
 
 

 

 

副院長兼医療連携室長 佐々木 洋光 

日頃から医療連携では大変お世話になっております。医療連携担当
の副院長の佐々木洋光でございます。今回は当院の糖尿病・内分泌部
門の責任者としてお知らせしたい事があります。平成 29年 4月 1日
から、診療科再編の一貫として従来の内科の糖尿病内分泌部門は糖尿
病内分泌内科としてスタートしました。そもそも内科系診療科は、“循
環器科”・“消化器科”・“呼吸器科”・“神経内科”と、それ以外を扱う“内
科”の 5 科に分かれておりました。“それ以外を扱う”と書きましたが、平成 9 年に名古屋大学第
3内科から腎臓研究室の渡邊先生・成瀬先生と赴任してきた時以来、その主たる領域は腎疾患・
糖尿病内分泌疾患であり、院内外の認識も概ねそうなっておりました。平成 12 年頃までは第 3
内科による人事が行われておりましたが、その後名古屋大学の医局再編によりそれぞれ腎臓内科
学・糖尿病内分泌内科学講座所属になって、人事もそれぞれ別々に行われる様になりました。ま
た、当院の様な規模の急性期病院においては、“内科”という表示は、果たしてどの様な診療科な
のかわかりにくいのではないかという声が聞こえておりました。例えば、当院を志望しようとし
た医学生からは、「“総診（総合診療科）”ですか？」、「糖尿病・内分泌内科や腎臓内科はない
のですか？」と聞かれたり、当院は日本糖尿病学会の研修施設ですが、同程度の規模の施設で専
門診療科名を名乗っていない所は殆んどないため、名古屋大学糖尿病内分泌内科の他の関連病院
の医師からは「病院の規模が小さいので、“何でも屋さん”なんですね。」などと言われる事も度々
でありました。この様な事で、専門診療科名への変更を切望する声は今までもありました。 
しかしながら、自治体病院である当院は長期的な視点に立って、医療を提供していく必要があ

る為、簡単に動くことができず、診療科名を変更するにも、条例の変更を市議会で承認していた
だく必要がありました。この様な中で、３年前に新“糖尿病センター”が開設され、日本糖尿病学
会専門医 3 名（指導医２名）日本内分泌学会専門医 2 名（指導医 2 名）そして常勤医師を愛知
医科大学より１名、非常勤医師を週１日名古屋大学糖尿病内分泌内科より派遣していただき、現
在の体制で診療する事ができる様になり、また渡邊院長、そして事務方々のご助力で、今日に至
ったわけであります。今後も今の状況に満足・慢心せず、更なる精進を重ねて地域医療の向上に
努めていきたいと考えておりますので、何卒ご指導・ご鞭撻よろしくお願いいたします。 
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診療科の紹介 

当院では平成 29年４月に診療科を再編しました。つきましては、日頃ご紹介いただいている当
院の主な診療科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。また、
診療表を掲載いたしますので参考としていただけると幸いです。 

 

 

 

 
内科           臨床検査部長兼内科医長 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わからな

い患者はいませんでしょうか？当科は特殊な検査や治療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、病態整理します。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。また木曜日の午後、完全予約制
で女性外来を開設しています。医療相談の形になります。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。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 渡部 
 

渡部   

※女性専用外来（予約制） 渡部：毎週木曜日午後１時～４時 

 
糖尿病・内分泌内科    糖尿病・内分泌内科部長兼糖尿病センター部長 松田 淳一 

 
平成 29年４月から新しい診療科名になりました。糖尿病を中心に脂質異常

症、甲状腺、肥満症、副腎、下垂体などの代謝内分泌疾患の診療も行ってい
ます。糖尿病は長期にわたり自己管理が必要な疾患です。糖尿病センターで
は糖尿病療養指導士を含むコメディカルスタッフと共にチーム医療で、患者
背景に応じた目標設定、生活習慣改善を目指します。また糖尿病合併症に対
して関連各科との協力体制にて治療を行います。医療連携室経由でのご予約
は、平日毎日当科初診スタッフ医師が診療させていただきます。 

 
  月 火 水 木 金 

午前 初診 岡田/松田※ 岡田 林（優） 林（優）/岡田※ 松田 

再診 佐々木 佐々木 松田 渡邊（梨） 佐々木 

松田/岡田※ 松田 岡田 佐々木/林（優）※ 岡田 

午後 再診 佐々木 佐々木 松田 渡邊（梨） 林（優） 

※月・木曜日は隔週の交代 

  内  科  系 
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腎臓内科      腎臓内科部長兼透析センター部長 坂 洋祐 

