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　新年度に当たって、当院の現状と今後の展望についてご紹介申し上げま
す。当院は平成22年に災害拠点病院の指定を受け、東日本大震災において
は救援チームを派遣しました。今年は災害派遣医療チーム（DMAT）の
指定も受け、名実ともに大災害時の基幹病院となります。災害があっては
大変ですが、不測の事態にも対処できるべく準備を行っています。

■愛知県がん診療拠点病院
　平成24年度からは「愛知県がん診療拠点病院」となりま
す。がん治療への不安を減ずる「ピアサポート」の実施や、
西病棟 7 階に移設した「がん相談支援センター」へのが
ん性疼痛看護認定看護師の配置など、患者さんが安心して
治療が受けられる体制を提供してきました。新たに愛知県
がん診療拠点病院に指定されることにより、先生方とさら
なる密接な医療連携を推進していきたいと考えています。

■地域医療支援病院
　もう一つの朗報として、今年中に尾張北部医療圏として
は最初の「地域医療支援病院」に承認される予定です。こ
の承認は、当院が入院治療や手術が必要となる急性期の患
者さんの治療に特化し、安定期の医療については先生方と

連携するシステムが構築されている病院であるということ
へのお墨付けとして与えられるものです。
　春日井市だけでも人口は30万人を超える状況で、当院の
556床だけでは地域医療を守るのに十分な数とは言えない状
況です。しかしながら、限りあるベッドを有効に利用して、
本当に入院治療が必要な患者さんが出た場合には必ず入院
できるという体制を作ってこそ、地域住民の方々が安心し
て日々の暮らしが過ごせるというものではないでしょうか。
当院が急性期病院として生き残っていくためには、ベッド
を有効利用するしかありません。この目的を遂行するには、
入院治療が必要となると同時に退院目標を指示して、積極
的に在宅医療を進めるか、回復期リハビリテーション病院
などの後方病院への転院に協力していただくしか方法はあ
りません。当院が目指している道は、国が示しているもの
に他なりません。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　当院は皆様が安心して安全な医療を受けられる病院とな
るべく、全職員が一丸となって努力しています。災害拠点・
がん診療拠点・地域医療支援などの勲章を頂戴することは、
職員のプライドを高めるだけでなく、地域住民の安心にも
つながり、結果として公営企業としての収益力向上にもつ
ながると思っています。今後とも、先生方からのご支援と
ご協力を切にお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

「愛知県がん診療拠点病院」とは
　全国どこでも適切ながん医療が受けられる体制の整
備に向けて、地域のがん診療の連携の拠点とがん医療
水準の引き上げを行う病院として、国が指定する「が
ん診療連携拠点病院」に準ずる病院として愛知県が定
めたものです。

〈がん診療拠点病院の役割〉
１．がん医療に関する専門的な知識及び技能を有する

職員を配置し、高度ながん診療を提供します。
２．がん患者さんへの情報提供や相談・支援を行います。
３．地域の診療所、病院等との連携・診療支援を行い

ます。

院長　渡邊　有三

地域の基幹病院として
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リスクの高い手術もお任せ下さい！

　平成20年 4 月に、前任の心臓外科医師の退職に伴い、名古屋第一赤十字
病院から転任してまいりました萩原です。日頃、医療連携におきまして先
生方には大変お世話になり、感謝申し上げます。
　 4年前に心臓外科スタッフはメンバーが一新し、現在は私、萩原と、中
山医長、末永医師の 3名で心臓外科治療にあたっております。赴任以来約
4年間で、210の心臓、胸部大動脈瘤手術を行いました。高齢者、透析患者、
複雑大動脈疾患など重症例も手がけていますが、待機手術の死亡率は 1%、
術後脳梗塞合併は0.5%と、安定した成績を残すことができました。
　今後も当地域の心臓外科手術治療レベルの向上に尽力してまいります。

【スタッフ紹介】
部長　萩原　啓明　　　　　資格　　心臓血管外科専門医認定修練施設　修練責任者
　　　　　　　　　　　　　　　　　日本心臓血管外科学会　国際会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　心臓血管外科専門医
　　　　　　　　　　　　　　　　　日本胸部外科学会認定医
　　　　　　　　　　　　　　　　　日本外科学会外科専門医
医長　中山　智尋
医師　末永　啓人

【特色】

【治療成績】　 平成20年 4 月 1 日～平成24年 5 月 7 日

　当院が総合病院である強みを生かし、腎不全、透析患者、消化器疾患・内分泌疾患・脳病変合併例など、他領域疾患を伴
うcomplex　caseにも対応しております。
　透析患者は手術のリスクが高く、手術による死亡率は高いことが報告されていますが、当院で約 4年間で17例の透析患者
に心臓手術を行い、死亡例、脳障害合併例はありませんでした。
　また80歳以上の高齢者でも、症状の強い例、心不全による救急入院を繰り返す例などでは手術を行っています。同期間で
19例の手術を行いましたが、死亡例、脳障害合併例はなく、全員独歩退院されました。
　ご紹介いただいた患者で、糖尿、腎不全、消化器疾患など合併症を有する患者では、各専門科が診療にあたり、治療方針
が定まり、安定させた後にお返ししています。

　胸部大動脈手術　　　　　　　　　　　　　　　 23例
　胸部大動脈手術＋冠動脈バイパス術　　　　　　　2例
　胸部大動脈手術＋弁手術　　　　　　　　　　　　9例
　弁手術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61例
　弁手術＋冠動脈バイパス術　　　　　　　　　　 24例
　冠動脈バイパス術　　　　　　　　　　　　　　 80例	
　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11例

　　うち　待機手術　　　　　　186例　　死亡率　 1%　　術後の脳障害　0.5%
　　　　　緊急、準緊急手術　　 24例　　死亡率　 8%　　術後の脳障害　 0%
（緊急、準緊急手術死亡例は心破裂の心肺蘇生例、大動脈解離破裂のショックの 2例です。）

高度医療の充実

リスクの高い手術もお任せ下さい！
心臓血管外科心臓血管外科
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【各論】
〔虚血性心疾患〕
　狭心症など虚血性心疾患の治療には、循環器科のカテーテル治療と、心臓外科の冠動脈バイパス術があります。カテー
テル治療は低侵襲であるという長所がありますが、動脈硬化の強い病変部を治療しなければならないカテーテル治療に比
べ、冠動脈バイパス術は、新しい血管を、標的冠動脈の動脈硬化の少ない部分を選んで血管をつなげてあげることができる
ため、手術を乗り切ればその後の再発が少ないことは証明されています。カテーテル治療が進歩した現在でも、複雑多枝病
変、左冠動脈主幹部病変では冠動脈バイパス術が第一選択です。当院ではバイパスグラフトのデザインの工夫、長期開存性
の高い動脈グラフトの使用などで、更なる遠隔成績の向上に努めています。
　透析例、高齢者が増加していますが、単独冠動脈バイパス術例では、死亡例、術後脳障害もありません。手術のリスクは低く

〔弁膜症〕
　最近増加しているのは、高齢者、透析患者の大動脈弁狭窄症です。大動脈弁狭窄症は、症状が出現すれば、近日突然死を
起こすリスクも高く、その後の生命予後はきわめて不良です。動脈硬化など、術前合併症の多い患者群ですが、前述のとお
り、積極的に治療に取り組んでいます。
　また、僧帽弁閉鎖不全症に対する手術治療は、
人工弁置換ではなく、僧帽弁形成術が術後の心
機能、ワーファリン不要などの点で有利である
ことが明らかになって久しいですが、当院では
術前に 3次元心臓超音波検査を行い、僧帽弁逆
流を消失させるべく、正確な手術プランを立て
て形成術を行っています。

〔胸部大動脈疾患〕
　心臓血管外科が扱う、胸部大動脈疾患は、大
動脈解離と真性大動脈瘤があります。
　真性瘤では、大動脈弓部に発生する嚢状瘤が
多数を占めますが、 4年間で18例の弓部大動脈
人工血管置換術を行い、死亡例無し、術後脳合
併症無しという結果でした。
　また大動脈解離の手術は10例行い、手術時に
すでに破裂していた症例 1例を救命できません
でしたが、後は全例術後後遺症もなく、独歩退
院しています。

なってきており、当院での虚血性心疾患は、循環器科との密に
連携し、ガイドライン遵守の下、各患者にカテーテル治療か手
術がどちらが適切か十分検討の上、治療方針を決定しています。

