　 3 ．提携医療機関等の特典

(1) ﹁春日井市民病院　登録医﹂の名称をご使用いただけます。（名刺等に掲載いただけます。）

(2) ﹁登録医証﹂をお送りいたします。（受付や診察室などへの設置をお願い致します。）

(3) 当院のホームページと広報誌（Trinity・さくら）で﹁登録医﹂としてご紹介させていただきます。

(4) 当院の﹁広報誌（Trinity・さくら）﹂﹁外来診療表﹂を送付させていただきます。

　　　　　　入院中の紹介患者への訪問時に次のサービスをお受けいただけます。

　　　　　　（訪問時に﹁登録医の名札﹂を用意いたします）

　　　　　　　・白衣のご利用

　　　　　　　・当院医師同席のもとでのカルテ閲覧

(5) 当院のカンファレンス・各種講演会などのご案内をさせていただきます。

(6) 院内の図書室がご利用いただけます。

　　　 4 ．提携期間

　　　　　登録期間は、原則 1年間です。双方に異議がなければ自動更新となります。

お問合わせ先

　　　　　　春日井市民病院　医療連携室　　　Tel  0568－83－9924     　Fax  0568－82－9345

　　　　　〒486－8510　愛知県春日井市鷹来町 1丁目 1番地 1

医療機関名 医療機関地域 医療機関名 医療機関地域
青木内科クリニック 春日井市 医療法人　勝川医院　六軒屋クリニック 春日井市

明子ウェルネス・クリニック 春日井市 医療法人　啓生会　春日井クリニック 春日井市

朝倉眼科クリニック 春日井市 医療法人　啓生会　春日井セントラルクリニック 春日井市

朝宮こどもクリニック 春日井市 医療法人　恵洲会　田代クリニック 春日井市

あまの眼科クリニック 春日井市 医療法人　光寿会　光寿会春日井病院 春日井市

アルファクリニック 春日井市 医療法人　光明会　平田眼科 春日井市

飯田医院 春日井市 医療法人　榊原外科 春日井市

石川内科クリニック 春日井市 医療法人　三仁会　あさひ病院 春日井市

石黒内科クリニック 春日井市 医療法人　聡彩会　片山こどもクリニック 春日井市

伊東外科整形外科医院 春日井市 医療法人　社団喜峰会　東海記念病院 春日井市

いとうこどもクリニック 春日井市 医療法人　芍薬会　灰本クリニック 春日井市

いとう内科クリニック 春日井市 医療法人　俊友会　渡辺整形外科 春日井市

稲垣内科 春日井市 医療法人　誠整会　遠藤整形外科クリニック 春日井市

井上医院 春日井市 医療法人　清和会　老人保健施設忘れな草 春日井市

医療法人　浅田レディースクリニック　浅田レディース勝川クリニック 春日井市 医療法人　中央会　中央台診療所 春日井市

医療法人　愛洋会　加藤クリニック 春日井市 医療法人　同仁会　鳥居クリニック 春日井市

医療法人　政秀会　肛門科安藤外科 春日井市 医療法人　道雄会　和田クリニック 春日井市

医療法人　医峰会　山際クリニック 春日井市 医療法人　並木会　介護老人保健施設メディコ春日井 春日井市

医療法人　勝川医院 春日井市 医療法人　白山会　白山リハビリテーション病院 春日井市
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医療法人　深見医院 春日井市 メディカルアイケア－春日井眼科クリニック 春日井市