 
当院の腎臓内科では、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く、膠原病の診療も腎臓内科が担当しております。腎
疾患は早期診断が重要であり、腎生検にて的確な診断を得られれば、進行を
予防することが可能です。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は、ぜひ腎臓内科へご紹介ください。 
 また、腎不全患者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。様々な治療選択肢を提供することができるため、
腎不全患者に対しても積極的に引き受けさせていただきます。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 成瀬 渡邊（有） 木村 成瀬 坂 

峠田 坂 野田 木村 野田 

 加藤  峠田 辻田※ 

午後 
  

平野 

（血液内科） 
  

久納 

（血液内科） 
  

※金曜日の辻田医師の診察は第２週のみです。 

 

 

 

 

呼吸器内科          呼吸器内科部長 岩田 晋 

 
 「呼吸器科」から「呼吸器内科」へリニューアルしました。 
装いも新たに、２人の新任医師を迎えた常勤５人体制で診察を進めて参りま
す。主に１.肺癌、２.気管支喘息、３.COPD、４.肺炎の治療を担当していま
す。 
 このうち COPD においては、本年度より愛知県下４大学医学部を中心とし
て設立された NPO法人愛知県 COPDネットワークに参加しました。このネッ
トワークではかかりつけ医と専門施設が連携し COPD の早期発見と質の高い

医療を提供する仕組みです。 
 この仕組みを利用してより良い医療を提供してまいりますのでご協力をよろしくお願いいたし
ます。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 野木森 代務医 松本 岩木 松本 

再診 玄 岩木 岩田 野木森 伊東 

辻

辻
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神経内科      神経内科部長兼脳卒中センター部長 寺尾 心一 

 
私たちは頭痛・めまい・脱力やしびれ・ふらつき・もの忘れ・意識消失や

痙攣など多彩な患者の主訴に対して診療をしています。とくに①超急性期か
ら慢性期の脳梗塞、②パーキンソン病や多系統萎縮症・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などの診断と治療に力を
入れています。脳梗塞に対する発症 4時間 30分以内のアルテプラーゼ静注療
法は薬剤の投与開始が早ければ早いほど良い治療です。約 8年間で 450例を
超える症例実績があり、重症例よりも軽症例ではより効果的です。もの忘れ

外来も多くの患者家族が受診されており、私たちのできる範囲で対応させていただきたいと思いま
す。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 寺尾 寺尾 荒木 寺尾 寺尾 

遠藤 今井 今井 鳥居 村尾 

再診 村尾 鳥居 遠藤 荒木 平山 

午後 初診 
遠藤 

鳥居 

（もの忘れ外来） 
今井 

鳥居 

（もの忘れ外来） 
村尾 

再診 寺尾 

（もの忘れ外来） 
寺尾 遠藤 寺尾 

寺尾 

（もの忘れ外来） 

 

消化器内科       医務局長兼消化器内科部長 祖父江 聡 

 
我々消化器内科は患者に安全で安心な医療、かつ高水準な医療を提供し続

けるために、最新の医療機器を装備し、スタッフ 15名お互い切磋琢磨しなが
ら日々診療に励んでおります。消化管、肝臓、胆膵の各領域の専門的な教育
を受けたスペシャリストが疾患リーダーとなって、最新の診療・治療手技を
積極的に導入し、若手医師の指導を行っています。慢性疾患の定期的フォロ
ー、末期患者の緩和ケア、在宅医療など地域の医療機関の先生方のご協力が
不可欠です。地域住民の期待に応えるため、医療連携をより一層親密なもの

にしていきたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 安達 望月 池内 祖父江 羽根田 

岡山 髙田 小島 隈井（大） 平田 

山本（友）   管野     

再診 小島 隈井（大） 羽根田 望月 安達 

管野 祖父江 平田 髙田 池内 

      山本（友） 岡山 
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循環器内科         循環器内科部長 小栗 光俊 

 
当院循環器内科には７人の常勤スタッフが 24 時間 365 日体制で循環器領

域すべての疾患に対応します。虚血性心疾患、不整脈疾患、心不全などの治
療のみならず、生活習慣病の管理にも積極的に取り組んでいます。平成 29年
度は、急性冠症候群地域連携パスの運用開始、外来通院型心臓リハビリテー
ションの普及に取り組みます。今後も、地域の先生方とともに積極的に意見
交換を進めていきたいと考えています。緊急 PCI への対応だけでなく、院内
の各診療科や関連病院と密接な連携を行いますので、循環器疾患の疑いのあ