図 1

図 2

図 3

図 5

図 7

図 6

図 4

内胸動脈から左前下行枝への
バイパス術

左鎖骨下動脈から内胸動脈のバイパス
で左前下行枝への十分な血流が確保さ
れている（図 1）

左内胸動脈と左前下行枝の吻合部は非
常にきれいに吻合されている（図 2）

上行大動脈から橈骨動脈を使用した左回旋枝の鈍角辺縁枝へのバイパス術

上行大動脈から橈骨動物のバイパスで左回旋枝の鈍角辺縁枝への十分な血流
が確保されている（図 3）

橈骨動物と鈍角辺縁枝の吻合部は非常にきれいに吻合されている（図 4）

弓部大動脈人工血管置換術

術前の3DCT画像（図 5、図 6）
弓部大動脈の巨大動脈瘤、緑の部分は
血栓（図 5）。
血栓部分を取り除いた3DCT画像（図 6）。

術前の3DCT画像（図 7）
弓部大動脈、腕頭動脈、鎖骨下動脈が人工
血管できれいに置換されている



− 4−

予防接種について
小児科　小山慎郎（写真左）
　　　　小出照子（写真右）

　「ワクチンで予防できる病気はワクチンで」をモットー
に積極的に予防接種に取り組んでいます。
　予防接種は個人の発病防止・重症化防止といった直接効
果のみならず、伝染防止効果（いわゆる集団免疫効果）と
いった間接効果も認められ、場合によっては間接効果によ
り高い有効性と重要性があることが証明されています。例
えば、小児用肺炎球菌ワクチン（ 7価肺炎球菌結合型ワク
チン）の摂取率が上がるにつれ肺炎球菌による細菌性髄膜
炎が激減するのみならず、予防接種をしていない65歳以上
の肺炎球菌感染症が90％以上減少したことが報告されてい
ます。また、インフルエンザワクチンの学童集団接種が高
齢者や幼児の死亡を減少し、効果がないとされていた小学
校の欠席率低下と学級閉鎖防止に有効であったことが報告
されています。
　さらには、ワクチン接種による重症感染症減少は、抗菌
薬適正使用の教育と組み合わせることにより、薬剤耐性菌
による感染症対策が有効となることが期待されています。
　ここ数年で予防接種が大きく変わりました。新しく接種
出来るようになったワクチン、接種方法が変わったワクチ
ン、積極的な勧奨の差し控えの中止があります。
　新しいワクチンは、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワク
チン・子宮頸癌予防ワクチンです。

　ヒブワクチンはインフルエンザ菌ｂ型(Hib)に対するワ
クチンで、Hibによって起こされる細菌性髄膜炎・喉頭蓋
炎・敗血症等を予防します。WHO(世界保健機関)は1998
年乳幼児への定期接種を勧告し、世界120カ国以上で導入
されており、Hib感染症の激減をみています。わが国にお
いては2008年12月に接種出来るようになりました。

　小児用肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌のうち小児に重症感
染を起こしやすい 7つの血清型に対するワクチンで、肺炎
球菌によって起こされる細菌性髄膜炎・敗血症・肺炎等を
予防します。肺炎球菌による細菌性髄膜炎の罹患率はHib
による髄膜炎より低いものの予後はHibより悪いといわれ
ています。2000年にアメリカで接種が開始され、現在で
は世界100カ国で接種されその効果は高く評価されていま
す。わが国においては2010年 2 月に接種出来るようになり
ました。

　子宮頸癌予防ワクチンは子宮頸癌から最も多く検出され
る発ガン性のヒトパピローマウィルス（HPV）16型・18
型に対するワクチンです。初交前の女児が最適な接種対象
ですが、初交経験後であっても有効であることが確認され
ています。ワクチン接種後も子宮頸癌検診を受けることが
大切です。世界100カ国以上で発売されており、わが国に
おいても2009年12月に接種出来るようになりました。

　接種方法の変更があったワクチンは麻疹風疹二種混合ワ
クチン（MR）・麻疹ワクチン・風疹ワクチンです。従来1
回接種でしたが、年数がたっての免疫低下による感染を予
防する目的で、 2回接種が行われるようになりました。現
在は、小学校就学前の 2期に加え、2013年 3 月までの臨時
措置で中学 1年生相当の 3期、高校 3年生相当の 4期が対
象になっていますが、2013年 4 月からは 1期・ 2期の接種
になります。

　日本脳炎ワクチンは一連の副反応により2005年より積極
的な勧奨の差し控えを行っていましたが、乾燥細胞培養日
本脳炎ワクチンとして新しくワクチンが変わり積極的な接
種勧奨が行われるようになりました。なお勧奨の差し控え
により接種の機会がなかったお子さんにたいしての接種の
機会が確保されています。

　以上により、BCG・DPT・DT・ポリオ・MR・日本脳
炎ワクチンの定期接種に加え、季節性インフルエンザ・お
たふくかぜ・水痘・B型肝炎・Hib・小児用肺炎球菌・子
宮頸癌予防ワクチンが現在接種出来るワクチンとなります
（次頁スケジュール参照）。発売が予定されているロタウィ
ルスワクチンも加えると、乳児期には多くのワクチンを接
種する必要があります。接種の機会を増やすためにも、日
本小児科学会においては積極的な同時接種を勧めています。
　一定の頻度で起こる副反応を心配して、ワクチン接種に
消極的になる場合もあるようですが、体調を整え、慢性疾
患がある場合は主治医とよく相談の上、おそれず・あなど
らず積極的な接種を期待したいと思います。

ヒブワクチン

子宮頸癌予防ワクチン

麻疹風疹二種混合ワクチン

日本脳炎ワクチン

小児用肺炎球菌ワクチン
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ワクチン

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 標準的接種期間と注意事項

インフルエンザ
菌ｂ型（ヒブ）

①－②－③の間はそれぞれ3－8週あける
③－④の間はおおむね1年あける

7か月－11か月で初回接種：①、②の後の1年後に追加③
1歳－4歳で初回接種：①のみ

種類

不活化

標準的接種期間 注意事項

定期接種

定期接種の
推奨期間

任意接種の
推奨期間

定期接種の
接種可能な期間

任意接種の
接種可能な期間

添付文書には記載されていないが、
小児科学会として推奨

任意接種

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2011年6月19日版 日本小児科学会

種類

２
か
月

３
か
月

４
か
月

５
か
月

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

８
歳

９
歳か

月

6～8
か
月

9～11
か
月

12
か
月

15
か
月

18
10歳以上

乳児期 幼児期 学童期

三種混合（DPT） ①－②－③の間はそれぞれ20－56日までの間隔（注3）③－④の間は
6か月以上あけ、標準的には③終了後12－18か月の間に接種

予防接種法では、生後3か月から生後90か月（7.5歳）未満の児が対象不活化

BCG 生後3か月から6か月未満に接種 やむを得ない事情を有する場合のみ1歳まで定期接種可能生

インフルエンザ ①－②の間は4週間（1～4週） 13歳未満：2回、13歳以上：1回不活化

ポリオ ①、②：生後3か月から18か月
①と②の間は41日以上あける

予防接種法では、生後3か月から生後90か月（7.5歳）未満の児が対象、
不活化ポリオワクチンへの移行が望まれる生

水痘

二種混合（DT）

ヒトパピローマ
ウイルス（HPV）

①：1歳以上
②：5歳以上7歳未満

（注5）ワクチン接種によって自然感染によるブースターがなくなると、2回接種が
必要生

流行性耳下腺炎 ①：1歳以上
②：5歳以上7歳未満

（注5）ワクチン接種によって自然感染によるブースターがなくなると、2回接種が
必要生

①：11歳から12歳まで 予防接種法では11歳以上13歳未満
百日咳患者の増加から、DPTへの移行を検討中不活化

10歳以上の女児
①－②の間は1か月、①－③の間は6か月あける

筋肉内注射（上腕三角筋）

2011年6月19日版 日本小児科学会

不活化

麻疹、風疹（MR）

①：1歳以上2歳未満
②：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間にあるもの
③：中学1年生相当年齢の者　④：高校3年生相当の者

①は、1歳の出来るだけ早期に接種
（注4）③と④は2008年度から2012年度の限定措置4月から6月の間に接種を

促すこと
2011年5月20日～2012年3月31日までの間、高校2年生相当の年齢の
者（17歳となる年度）を追加。運用については実施要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/teiki-yobou/07.htmlを参照。