医療法人　双辰会　小寺医院 春日井市 森内科クリニック 春日井市

医療法人　福沢会　さがクリニック　 春日井市 森永眼科クリニック 春日井市

医療法人　ふたば　にしむら泌尿器科・内科クリニック 春日井市 もりなが耳鼻咽喉科 春日井市

医療法人　裕心会　かちがわ山内クリニック 春日井市 山口メンタルクリニック 春日井市

医療法人　雄志会　川瀬医院 春日井市 山﨑眼科 春日井市

医療法人　裕心会　山内クリニック 春日井市 山田産婦人科 春日井市

医療法人　米本レディスクリニック 春日井市 やまだ内科クリニック 春日井市

医療法人　陽和会　春日井リハビリテーション病院 春日井市 横井内科クリニック 春日井市

医療法人　和恵会　はやかわ・すずきクリニック 春日井市 吉田クリニック 春日井市

岩塚クリニック 春日井市 わかばこどもクリニック 春日井市

岩成台診療所 春日井市 味美第一歯科 春日井市

内田耳鼻咽喉科医院 春日井市 味美中島歯科医院 春日井市

大手外科クリニック 春日井市 いしだ歯科クリニック 春日井市

おおのクリニック 春日井市 石田歯科医院 春日井市

岡島内科 春日井市 いとう歯科 春日井市

おくむら耳鼻科クリニック 春日井市 井上歯科 春日井市

介護老人保健施設　グレイスフル春日井 春日井市 医療法人　佐久間歯科小児歯科 春日井市

梶田医院 春日井市 医療法人　にわ歯科 春日井市

かすがいマタニティクリニック 春日井市 医療法人　春日会　小川歯科医院 春日井市

片山内科こどもクリニック 春日井市 医療法人　春日会　小川歯科医院分院 春日井市

かちがわ眼科クリニック 春日井市 医療法人　藤盛会　渡辺歯科クリニック 春日井市

勝川ファミリークリニック 春日井市 王子ファミリー歯科 春日井市

かとう内科クリニック 春日井市 大前歯科医院 春日井市

かめざわクリニック 春日井市 小川歯科クリニック 春日井市

からき眼科クリニック 春日井市 押沢台歯科医院 春日井市

くまい医院 春日井市 梶田歯科 春日井市

小池医院 春日井市 片田歯科医院 春日井市

高蔵寺駅前クリニック 春日井市 加藤歯科医院（味美町） 春日井市

こばやしクリニック 春日井市 加藤歯科医院（乙輪町） 春日井市

小松原内科 春日井市 川口歯科医院 春日井市

五味耳鼻咽喉科医院 春日井市 河原歯科クリニック 春日井市

さとうクリニック 春日井市 北岡歯科クリニック 春日井市

財団法人春日会　足立病院 春日井市 北島歯科医院 春日井市

耳鼻咽喉科　まつだクリニック 春日井市 熊沢歯科医院 春日井市

しんまちクリニック 春日井市 くまの歯科 春日井市

須賀医院 春日井市 高蔵寺歯科医院 春日井市

すずらんクリニック 春日井市 高蔵寺すまいる歯科 春日井市

鈴木医院 春日井市 小島歯科医院 春日井市

そぶえ内科クリニック 春日井市 後藤歯科医院 春日井市

たかぎ整形外科・皮フ科 春日井市 桜井歯科医院 春日井市

タカマ皮膚科 春日井市 佐藤歯科医院 春日井市

たかやまこどもクリニック 春日井市 澤歯科クリニック 春日井市

高山さとう内科 春日井市 サン・歯科医院 春日井市

滝川医院 春日井市 しちり歯科 春日井市

竹内医院 春日井市 篠木歯科医院 春日井市

たけだクリニック整形外科・内科 春日井市 しのはら歯科 春日井市

竹村整形外科クリニック 春日井市 柴田歯科 春日井市

田島クリニック 春日井市 しんめい歯科 春日井市

田中医院 春日井市 スギヤマ歯科 春日井市

たんばら内科クリニック 春日井市 せがわ歯科室 春日井市

辻村クリニック 春日井市 薗田歯科医院 春日井市

東海中央クリニック 春日井市 ソブエ歯科クリニック 春日井市

同仁医院 春日井市 高森台歯科診療所山田歯科 春日井市

徳丸外科 春日井市 滝川歯科診療所 春日井市

内科眼科ゆたかクリニック 春日井市 たききた歯科 春日井市

内藤内科 春日井市 竹内歯科医院 春日井市

なかじま皮フ科クリニック 春日井市 竹内歯科クリニック 春日井市

中村耳鼻咽喉科 春日井市 武山歯科医院 春日井市

中村内科医院 春日井市 中田歯科 春日井市

のじり内科クリニック 春日井市 中矢歯科 春日井市

林内科医院 春日井市 鶴岡歯科医院 春日井市

東野内科クリニック 春日井市 出川橋歯科 春日井市

皮フ科守医院 春日井市 寺町歯科 春日井市

平田内科クリニック 春日井市 徳丸歯科 春日井市

ふく田整形外科 春日井市 トミオ歯科医院 春日井市

藤山台診療所 春日井市 とやま歯科 春日井市

増田医院 春日井市 永井歯科医院 春日井市

松原クリニック 春日井市 中山歯科医院 春日井市

ムラセ整形外科 春日井市 成橋歯科 春日井市

めぐみクリニック 春日井市 西尾歯科 春日井市
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西脇歯科クリニック 春日井市 ピアーレクリニック 小牧市