る患者は、ぜひ当科にご紹介ください。（24時間循環器直通携帯 080-6942-1608） 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 
大口 河村 

小栗 

（病診専用） 
森（寛） 高原 

紹介・ 

再診 
小栗 森（寛） 横井 大口 河村 

再診 泉       近藤 

午後 初診       小栗   

 

 

 

メンタルヘルス科      メンタルヘルス科部長 関谷 隆宏 

 
当院のメンタルヘルス科は、現在医師１名、臨床心理士 2 名での診療体制

となっております。主な疾患はうつ病、パニック障害、不眠症などの比較的
軽症の患者が中心です。また他科入院中の患者の精神科的問題に関しまして
は、リエゾンチームで回診、対応を行っております。メンタルヘルス科に関
しましては外来診療のみで入院施設はありません。医師スタッフ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。 

 
 

  月 火 水 木 金 

午前 関谷 関谷 関谷 関谷 関谷 
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小児科            小児科部長 河邊 太加志 

 
当科では血液・腫瘍、ウィルス・感染症、循環器、アレルギー、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必要な初期対応が可能です。より高度な、ある
いはより専門性の高い医療が必要であると判断された場合や患者のご希望が
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。 
 また、救命救急センターを有し、夜間・休日も含め、小児の救急対応も積

極的に引き受けております。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 星野 河邊 星野 足達（武） 河邊 

前田（徹） 足達（武） 隈井（す） 奥村（俊） 前田（徹） 

隈井（す） 奥村（俊） 足達（信） 尾池 小出 

アレルギー アレルギー       

午後 

慢性疾患/ 

乳児健診/ 

アレルギー 

慢性疾患/ 

ワクチン/ 

アレルギー/ 

腎臓 

（最終週） 

 

神経/ 

循環器 

慢性疾患/ 

ワクチン 

一ヶ月健診/ 

循環器 

 
 
放射線診断科    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、1.5 テスラ
MRI3台を備え、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
医にて、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。 

 
  月 火 水 木 金 

午前・午後 深谷 富田 真木 上野 交代制 
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放射線治療科         放射線治療科医長 小崎 桂 

 
放射線治療科は平成 26 年４月にトモセラピーの最上位機種である、TomotherapyHDA®を導

入し、4年目を迎えました。トモセラピーは三次元画像誘導による強度変調放射線治療（IG-IMRT）
の専用機です。がんに対して放射線を集中して照射することができる一方、周りの正常組織への被
曝を低減することができます。現在常勤医２名で治療を行っており、平成 28年度は年間の新規患
者数が 200件を超えました。 
 放射線治療単独では、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。他院からの直接紹介症例は、前立腺癌、術後乳癌が多くを占めておりますが、
IMRT のよい適応である、脳腫瘍（転移性を含む）、頭頸部腫瘍は院内各診療科を経由してご紹介
いただいております。 
 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。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 小崎   小崎 長澤   

午後 小崎   杉江 長澤   

 

病理診断科            病理診断科部長 立山 尚 

 

 病理組織診断、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 名と非常勤病理医 2 名で行っています。
全症例についてダブルあるいはトリプルチェックを施行し、診断ミスや見落
としの防止など診断精度の向上に役立っています。 
 細胞診検査は、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しています。 
 また、院内では CPCやキャンサーボード、臨床科との検討会を行い、患者

の診断や治療方針の決定に貢献できるように努力しています。 

 

救急科    救命救急センター部長兼救急部長兼救急科部長 近藤 圭太 

 

平成 27年 12月１日より救命救急センターとしての運営を開始し、１年以
上が経過しました。平成 28年度は 31,848名が当院救急外来を受診、その中
で 9,718名が救急搬送されています。救急搬送される重症患者の受け入れに
特化し専門性を持って救命にあたることは、三次救急病院の使命であり各専
門科とのシームレスな連携で対応しています。しかし、当院が従来から尊重
してきた「地域救急医療の最後の砦」となる理念は今後も決して忘れること
なく、「断らない救急」をモットーとして、皆様から信頼される救急部となれ

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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外科              副院長兼外科部長 山口 竜三 