生

日本脳炎

①、②：3歳、①－②の間は6－28日までの間隔
③：4歳　④：9歳　

（注6）2005年5月からの積極的推奨の差し控えを受けて、初回免疫からの
接種を行う場合のスケジュール初期からの接種を行う場合のスケジュール
予防接種法では、生後6か月から生後90か月（7.5歳）未満（第1期）、
9歳以上13歳未満（第2期）が対象
なお、日本脳炎の第1期、第2期の接種が行われていない可能性のあるもの
に対しての具体的な接種については実施要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/teiki-yobou/07.htmlを参照。

不活化

肺炎球菌（PCV7）
①－②－③の間はそれぞれ27日以上あける
③－④の間は60日以上あけて、1歳から1歳3か月で接種

7か月－11か月で初回接種：①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に追加③
1歳－23か月で初回接種：①、②を60日以上あける
2歳－9歳以下 初回接種：①のみ

不活化

B型肝炎（HBV）

①－②の間は4週間隔
①－③の間は20－24週経過後
［ただし、Ｂ型肝炎母子感染対策事業による接種スケジュール
（生後2、3、5か月）に準じてもよい］

（注1）Ｂ型肝炎抗原（HBsAg）陽性の母親から出生した児に対するＢ型肝炎
母子感染対策事業による接種スケジュール（生後2、3、5か月）に準ずる
接種時期に関しては、今後更なる検討が必要

（注2）乳児期に接種していない児の水平感染予防のための接種

不活化

インフルエンザ
菌ｂ型（ヒブ） 不活化 ① ② ③

① ② ③

① ② ③

③

①②③（注2）

④

④

④（注3）
（7.5歳まで）

②

①

①

②

②（注5）

① ②（注5）

（注6） （注6）

13歳より①

11～12歳①

①②③

①
② ③

毎年（10月、11月など）に①、②

③④中1、高3
での接種（注4）

④9～12歳
①②③（注6）

（7.5歳まで）

（7.5歳まで）

肺炎球菌（PCV7） 不活化

① ②三種混合（DPT） 不活化

①

①

BCG 生

ポリオ 生

麻疹、風疹（MR） 生

水痘 生

流行性耳下腺炎 生

日本脳炎 不活化

インフルエンザ 不活化

二種混合（DT） 不活化

ヒトパピローマ
ウイルス（HPV） 不活化

B型肝炎（HBV）
（注1）

不活化
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　当科には平成23年度現在 5名の常勤医がおり、そのうち 3名は日本小児

科学会認定の小児科専門医です。主に担う役割は、日本小児科学会の提唱

する小児医療提供体制の構想における『一般小児科（病院）』に準じており

ます。土曜日を除く夜間・休日には小児科医が当直しておりませんが、救

急外来では小児の救急患者さまを原則として全例受け入れております。重

症例・緊急を要する症例には、連絡を受けた待機小児科医が速やかに対応

しております。小児科の外来受診者数のうち、時間外の受診が 4分の 1強

をしめており、また入院患者数の約 3分の 1が時間外の入院となっており

ます。ところが、時間外受診者数のうち、入院を要したのは10%たらずで

あり、全国的にも問題視されている軽症患者の時間外受診傾向が浮き彫り

となっております。将来的には春日井医師会の先生方のご協力も得て、で

きるだけ人的エネルギーを浪費せずに地域小児医療のニーズを満たせるよ

うなシステムの構築を立案中です。

　年間の外来患者数は約24,000名、入院数は1300名ほどです。分野として
は日常的な感染症から、呼吸器疾患、消化器疾患、神経疾患、腎疾患、循

環器疾患、血液・腫瘍疾患、免疫疾患、アレルギー疾患、内分泌・代謝疾

患など小児科全般に広く対応しております。特に神経疾患・循環器疾患・

腎疾患・アレルギー疾患については、非常勤の専門医がそれぞれ専門外来

を行っております。ただし新生児に関しましては院内にNICUがございま

せんので、院内で出生した軽症疾患児にのみ対応しており、重症の新生児

は西部医療センターのNICUに依頼しております。その他にも神経疾患で

は名古屋大学・愛知県心身障害者コロニー中央病院、腎疾患では中京病院

やあいち小児保健医療総合センター、循環器疾患では中京病院・あいち小

児保健医療総合センター・大垣市民病院、血液・腫瘍疾患では名古屋大

学・名古屋医療センター・名古屋第一赤十字病院などと、また小児外科疾

患ではコロニー中央病院の小児外科・名古屋大学小児外科など、それぞれ

専門領域の最先端の機関と密に連携することにより、より高度な診療を要

部　長 河邊太加志 日本小児科学会　 日本小児血液学会 日本小児科学会専門医
日本小児がん学会 日本血液学会 名古屋大学医学部医学科臨床講師
日本造血細胞移植学会

医　長 小山　慎郎 日本小児科学会 日本小児感染症学会 日本小児科学会専門医
日本外来小児科学会 日本小児集中治療研究会 日本医学教育学会臨床研修指導医
日本臨床ウイルス学会 日本ワクチン学会
日本ウイルス学会 （日本医学教育学会）

医　長 星野　伸 日本小児科学会 日本先天異常学会 日本小児科学会専門医
日本内分泌学会 日本小児感染症学会
日本エイズ学会

医　長 田中　真己人 日本小児科学会 日本血液学会 日本小児科学会専門医
日本小児血液・がん学会 アメリカ血液学会 日本血液学会専門医
日本造血細胞移植学会

医　師 田上　和憲 日本小児科学会
医　師 田中　亮 日本小児科学会
非常勤医師 小出　照子 小児科一般・予防接種　

牧　　貴子 循環器　　　　　
都築　一夫 腎臓　　　　　　　
内木　美紗子 神経　　　　　　　　
小林　貴江 アレルギー

部局紹介

特色と診療内容

小児科

外来受診数

小児科

時間内
72％

時間外
28％

時間内
92％

時間外
8％

全　科

入院患者数

小児科

時間内
66％

時間外
34％時間内

78％

時間外
22％

全　科

時間外受診者の入院率

小児科

帰宅
91％

入院
9％

帰宅
92％

入院
8％

全　科
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する症例でも最適な施設にタイミングを失することなく紹介させていただきます。痙攣重積、急性脳症、頭蓋内出血、急性