野田歯科 春日井市 菱田医院 小牧市

野村歯科クリニック 春日井市 ひらおクリニック 小牧市

はた歯科医院 春日井市 平松内科呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック 小牧市

はみんぐ小児歯科・矯正歯科 春日井市 舟橋外科クリニック 小牧市

はやし歯科クリニック 春日井市 松浦医院 小牧市

平林歯科医院 春日井市 ミナミ産婦人科 小牧市

フェアリ歯科 春日井市 三輪内科 小牧市

プラザ片田歯科医院 春日井市 もとまちクリニック 小牧市

前多歯科医院 春日井市 森川整形外科医院 小牧市

まえなみ歯科 春日井市 横井整形外科クリニック 小牧市

水野歯科医院 春日井市 吉田医院 小牧市

みやうち歯科医院 春日井市 わたなべ耳鼻咽喉科 小牧市

三宅歯科クリニック 春日井市 医療法人　板津胃腸科 犬山市

三好歯科医院 春日井市 医療法人　いつき会　樹クリニック 犬山市

むかい矯正歯科 春日井市 医療法人　木村内科 犬山市

村瀬歯科医院 春日井市 医療法人　永仁会　さとう病院 犬山市

ももの木歯科 春日井市 医療法人　ハートクリニックさわだ 犬山市

森川歯科クリニック 春日井市 医療法人　ふなびきクリニック 犬山市

森歯科医院 春日井市 医療法人　宮田医院 犬山市

山内歯科医院 春日井市 医療法人　村上内科 犬山市

ヨコイ歯科 春日井市 岡部医院 犬山市

吉田歯科 春日井市 カワムラ整形外科 犬山市

渡辺歯科医院（上条町） 春日井市 坂下クリニック 犬山市

渡辺歯科医院（美濃町） 春日井市 さとし眼科クリニック 犬山市

浅野外科内科 小牧市 たくや整形外科 犬山市

新井内科クリニック 小牧市 にわ耳鼻咽喉科 犬山市

医療法人　勲昇会　落合医院 小牧市 松村クリニック 犬山市

医療法人　胡蝶会　サンエイクリニック 小牧市 吉田内科クリニック 犬山市

岩崎スマイルクリニック 小牧市 浅野整形外科 江南市

植田耳鼻咽喉科 小牧市 医療法人　真生会　小原外科 江南市

江崎外科内科 小牧市 医療法人　すばるクリニック 江南市

蛯原医院 小牧市 医療法人　尚生会　やまだ産婦人科 江南市

エンゼルレディースクリニック 小牧市 介護老人保健施設　フラワーコート江南 江南市

かとう皮フ科クリニック 小牧市 高島医院 江南市

ごとう小児科 小牧市 平成クリニック 江南市

後藤内科クリニック 小牧市 三ツ口医院 江南市

小牧クリニック 小牧市 やまが耳鼻咽喉科クリニック 江南市

小牧第一病院 小牧市 渡部内科医院 江南市

小牧ちば整形外科クリニック 小牧市 伊藤外科 岩倉市

坂本ファミリークリニック 小牧市 いのうえ耳鼻咽喉科 岩倉市

清水クリニック 小牧市 井上皮膚科 岩倉市

志水こどもクリニック 小牧市 医療法人　知邑舎　岩倉病院 岩倉市

しんばらこどもクリニック 小牧市 いわくら整形外科クリニック 岩倉市

鈴木小児科 小牧市 長谷川外科 岩倉市

住田整形外科 小牧市 名草クリニック 岩倉市

関本内科医院 小牧市 医療法人　江口医院 扶桑町

千田クリニック 小牧市 医療法人　仁徳会　大川外科胃腸科クリニック 扶桑町

高津皮フ科クリニック 小牧市 医療法人　仁徳会　ふそう耳鼻咽喉科 扶桑町

高野耳鼻咽喉科 小牧市 医療法人　山田外科内科 扶桑町

塚原外科内科 小牧市 宮川クリニック 扶桑町

辻医院 小牧市 今井医院 大口町

土井外科胃腸科内科 小牧市 医療法人　医仁会　さくら総合病院 大口町

桃花台内科 小牧市 みどりクリニック 大口町

桃花台レディスクリニック 小牧市 やまだクリニック 大口町

とくみこどもクリニック 小牧市 なかむら内科 名古屋市守山区

富野内科 小牧市 森本医院 名古屋市東区

南波眼科皮膚科 小牧市

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/

地域連携ステーション　TEL 0568－83－9924 　FAX 0568－82－9345

〒486　春日井市鷹来町1－1 －1

TEL 0568－57－0057（代表）　

FAX 0568－57－00677
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