 
“合併症の少ない質の高い外科治療”をモットーに、患者がここで手術を受け

てよかったと思っていただけるように鋭意努力しています。ハイレベルな臨
床試験にも主要施設として参加し、その結果は最近 Lancet誌をはじめ一流英
文誌へ共著として掲載され、膵癌や胆管癌治療のガイドラインにつながりま
した。当科の治療成績も微力ながら世界に貢献しています。当科は高度医療
機関で行うような技術を要する癌治療から日常的に多く発生する疾患や緊急
症例まで幅広くかつ丁寧に取り扱っています。低侵襲な鏡視下手術にも力を

注いでいます。手術待機日数を極力短くしていますので、ぜひご紹介ください。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 三竹 佐藤（文） 宮村 三輪 有元 

再診 三輪 有元 山口（竜） 山本（泰） 渡邊（真） 

山本（美） 

岡本 

（奇数週） 

影山 

（偶数週） 

渡邊（真） 古田 山本（泰） 

會津 宮村 
尾関 

（呼吸器外科） 
三竹 佐藤（文） 

 
心臓外科             心臓外科部長 寺西 克仁 

 
一昨年に当院において心臓血管外科を再開し、これまでのところ半分ほど

の症例を当院で施行して残りの症例を名古屋大学附属病院で施行しています。
近年では冠動脈バイパス術、大動脈弁狭窄症に対する弁置換術、大動脈瘤お
よび大動脈解離に対する手術など動脈硬化性病変への手術も多く、糖尿病や
腎機能障害を合併したリスクの高い症例が増えています。各患者さんの病態
や合併症を良く検討した上で、より安全で最良の心臓外科手術を進めていく
所存ですのでよろしくお願いいたします。 

 
  月 火 水 木 金 

午前       寺西   

 
 
 
 

    系 科 外 
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整形外科             整形外科部長 泉田 誠 

 
2016 年の当科の手術件数は 1,000 件を越えました。その中で骨折の手術

が 70％を占め、特に高齢者に多い大腿骨近位部骨折は 309件と増加していま
す。骨折、外傷の手術は早期手術を目指しており、当日に行うことも珍しく
ありません。また人工関節置換術や関節鏡を使用した靱帯再建術、半月板修
復術にも積極的に取り組み、関節の手術も 124件行っています。背椎、関節
といった慢性疾患の方は皆様からのご紹介の方が多数みえます。該当疾患の
方がいらっしゃいましたらご紹介の程よろしくお願いします。 

 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 鈴木 久保田 大野 平出 代務医 

松澤 梅村 村瀬 福島 交代制 

再診 

  

久保田 泉田 松澤   泉田 

村瀬 福島 梅村   鈴木 

大野 平出     村瀬 

        
リウマチ外来 

（偶数週）※ 

午後 
      

小児整形※ 

（第 1 週） 

リウマチ外来 

（偶数週）※ 

※完全予約制です 

 

 

 

血管外科      血管外科部長兼血管内治療センター部長 上遠野 由紀 

 
 平成 28 年度は腹部大動脈瘤 19 例（18 例）、動脈閉塞性疾患 129 例 156
肢（33 例 36 肢）、下肢静脈瘤 75 例（28 例）に対し治療を行いました。動
脈閉塞性疾患と下肢静脈瘤の症例が飛躍的に増加しました。ほとんどが春日
井市医師会・春日井市民病院登録医の先生方からご紹介頂きました患者です。
血管疾患は基本的には良性疾患ですので、「患者の安全第一」を基本方針とし
て今年度も治療に望んでいく所存です。 
 動脈瘤の治療も積極的に行ってまいりますので、ご紹介をよろしくお願い

いたします。※（）内は平成 27年度症例数 
 

  月 火 水 木 金 

午前 玉井 上遠野 玉井   上遠野 
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脳神経外科        医務局長兼脳神経外科部長 桑山 直人 

 
 脳腫瘍手術、神経内視鏡技術認定医による内視鏡的経鼻下垂体手術を施行
しています。頭部外傷と手術治療が必要な脳血管障害、顔面けいれん・三叉
神経痛などの機能的脳神経外科手術にも対応しています。 
 脳塞栓症を神経内科医で治療された後、必要に応じて血栓吸引術にも対応
しています。頸部内頚動脈狭窄症の治療や未破裂脳動脈瘤の対応はいずれも
ガイドラインに沿った治療方針を、患者にわかりやすく丁寧にご説明してお
ります。 

 