喉頭蓋炎などの重症呼吸器疾患に対しては、時に当院ICUにて呼吸管理を行う場合もあります。後期研修医 2名を含む常勤

5名の体制ではありますが、ハードウェアとマンパワーの許す限り精力的な対応を目指しております。

　今後ともよろしくお願いいたします。

　身長増加が正常であることは、児の健康状態が良好であ

ることの一つの証拠である訳ですが、逆に成長障害、特に

身長増加の不良は児に何らかの病的な状態が存在すること

を示唆するため、低身長を評価し、対応することは重要で

す。低身長は「同性、同年齢の平均身長より2SD以上身

長が低いもの」と定義されますので、計算上は一般小児の

2.275%は低身長の範疇に入ります。このうち治療の適応

となる成長ホルモン分泌不全性低身長(GHD)、Turner症

候群、甲状腺機能低下症等は 5%以下とされます。低身長

は見た目で明らかである訳ですが原因は様々で、GHDや

甲状腺機能低下症等の内分泌疾患と、染色体異常を伴う症

候群、染色体異常を伴わない症候群、骨系統疾患、体質性

低身長、性疾患に伴う低身長、その他の原因による非内分

泌疾患によるものがあるとされています。問診では家族の

身長、体重、思春期開始時期、周生発達歴、多飲、多尿、

頭痛、嘔吐、視野狭窄、便秘、寒がりの有無、内服薬や健

康食品の摂取、栄養状況、慢性疾患の有無などが重要な確

認事項です。病的な低身長は身長の増加率が-1.5SDとい

うのも基準になりますので、更に重要なのは成長曲線の作

成です。母子手帳、幼稚園、保育園、学校での身体測定結

果から身長、体重をブロットしていきます。原則的には低

身長を来す疾患が合併している場合は身長増加率が低下し

ます。例えば脳腫瘍が原因の場合にはある時期からの身長

の伸びがほぼ 0になる場合があり、速やかな対応が求めら

れます。Turner症候群、Prader-Willi症候群、Down症

候群、軟骨無形成症に対してはこれらの疾患を対象とした

成長曲線も発表されています。問診と成長曲線でかなり多

くの情報が得られますので、診断の肝といっても過言では

ありません。診察上は身長、体重はもちろんのこと、頭

囲、座高、四肢体幹のプロポーション、外表奇形の有無、

Tanner分類による二次性徴の進行の評価が必要です。検

査では骨年齢の評価を行います。成長曲線に骨年齢をブロ

ットすることで、今後の成長が予測可能です。採血では血

算、ALP、Ca、Pを含めた血液生化学の一般的検査、甲

状腺機能、血液ガス、尿検査、年齢によってはLH、FSH、

テストステロン(男児)、エストラジオール(女児)などの各

種ホルモン検査を行います。成長ホルモンのように日内

変動があるもの、IGF1のように低栄養、全身状態不良時

に低値を来すものがあり、慎重に評価する必要があります。

女児では低身長以外の所見がはっきりしないTurner症候

群が存在するので、G-band分染法による染色体検査も必

要です。急激な成長率の低下を認める

脳腫瘍が疑われる例や、虐待、骨盤

位分娩を含む外傷の既往がある例では頭部、下垂体MRIも

適応になります。脳腫瘍では低身長以外の症状を認めない

例もあります。外傷では下垂体断裂を伴う場合もあります。

GHDの診断基準には、GH負荷試験を施行して、 2 種類

以上の負荷試験でGHのピークが6ng/ml以下であること
も含まれます。当院ではアルギニン、L-dopa、グルカゴ

ンの 3種類を 2泊 3日の入院で施行しています。

　GH補充療法はGHDに対して0.175mg/kg/週を 6 ～ 7
回の皮下注射で分割投与を行います。欧米で使用されて

いる量の1/2～2/3ですが、成長率の改善という点からは治

療反応性はおおむね良好です。骨端線が閉鎖するまでGH

補充を行います。元々が-2SD未満が対象になる訳なので、

最終身長は反応良好の児でも-1SD付近になります。成人

身長と一番強く相関する因子は思春期開始時の身長なので、

思春期開始時の身長を高くすることが最終身長を高くする

のに一番必要なことです。残念ながら世界でも最も治療量

が少ない日本でのGH治療では思春期開始時期までに正常

身長に達することが少ないため、最終身長が平均に届くの

はごく稀です。GH補充療法はGHDには30年以上に渡っ

て行われてきましたが、1991年にTurner症候群、1997年

に小児慢性腎不全性低身長、軟骨無形成・低形成症、2002

年にPrader-Willi症候群にも適応が認められるようになり

ました。これらの疾患では0.35mg/kg/週と、欧米と同等
の治療量が認められています。軟骨無形成、低形成症の

適応は日本でのみ認められていますが、残念ながら治療

効果は非常に乏しいという成績が出ています。2008年には

SGA(smaal-for-gestational	age)低身長にもGH補充

療法の適応が認められました。暦年齢が 3 歳以上、身長

SDスコアが-2.5SD未満、治療開始前 1 年間の成長率SD

スコアが0SD未満であればGH治療の適応条件を満たしま

す。治療量も0.245mg/kg/週で開始、反応不良であれば
0.47mg/kh/週まで増量可能です。治療量が多いため、短
期的にも早期のcatch-upが認められ、QOLの改善も認

められています。

　低身長も早期の診断、治療が最終身長を改善し、QOL

も改善します。身長、成長が気になるような場合は気軽に

ご相談いただければ幸いです。

低身長と成長ホルモン（GH）補充療法〜最近の話題
小児科　星野　伸
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　日々の診療において、原因ははっきりしないが長引く、あるいは良くなったり悪くなったりを繰り

返す咳、鼻汁、腹痛、下痢などで受診される患者さんにしばしば出会うことがあります。スクリーニ

ングとして単純X線写真や血液検査、培養検査などを行っても特に異常がなく、全身状態も悪くない

ような場合では、上気道炎、胃腸炎などの診断で抗菌薬、解熱鎮痛薬、感冒薬などを漫然と処方されていることもあるので

はないでしょうか。

　今回、そういった事に関して考えさせられる症例を経験致しましたのでご報告させていただきます。

　症例は14歳男児。

3週間持続する発

熱にて近医に通院

されていましたが、

症状の改善を認め

ないため当院へ紹

介受診され、精査

加療目的に入院と

なりました。初診

時の血液検査にて

CRP、クレアチ

ニンの上昇がみら

れ、糖尿、蛋白尿、

白血球尿および尿

中β2ミクログロ

ブリンの上昇を認

めました（表 1 ）。

間質性腎炎を疑い

腎生検を施行した

ところ、間質への

著明な細胞浸潤を

認め（図 1 ）、急性尿細管間質性

腎炎と診断しました。

　入院以前の詳しい既往を確認す

ると、約 1年前から繰り返し腹痛、

下痢などの腹部症状で近医へ通院

しており、長期間の多様な内服歴

があることがわかりました。計 6

種類の抗菌薬を数週間から数ヶ月、

同時期に最大で 4剤を併用して処

方されており、また解熱鎮痛薬と

してNSAIDsやアセトアミノフェ

ンをいずれも数ヶ月間定期内服さ

れていました。

　入院時よりそれまでの内服薬を

すべて中止したところ、徐々にク

レアチニンは低下傾向を示しまし

たが、微熱とCRPの弱陽性が続

いたため、プレドニゾロン内服を

開始しました。その後解熱し、

薬剤性急性間質性腎炎の一例
小児科　田中　亮

糸球体に明らかな異常を認
めなかった。
間質への著明な細胞浸潤を
認めた。（　　　　）

【図 1】

【表 1】
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　提示した 2例はともに 5歳女児で下腿の湿疹と足

の痛みを主訴に来院されました。 1例目（写真1−

A、B、C）は典型的な皮疹で痛みが強く歩行困難

でした。もう一例（写真 2）は見た目は派手でしたが歩行は正常でした。

外傷や何らかの血液の異常も疑いましたが、精査、除外診断の結果診断

がつきました。これらはともにHenoch–Schönlein紫斑病です。就学時

前後の児に多く発症し日常臨床でしばしばみられます。自然治癒傾向が強

いものの中には合併症とし

て見逃せないもの、重篤に

なってしまうものもあるの

で今一度まとめさせていた

だきます。

　症状は皮膚症状、消化器

症状、関節症状が 3大主徴

です。ほぼ同時に出現する

事が多いですが、その限り

ではなく出現順位に一定傾

向はありません。皮膚症状は写真にあるように下肢や臀部を中心に出現す

る左右対称、隆起性の紫斑です。圧迫によっても退色しません。

　掻痒感や軽い痛みを伴う事もありますが、2週間程で瘢痕なく消失します。

　関節症状は60−70%に認められ、膝、足関節の疼痛や腫脹を良く見かけ

ます。本症例の患児のように痛みが強く、歩行できなくなる症例も多く見

かけ、入院管理が望ましいと思われます。

　腹部症状も60−70%に認めると言われています。腹痛、嘔吐、血便、下

血など非常に強い腹部症状を認めます。腸重積、消化管潰瘍、消化管穿孔

などの重篤な合併症と呈する事もあります。腹部症状はかなり症状が強い

ので入院管理が必要になる事がほとんどです。

　腎合併症としては紫斑病性腎炎があります。他の症状より遅れて出現し、

発症時期は半数が発症から 1週間以内、80%が 1か月以内、そして10%は

2か月以上を経過してから出現します。他症状が落ち着いた後も、外来で

6か月間は検尿を継続する必要があります。

　足に赤～紫色のポツポツができているだけといった症例や上記のような症状を示す症例と重症度には幅がありますが、し

ばしば日常臨床で見かける症例と思います。特に皮膚症状以外の症状を認める場合は入院治療が必要な場合も多いため、ご

紹介いただければ幸いです。

CRP、腎機能が正常化したのちに退院となりました。急性間質性腎炎の原因として薬剤によるものを疑い、プレドニゾロ

ン中止後に薬剤によるリンパ球刺激試験（DLST）を行ったところセファクロルが陽性でした。その後は腎炎の再発なく、

もともとの腹部症状はその後も悪化・改善を繰り返しましたが下部消化管内視鏡検査でも異常なく、過敏性腸症候群と診断

しました。

　急性尿細管間質性腎炎の原因として薬剤性のものが最も多く、ペニシリン系抗菌薬、セフェム系抗菌薬、NSAIDs、ア

セトアミノフェンなどでの報告が多くみられます。これらの薬剤は日常診療でよく処方され、時には本症例のように漫然と

使用されている場合もあるのではないかと思います。

　今回改めて薬剤の漫然とした長期投与は避けるべきであり、また長期投与が必要な患者様においては定期的に血液検査や

尿検査を行うなどして副作用の出現に注意する必要があることを感じました。

Henoch–Schönlein紫斑病
小児科　田上和憲

写真1 −Ａ

写真2

写真1 −Ｂ

写真1 −Ｃ
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画像診断のコーナー

血管内治療センターで行われていること（その１）
放射線技術室　馬場勇人

　血管内治療センターのバイプレーン血管撮影装置とIVR-CT装置が、最新鋭の装置に更新されました。これらの装置の導

入により、低被ばくかつ短時間の治療が可能となりました。また、手術室には血管撮影装置が 2台配置され、多くの手術が

より安全に行えるようになっています。シリーズで血管内治療センターの治療を紹介していきます。

脳血管内手術

ステントグラフト留置術

　脳動脈瘤に対してクリッ

プではなくコイルで塞栓す

ることで治療をします。

　クリッピング術に対し、

侵襲性が少なく手技時間も

2～ 3時間と短いことが特

徴です。名古屋大学脳神経

外科と協力して治療を行っ

ています。平成23年の実績

は診断31件、治療23件でし

た。

　胸部や腹部の大動脈瘤に対しステントグラフトを留置し治療をします。当院では、大場血管内治療センター部長が行っ

ています。 3 種類のステントグラフトの認定を取得しているため、症例に適したステントグラフトを使用することができ

ます。開腹手術に比べ、出

血量の低下、手術時間の短

縮、入院期間の短縮などと

低侵襲な手術を実施できま

す。

　また、自作のステントグ

ラフトも開発してあるため、

緊急時でも速やかに処置を

行えます。平成23年の実績

は13件でした。

図1

図1

図3

図４

図2

図2

図4

くも膜下出血にて
来院

図 1
3DCTにて内頸動脈
に動脈瘤を確認

図 2
動脈瘤の形状を計測
①　6.35×3.11mm
　　の動脈瘤
②　ネック径1.78m

緊急で血管内治療

図 3
血管造影　塞栓前

図 4
血管内治療にて塞栓
　

腹部大動脈瘤

高齢のため開腹での
手術でなく、ステン
トグラフトを選択

図 1
腎動脈下から右腸骨
動脈に動脈瘤　

図 2
ステントグラフト
留置後
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内科　唐沢宗稔

　特に今まで既往の無い60代の女性が喋りづらい、口が開きづらいということで救急外来を受診されました。患者さん
を診察したところ、少し笑ったような顔をしている事と開口障害と右第一指の壊死を認めました。扁桃腫大や顎関節の
圧痛は認めず、上下肢に麻痺も認めませんでした。元々仕事の関係で土いじりをする機会があり、10日程前に受傷した
とのことでした。血圧200台と微熱37.2度を認め、採血ではＣＲＰ1.07mg/dl、WBC9400/μと軽度の炎症反応上昇の
みでした。開口障害、痙笑、指先の壊死から破傷風の疑いにて入院となりました。入院時に破傷風免疫グロブリン皮下
注、抗生剤投与、指の壊死部の切断、洗浄を行い全身痙攣の危険性を考えICU管理となりました。入院後、暗室安静と
していましたが、同日急に全身痙攣、後弓反張にて呼吸不能となり、すぐに挿管され人工呼吸器管理となりました。鎮
静薬使用下でも痙攣を頻回に起こし、筋弛緩薬投与にて何とかコントロールがつきました。その後も感染等の合併症は
ありましたが、約一ヶ月の人工呼吸器管理の後に痙攣も治まり、人工呼吸器離脱し食事やリハビリを開始して入院から
2ヶ月後には元気に歩けるまで回復し退院となりました。

　破傷風菌は芽胞の形で土壌など自然界に広く存在し、
外傷などにより組織に侵入します。
　菌体は創傷口で嫌気性になると芽胞が発育増殖し毒素
を産生し、この破傷風毒素が悪さをし始めます。外傷後
破傷風は 7 ～14日の潜伏期間の後に症状が発現します。
第 1 期、第 2 期の初期症状のほとんどが開口障害を訴
え、他に痙笑、頚部硬直、後弓反張が発現し、第 3期では、
全身に痙攣が発現します。この全身痙攣が発現するまで
の時間をOnset	timeと呼び、これが短ければ短いほど
重症です。最重症例では、急激な循環動態変動が 3～ 4
週間続き、ようやく第 4期（回復期）にはいります。一
度破傷風菌が体内に入ると長期にわたる治療が続くだけ
でなく、筋の硬直や腱反射の亢進が回復期になっても続
いてしまうことでリハビリテーションの期間を要します。
　日本の破傷風予防接種の歴史ですが、1952年に破傷風
トキソイドワクチンが導入、1968年にはDPT（ 3 種混
合）ワクチンの定期予防接種が始められました。当時は
全菌体百日咳ワクチンの副作用が強く、1975年死亡事故
発生により、一時的に中止となりましたが、1981年には
無菌体百日咳ワクチンを含む沈降精製DPTワクチンへ
の切り替えがなされました。1995年より義務接種から勧
奨接種となり個人防衛が必要といえる時代となっており
ます。
　一時50人前後まで減少していた患者数は近年100人前
後で推移しており、増加傾向にあります。特に1968年以
前に生まれた人、すなわち40歳をこえる年齢の人では、
多くの人が基礎免疫が形成されていないため「破傷風危
険世代」と考えるべきであります。実際に患者は中高齢
者に多く、元々予防接種を受けていなかったか、受けて
いてもトキソイドの最終投与から10年を過ぎると抗毒素
価が低下しているためだと考えられます。今までに予防
接種を受けていても30歳代から抗毒素の保有率が低下
し、40歳代以上では危険域に達してしまいます。このよ

、

うな抗毒素価の低下に伴い破傷風を発症する危険が高く
なるため、45～65歳時にトキソイドの追加接種（ブース
ター）を義務化している国もあります。
　破傷風予防の治療指針が示されたJATECの外傷診療
初期ガイドラインでは、破傷風の可能性の高低とトキソ
イド接種歴に分けて基準を定めています。TIG投与につ
いては、破傷風の可能性が高く、免疫不完全もしくは免
疫歴不明の場合というだけでなく、「最終免疫から10年以
上経過した外傷患者」へのTIG投与の必要性が論じられ
ています。しかし創傷部位から破傷風の可能性の高低を
見分ける事はほぼ不可能です。
　トキソイドによる能動免疫は抗体の上昇に 1週間程度
かかり、そのため発症時には無効と言えます。TIGは受
動免疫であり、24時間以内に抗体価の上昇が可能であり、
発症時でも有効とされますが、TIGの効果が発揮される
のは血中の破傷風毒素に対してであり、既に神経内に取
り込まれた毒素に対して効果があるかは不明です。血中
抗体価の安全域とされるレベルに達するためにトキソイ
ドの場合は0.5mlを 1 回、その 4 週間後に2 回目、さら
に 6～12ヶ月、 3～ 5年後にも投与が必要とされます。

救急小話

開口障害にて来院された患者さん

1889年、エミール・フォン・ベーリング（左）と北里柴三郎（右）
が初めて破傷風菌の純粋培養に成功
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　便秘はありふれた現象で、その発症率は定義や基準により大きく異なりますが、自己申告では20%以上の方が便秘を訴え

るといわれています。便秘は急性と慢性に大別され、さらに器質性、機能性、薬剤性、症候性に分類されます（表 1）。

　表 2には現在汎用されている緩下剤を示します（保険適応があるもの）。

1　浸透圧性緩下剤

・　長期間使用した場合でも習慣性や腸管自体の変化が少ない

・　酸化マグネシウムは腎障害や心機能障害のある際には注意が必要。

　　また併用薬の吸収を低下させる場合がある。

・	

2 　大腸刺激性下剤

・　効果発現は速く強力

・　痙攣性便秘には禁忌

・　センナ（センノシドを含む）は習慣性や長期にわたる使用による腸管

　　の変化が問題となることがある

・	

3 　ポリカルボフィルカルシウム

・　過敏性腸症候群に有効

引用：Pharma	Tribunvol.38

便秘の薬物療法

治療　2009	Vol.91

Drug information
Drug information

便秘の薬物療法

█はじめに

█薬物療法について

薬剤部　坂田　洋

便秘の分類

急性便秘
機 能 性

一過性便秘　　
急性偽性腸閉塞
機能性イレウス

器 質 性 機械的イレウス
腸軸捻転　　　

慢性便秘

機 能 性
過敏性腸
症 候 群
症 候 性 神経疾患など
薬 剤 性 抗うつ薬など

器 質 性 クローン病、術
後、腫瘍など　

表 1

表 2

汎用される緩下剤

分　類 一般名 商品名 作　用

浸透圧性（塩類） 酸化マグネシウム マグミット錠他
腸壁から腸管内に水
分を移動させて便を
軟化　　　　　　　

浸透圧性（糖類） ラクツロース モニラック他 浸透圧作用とともに
腸管運動促進　　　

大腸刺激性

センナ アローゼン他 腸蠕動運動促進　　
センノシド プルゼニド他 腸蠕動運動促進　　

ピコスルファート
ナトリウム ラキソベロン他 腸蠕動運動促進　　

高分子重合体 ポリカルボフィル
カルシウム コロネル他 腸の水分保持作用と

内容物輸送調節　　

オピオイド受容体作用 トリメブチン
マレイン酸塩 セレキノン他 腸運動調整　　　　

その他 炭酸水素ナトリウム/　 　
無水リン酸水素ナトリウム 新レシカルボン 腸内で炭酸ガスを発

生し蠕動運動亢進　
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Ｑ：インフルエンザ治療に使用される漢方薬は何か？

Ｑ：ステリハイドの廃棄方法はどうすればよいのか？

Ｑ：デノシン点滴静注用500ｍgを取り扱う際の注意点について知りたい。

Ｑ：ダンピング症候群に適応外使用でα-グルコシダーゼ阻害剤を用いる理由を知りたい。

Ｑ：サラジェン錠はどのような薬効なのか教えてほしい。用法はどのようなのもが良いのか？

　インフルエンザの適応を持っている漢方薬はツムラの麻黄湯と竹じょ温胆湯のみであり、他社のものは

適応を持っていない。

　麻黄湯はインフルエンザの発病初期の悪寒と発熱に、竹じょ温胆湯は急性期を過ぎ解熱し始める頃から遷延する咳嗽、喀

痰、微熱、不眠などに用いる。アマンタジンなどで問題となっている耐性ウイルス出現の可能性が低く、薬価が安いなどの

利点がある。

　麻黄湯とオセルタミビルとの比較試験で、B型インフルエンザにおいて、オセルタミビルに比べて解熱時間が優位に短縮

したとの報告もある。A型では統計学的に有意差は見られなかった。

参考文献：薬局　2011.11月号　インフルエンザに対する漢方薬の効果

　「ステリハイドを排水する場合は100ppm	(mg/L)	以下に希釈（グルタラール1Ｌに対して水200Ｌ）すれば、活性汚泥へ
の影響が少ないと考えられている。

メーカーホームページ

　注射用水で溶解後はpH約11と強アルカリ性を呈することから、取扱い時にはゴム手袋、防護メガネ等の着用が望ましい。

皮膚に溶液が付着した際は、石鹸で洗い、水で完全に洗い落とすこと。眼に溶液が入った場合には、15分間水で洗眼するこ

と。また、発がん性を有する可能性があるため、繰り返し直接手で触れたり、吸入したり又は眼の中へ入れないように十分

注意することが必要である。

参考文献：添付文書

　ダンピング症候群は胃切除等、胃の手術後に認められる症候群である。ダンピング症候群は食事中から食後30分位の間

の症状を早期、それ以降を後期に分類する。早期の症状は発汗、めまい、頻脈、頭痛などの症状と腹鳴、下痢、腹痛など

の消化器症状である。後期の症状は食後 2 ～ 3 時間に出現し、食物が胃から小腸に急速に排出されるため、急峻高血糖症

（oxyhyperglycemia）が出現する。

　α-GIはこの過血糖を予防するために用いられる。α-GIを用いることで糖の分解が抑制され小腸内腔を通過する粒子が減

少し、結果として腸管内容物の浸透圧の低下も期待される。

　α-GIが用いられる以前はインスリン分泌を促進するβ受容体を抑制するため、β遮断剤や抗コリン剤等が用いられていた。

　なお保険上の適応は無ない。

月刊薬事Vol.53, No.4他

　作用部位・作用機序

　ピロカルピン塩酸塩は唾液腺腺房細胞のムスカリン（M 3）受容体を刺激して、細胞内カルシウムを増加させ、腺腔内へ

の水及び顆粒タンパクの分泌を亢進することにより、唾液分泌を促進する。

　通常、成人にはピロカルピン塩酸塩として 1回 5 mgを 1日 3回、食後に経口投与する。
　 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

　本剤の投与は空腹時を避け、食後30分以内とすること。

　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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　今回副院長を拝命しました整形外科の種田です。私の専門は関節外科で、
人工関節の術後成績を向上させるため、手術手技の改良に取り組み、それな
りの成果を上げてまいりましたが、昨年 4月に突然、外科系医務局長を拝命
し、幹部会のメンバーとして経営側に加わることになりました。学会の事務
局長として日本リウマチ学会や日本人工関節学会などの大きな学会を主催し、
学会の運営に関してはそれなりの知識がありますが、病院の経営に参加する
のは初めてで、一年間戸惑いながらやってきましたが、今回は更に副院長を
拝命し、その責任の重さを痛感しています。
　主に病床管理と医療材料を担当しておりますが、皆様のご協力もあり、入
院患者さんの退院が早まってきており、 4月に 7対 1の看護基準が取得でき

ました。看護師一人あたりの受け持ち患者が減ると、看護師の職場環境が改善され、看護に余裕がでると、安全管理に
関しても良い影響を及ぼすと考えられます。また、看護師の募集に関しても10対 1 よりははるかに集めやすくなると思
われます。 7対 1の看護基準取得後は、これを維持していくことが大変で、患者さんと地域の先生方の協力のもと、今
以上の迅速な治療と早期の退院を継続していただきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

　このたび、春日井市民病院副院長、医療情報センター部長に就任し
ました。1974年社会保険中京病院で 2 年間研修、1976年から1980年ま
で名古屋大学医学部大学院、1980年から1983年まで、University	of	
Pennsylvaniaでpostdoctoral	research	fellow、1983年から1985年ま
で国立療養所中部病院（現国立長寿医療研究センター）、1985年から2000
年まで福井医科大学と教育、研究生活を長く続けてまいりました。2001年
から当院の神経内科部長として赴任し、実地臨床の厳しさや醍醐味を経験
してまいりました。
　私の最大の任務は研修医を確保することです。そのために、有効な方策
を打ち立て、改革を進めています。院内教育のさらなる充実、院内、院外
に向けて当院の取り組みをアピールする情報を病院ホームページから発信することが重要なことです。医療レベルをさ
らに向上させ、最善の医療を提供し、また、地域医療機関との連携をすすめていく所存です。皆様方のご支援、ご鞭撻
をよろしくお願い申し上げ、私の副院長就任の挨拶とさせていただきます。

お世話になります！新任医師のご紹介
副院長　種田　陽一

副院長　平山　幹生

泉田　誠
整形外科第二部長　昭和58年卒
前任：名古屋市立西部医療センター

深谷　信行
放射線科　部長　平成 3年卒

平田　慶和 田中　真己人
消化器科　平成10年卒
前任：名古屋市立大学病院　消化器内科

小児科　平成11年卒
前任：名古屋大学　小児科（血液腫瘍・
免疫グループ）専門小児白血病・がん・
先天性免疫不全症候群です。昨年まで留
学も含めて 7年ほどＴ細胞免疫を中心に
研究をしていました。

今までの経験をいかし、脊椎・脊髄疾患を中心とした診療をしていきたいと考えていますので、よろし
くお願いいたします。

本年 4月より着任いたしました。各診療科の先生方のお役に立てますよう、緻密かつ迅速な画像診断を
目指してゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

消化器領域の中でも特に消化管を専門と
しております。消化管腫瘍・炎症性腸疾
患等、なんでも結構ですので、ご相談い
ただければ幸いです。
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松田　和哉

岡田　由紀子

藤川　祐介

横井　剛

前川　卓史

末永　啓人

杉山　智哉

菅　聡三郎

横江　優貴

立松　有美子

山崎　真

放射線科　平成20年卒
前任：岡崎市民病院　放射線科

内科　平成15年卒
前任：名古屋大学医学部　附属病院

循環器科　平成18年卒
前任：公立陶生病院

循環器科　医師　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医

血管内治療センター　平成15年卒
前任：名古屋大学血管外科

心臓血管外科　医師　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医

消化器科　平成19年卒
前任：愛知医科大学病院
一生懸命、日々の診療にあたらせていた
だきます。

産婦人科　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医
地域の基幹病院の産婦人科の医師として、
部長の指導のもと、リスクの高い出産や
手術を安心して紹介いただけるように全
力で診療していきたいと思っています。

内科　医師　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医
初心忘るべからずで、頑張りたいと思い
ます。宜しくお願いします。

消化器科　医師　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医
診療所の先生方をはじめ、地域の皆様か
ら信頼され、親しまれる医療を行ってい
きますので、今後ともよろしくお願いい
たします。

整形外科　医師　平成21年卒
前任：春日井市民病院　専修医
当院は豊富な症例があり、日々、多くの
ことを経験させていただいております。
早く、一人前になれるよう努力いたしま
す。よろしくお願いいたします。

外来や入院ともに活発な病院と聞いてお
り、画像診断医として可能な限りでの診
断を行っていきたいと思います。宜しく
お願いします。

3年ぶりに春日井市民病院で働くことに
なりました。糖尿病・内分泌をはじめ内科
診療にて皆様のお役に立てるようがんば
りたいと思います。宜しくお願いします。

電子カルテの操作に手間取っている段階
ですが、地域医療に少しでも貢献できれ
ばと思っています。よろしくお願いいた
します。

循環器医師として、日々変化する患者様
の病態と向き合っています。時には緊急
であわただしくなりますが、地域の救急
医療に貢献できればと思います。

4月より血管内治療センターに赴任して
まいりました。地域の皆様の力になれる
よう日々努力していきますので、よろし
くお願いします。

患者さんの痛みを理解し、患者さんの立
場に立って、治療に全力で取り組んでい
きます。春日井の医療に貢献できるよう、
一生懸命頑張りたいと思います。

　厚生労働省は地域医療の基本方針となる、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の四大疾病に、新た
に精神疾患を加えて「五大疾病」とする医療計画を打ち出しています。
　春日井市民病院では、地域の基幹病院としてそれに対応できるように、常に医師の充実をはかってい
ます。
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糖尿病看護認定看護師　谷口　美和子

　現代病ともいえる糖尿病は、現在増加の一途をたどって

います。この現象は日本だけでなく全世界にも起こってお

り2003年の時点で世界糖尿病患者数は 1 億8，900万人であ
り2025年には 3 億2，400万人に達するだろうと予想されて
いました。しかし、2011年の調査で現在の糖尿病患者数は

3億6，620万人いることが分かりました。つまり予想を超え
る猛スピードで糖尿病患者は増え続けているのです。

　糖尿病を患う人が増える中、糖尿病が原因で足を切断す

る患者も増えています。今世界では、30秒に 1本の足が切

断されているといわれています。足を切断することはその

人の人生を大きく変えてしまい、深刻な問題です。

　糖尿病による足の病変は、高血糖による神経障害や足の

血管の血流障害によって起こります。糖尿病足病変で足切

断を防ぐ 1番の方法は、早期発見、早期治療、そして予防

です。しかし、忙しく時間が勝負な外来診療では、患者さ

んに靴を脱いで靴下を脱いでもらい、足をじっくり観察す

ることはなかなか難しく「先生、足がおかしいので見て欲

しい」と患者さんから訴えられたときには、すでに足病変

　当院では、『糖尿病フットケア外来』

を開設しております。

　専門の看護師によるフットケア指導や、

肥厚した爪のケア、魚の目、胼胝、角質

などのケアを行っております。

　毎週水曜日（午後）・金曜日（午前）

完全予約制。（保険診療）　　　　　　

　お気軽にご相談ください。

が悪化しているケースが多いのが現状です。

　また、患者さん自身も、すぐに治るだろうと安易に考え傷

ができていても医療者に相談しないことも原因の一つです。

　ではどうすれば糖尿病足病変を早期発見、早期治療、予

防することができるのでしょうか。そこで登場するのが

「チーム医療」です。糖尿病足病変を防ぐには、このチー

ム医療が欠かせません。診療する医師だけでなく、コメデ

ィカルスタッフが患者さんの足に病変が起こっていないか

観察し、早期発見のサポートをする必要があります。また、

足病変は予防が大切です。患者さん自身が足を守れるよう

セルフケア教育を行う必要もあります。こうして、患者さ

んも一緒にチームで糖尿病足病変による足切断を起こさな

いようなケアをしていくことがとても大切です。

　糖尿病をもつ方が、その人らしく健やかな生活を継続で

きるように、医師・コメディカルスタッフが協力し、患者

さんと共に療養生活を考え糖尿病足病変への芽を早期につ

み、みんなで糖尿病から足を守っていきましょう。

糖尿病のフットケアについて

『糖尿病フットケア外来』
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栄養管理室からのお知らせ

嚥下・咀嚼機能が低下した方への調理方法のアドバイス

　高齢者は、食欲の減
退、食べる量の減少な
どで低栄養になりがち
です。また、加齢とと
もに嚥下・咀嚼機能が
低下してきます。毎日
規則正しく食べ、栄養
素バランスのとれた食

事をすることが大切です。嚥下・咀嚼機能が落ちてきた高
齢者には、その状態に合わせて食品の選び、調理の工夫を
して安全に食べることが必要になってきます。

◎圧力鍋や蒸気鍋を利用すると短時間で軟らかく仕上がり
ます。
○野菜を食べやすくする工夫
・皮はできるだけ除き、葉脈は包丁の
先でたたいたり、そいだりします。
・面とりをしたり、厚みのあるものに
は隠し包丁を入れたりします。
○肉類を食べやすくする工夫
・筋に切り目を入れたり、包丁の裏面
などでたたいたりして、軟らかくし
ます。

・加熱をする前にたんぱく質分解酵素が含まれているしょ
うが汁に漬けます。
（パイナップルやキウイフルーツもたんぱく質分解酵素
が含まれています。）
○魚介類を食べやすくする工夫
・イカやホタテなどは切り目を入れます。
・すり身や白はんぺんを利用します。
・蒸す、煮るなどで軟らかく仕上げます。

○油脂を加えると、食べ物が滑らかになり、飲み込みやす
くなります。
○とろみをつけると食べ物が口や喉をゆっくり通過でき、
むせにくくなります。
・片栗粉、コンスターチ、ゼラチン、市販の増粘剤等でと
ろみをつけます。
・細かく刻んだ野菜は、白和えなどにして飲み込みやすい
かたちにします。
・焼き魚などは、ほぐしてとろみのあるソースでまとめま
す。

調理にひと工夫　～噛みやすくする方法～

調理にひと工夫　～飲み込みやすくする方法～

最新鋭の血管撮影装置に更新されました
　平成24年 3 月に最新型
のバイプレーン血管撮影装
置とIVR-CT装置が更新さ
れました。これらの装置の
更新により、さらに低被ば
くかつ短時間の治療が可能
となりました。くも膜下出
血を引き起こす動脈瘤や血
管の狭窄、出血、腫瘍の治
療や診断をさらに高い精度
で行うことがおこなえるよ
うになります。

N e w s

バイプレーン血管撮影装置 IVR-CT装置
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看護 が

ちょっと豆知識ちょっと豆知識

７対１の看護体制が承認されました！

偶然の発見と医薬品の進化　－その 1－

手厚い さらに充実

看護部長　鈴江　智恵（写真　左から 2番目）

薬剤部　坂田　洋

　当院は、今まで入院基本料10対 1 でした。しかし、24年

4 月から入院基本料は最高の 7 対 1 の承認を受けました。

このことは、一般病棟の看護配置が手厚く配置されている

ことに対して評価を受けたということになります。入院基

本料の看護配置は単に入院患者に対して看護師数がどれだ

け配置されているかという数だけで評価されています。し

かし、このマンパワーがあることによって、看護師がチー

ム医療の一員として活動できる時間が確保され、医療の質

の向上につなげられると考えています。また夜勤勤務者も

現在より増やすことも可能になりましたので、少ない人数

で対応し、ケアの不全感をいつも感じながら仕事をしてい

た看護師自身が、ゆとりのある看護ケアの提供につなげら

れるのではとモチベーションの向上につながっています。

この入院基本料7対1は看護局にとって、いつかは叶えた

いとずっと念願していた体制でしたが、この実現には長い

時間がかかってしまいました。

　ご存知の通り、当院は急性期病院として、年間約9600件

の救急搬送患者を受け入れています。地域の方々が安心で

きる救急医療を提供するのが当院の役割であり、看護局は

急性期病院に見合うマンパワーを確保し、良質なサービス

の提供に努力してきました。

　しかし、当院は2006年から2007年にかけて看護師の離職

に大きな変化が生じました。それまで10%以下だった離

　ノーベル賞で有名なノーベルはダイナマイトを発明しました。成分はニトログリセリンで、古いフランス映画の「恐怖の

報酬」にも出てきます。ノーベルがニトログリセリンをダイナマイトとして製造していた工場では、作業中は狭心症の発作

が起きないことが当時から噂となっていました。これが狭心症にニトログリセリンを使用するきっかけとなりました。

　このようにニトログリセリンはダイナマイトの成分ですが、狭心症治療薬の成分でもあります。ただ残念なことにニトロ

グリセリンはそのまま飲み込んでも効果は現れません。その理由は体の中に入った薬は効果を現す前にどんどん形を変えて

（代謝されて）しまい、効果の弱い薬物に変化してしまうからです。

　そのため、ニトログリセリンは治療に使われ出した初期の頃から近年まで、飲み込むのではなく舌下投与とよばれる方法

で使われてきました。この方法は効くには効くのですが、効果が長続きしないという欠点があります。

職率は、17.6％とかつてない事態となったのです。2006年

に入院基本料7対1看護配置が創設されましたが、当院は

10対 1 の維持に四苦八苦していました。2007年12月をピー

クにしたマンパワーの危機が、急性期医療を担っていくこ

とを使命に、看護師の一人一人が看護することへの「やり

がい」を感じることができる病院となるよう様々な努力の

きっかけとなったのです。

　24年度の看護局の目標は、急性期病院として地域へ「渡

す」看護の実践です。そのために、ケアマネジメントがで

きる看護師の育成、認定看護師が地域と連携できることに

取り組みます。この取り組みが実を結び、近い将来、当院

と地域での看―看連携ができればと思っています。
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　それを克服するため、また近年の医薬品製造技術の向上により、筋肉痛に使用する薬のように皮膚に貼付したり軟膏にし

て塗布したりすることで、長時間効果を持続させることができるようになりました。ところがこの方法は想像どおりかと思

いますが、素早く効果を得ることができません。このため、今でも錠剤の形をしたニトログリセリンの出番があるのです。

　次回は抗菌薬の発見についてです。

　最近は健康ブームでジョギング、ウオーキングなどいろいろと試している方も多いのではないでしょうか？

　有酸素運動とは、運動することによって酸素を原料として脂肪や糖分を燃焼して、エネルギーを生み出し、楽しみながら

続けることのできる運動のことです。簡単にいえば、会話ができる程度で、少し汗をかきながら 1時間ぐらいでもやろうと

思えばできる強度の運動のことです。効果が表れるのは20分ぐらいからといわれていますので20分以上は続ける必要があり

ます。　　

　どのような運動が有酸素運動かといえば、ジョギング、ウオーキング、サイクリング、スイミングなどが代表的なもので

すが、頑張りすぎて運動強度が強すぎると無酸素運動になるので逆効果の可能性もあり、注意が必要です。まあ、苦しくな

い程度（会話ができるぐらい）に運動することが一番体にいいのです。

　有酸素運動の効果として、①脂肪を減少させる。特に内臓脂肪を燃焼させる。　②糖分を燃焼させて血糖値が下がる。　

③毛細血管が発達して血圧が下がる。　④心肺機能が高まる。　⑤活性酸素を減らすことができる。　⑥自律神経を整えて

リラックスできる。　⑦足腰や全身の筋肉を鍛えることができる。　⑧不眠症に効く。　⑨動脈硬化の予防。などなど、素

晴らしい効果がありますが・・・わかっていても実際はなかなか、続きません。

　それでは、私の偏見と経験も踏まえ、どのような運動が続くのかを考えていきます。

　スイミング・・・泳ぐのは気持ちがいいです。泳いだ後は達成感も

すごくあります。全身運動で素晴らしいのですが、プールへ行かない

とできません。これが結構、面倒くさい。最初のうちは一生懸命に行

くのですが、結局、続きませんでした。

　ジョギング・・・走ることで体重の 3～ 5倍の力が膝へかかります。

普段、運動をやっていない人は膝を壊してしまうかもしれません。ま

た、初心者は少し走ると心拍数は140ぐらいになってしまいます。こ

うなりますと、もう、無酸素運動状態で活性酸素がたくさん出て、運

動するほど不健康になりそうな気がします。結局、膝が痛くなって止

めてしまいました。楽しそうに走っている人を見ると徐々に距離を延

ばすなど無理をせず、目標を持ってやれば良かったと後悔しています。

　ウオーキング・・・多少、膝への負担はありますが、そこが問題な

ければ続けられます。どちらかというと、運動するという意識よりも通勤にウオーキングを取り入れるなどの生活習慣を変

化させると無理なく続きます。出勤時の渋滞も気にならないので車で通勤している時よりも精神的にストレスはなくなるの

ではないでしょうか。ただ、雨の日、寒い日、暑い日は無理せず車です。無理をしたら、続きません。

　サイクリング	・・・膝への負担も少なく、とにかく爽快。少し慣れるとびっくりするぐらいのところまで行くことがで

きます。それなりの自転車が必要ですが、慣れると一日で100ｋｍぐらいは走ることができます。名古屋駅や栄への買い物

も自転車で春日井から 1時間、駐車場の心配も要りません。最高です・・・ですが、自転車が必要です。

　どれが、いいかはわかりませんが、みなさんのライフスタイルに合ったものが一番です。とりあえず、一駅手前で降りて

歩いてみましょう。近くの本屋は歩いて行ってみましょう。今まで車で行っていたところを近ければ歩いてみましょう。無

理しないで・・・無理したら続きません。 1回でもやれば、やらないよりも体にはいいですよ。帰ってきたときの満足感は

素晴らしいです。始めてみませんか？（医療情報センター・山添）

　写真：八百津駅跡（丸山ダムへのサイクリング）

コーヒーブレイクコーヒーブレイク 有酸素運動について
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　当院では紹介医師がより便利に医療連携業務を利用していただけるように検査依頼に関しましては、電話予約だ

けでなく、インターネットも利用して24時間検査予約ができるようになっています。紹介していただくにあたり、

通常の診療に必要な情報の掲載があればどのような形式の診療情報提供書でもかまいませんが、当院で作成した各

種書類も用意しており

ます。この書類を利用

になる場合、医療連携

マニュアルをコピーし

て使用して頂いても構

いませんし、当院のホ

ームページからも印刷

できます。医療連携マ

ニュアルや各種書式は

春日井市民病院のホー

ムページの「医療連携

利用のご案内」から簡

単に取得できます。

電話予約案内

医療連携のご利用について

　市民病院では、かかりつけ医（他医療機関）からの紹介状（診療情報提供書・健診結果等）をお持ちで受診される方

や過去（前回受診日から５年以内）に当院で受診されたことのある方の待ち時間短縮のために、電話で診療予約を受

け付けております。

〒486　春日井市鷹来町1-1-1
TEL	0568-57-0057(代表)　FAX	0568-57-0067

ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
救急外来受付	TEL	0568-57-0057	　FAX	0568-85-1123
人工透析室	　TEL	0568-57-0093
放射線科受付	TEL	0568-57-0058
地域連携ステーション　TEL	0568-83-9924	　FAX	0568-82-9345

インターネット予約　https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/
電話予約（地域連携ステーション　TEL	0568-83-9924）
平　日　午前８時30分～午後８時
土曜日　午前９時～午後１時

※救急外来の受付は24時間対応しています。

紹介状をお持ちで初めて受診される方

診療当日の持ち物

診療当日の受付について

事前に診療券等の準備を致しますので、診療予約日当日は、待ち時間が少なく、スムーズに受診できるように

なります。

◦　予約の際は、必ずかかりつけ医からの紹介状をお手元にご用意ください。

◦　予約時に診療券等の準備を行うため、氏名、電話番号、性別、生年月日、予約する診療科、紹介元医療機

関、当院受診歴の有無（有の場合は当院の診療券の登録番号）などをお尋ねします。

◦　保険証

◦　紹介状（診療情報提供書）

◦　診療券（以前に市民病院を受診されたことのある方）

正面玄関を入り、すぐ左の紹介受付で、診療申込書をご記入の上、「予約しました」と声をかけて下さい。

なお、初めて受診される方は、予約時間の30分前までにご来院下さい。

予約専用電話番号　０５６８－５７－００４８
予約受付時間　　　午前９時～午後３時（休診日を除く）