  月 火 水 木 金 

午前 

代務医 

真宮 

（奇数週） 

大塚 

（偶数週） 

桑山※ 桑山 林（重） 

伊藤（真） 林（重） 真宮 伊藤（真） 大塚 

※ 水曜日の桑山医師の診察は、第１～３週は午前 10 時～正午。第４週は休診です。 

 

皮膚科                  皮膚科医長 古橋 卓也 

 
皮膚科３大ニュース  
皮膚科３人体制へ！ ４月より女性医師増員により３診となり、女性患者

の皮膚トラブルも相談しやすくなりました。 
顔の見える地域連携を大切にします！ 地域を支えてくださっている先生

方との連携を、さらに深いものにしていきたいです。ご紹介いただきました
患者の「その後」について可能な 限りフィードバックさせていただくよう
に努力してまいります。 

地域で支える、きず・とこずれケア 春日井さくらネットワークを通じ、病院内外を対象とした
創傷ケアの勉強会やワークショップなどを企画していきます。 

 

  月 火 水 木 金 

午前 古橋 古橋 古橋 古橋 古橋 

小田 小田 小田 小田（外来手術） 小田 

宇塚 宇塚 宇塚 宇塚 宇塚 
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泌尿器科            泌尿器科部長 福原 信之 

 
 前立腺がんに対する地域連携パスを導入しました。地域の先生方と、前立
腺術後の患者に最適な医療体制を提供したいと考えています。今後は、放射
線治療後にも同パスの導入を考えています。 
 腎結石の手術に、TUL Assisted PNL（TAP）を導入しました。変形砕石位
で経尿道的軟性尿管鏡でサポートしながら、経皮的に腎瘻を造設し、腎瘻か
ら結石破砕摘出を行います。腎結石の破砕効率の上昇を期待しています。 
 前立腺肥大の手術療法に、レーザーを用いた経尿道的核出術を導入予定で

す。既存の手術に比べ、合併症が少ない特色があります。 
 安全で効率のよい医療を目標としております。今後ともよろしくお願いします。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 松沼 春日井 佐々 福原 福原 

再診 福原 安藤   春日井 松沼 

 

 

産婦人科            産婦人科部長 伊藤 充彰 

 
 周産期分野は、助産外来・院内助産・産後ケア入院(他院分娩でも可)、公
開講座おっぱいのクラス、お産のクラス、帝王切開のクラス、産後おっぱい
外来（桶谷式乳房ケア含む）、産前産後ヨガ、わらべうたベビーマッサージな
ど助産師が妊婦さんとじっくり向き合い、きめ細かいケアをしていることが
特徴です。悪性腫瘍は手術、化学療法、放射線治療をガイドラインに従って
行っています。良性婦人科疾患は積極的に内視鏡手術を取り入れています。
一般不妊治療は人工授精までで、子宮卵管造影の依頼を受けています。ご紹

介をお願いいたします。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 初診 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 

再診 髙村 

（奇数週） 

伊藤（充） 

（偶数週） 

下村 髙村 

下村 

（奇数週） 

髙村 

（偶数週） 

伊藤（充） 

（奇数週） 

田中（秀） 

（偶数週） 

奥村（敦） 

（奇数週） 

下村 

（偶数週） 

田中（秀） 

前田（千） 

（奇数週） 

奥村（敦） 

（偶数週） 

石原 

（奇数週） 

伊藤（充） 

（偶数週） 

前田（千） 

（奇数週） 

石原 

（偶数週） 

午後         一ヶ月健診 
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眼科                 眼科医長 福田 紘子 

 

 当院では白内障や糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、緑内障などの加療が大
半を占めています。 
白内障手術に関しては以前紹介の通り入院、日帰りの両方で行っています。

入院は２泊３日です。入院での加療を希望されている方や成熟白内障で合併
症リスク高い方などもご紹介ください。 
糖尿病黄斑浮腫や網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対しての抗ＶＥＧＦ剤

の硝子体注射も引き続き行っております。薬剤はルセンティス、アイリーア
が入っています。必要な方がいらっしゃいましたら紹介していただければと思います。 
今年度から、広角眼底観察システムの「Resight」が導入予定となっており、硝子体手術の環境

が整ってきます。予定手術での硝子体手術症例も今後当院で対応可能となりますので、ご紹介くだ
さい。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 芳賀 芳賀 芳賀 芳賀 芳賀 

福田 福田 福田 福田 福田 

安間   清水     

 

耳鼻咽喉科            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や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や手術
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可及的速やかな診断と治療を心が
けております。 

 上記の疾患などにつき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。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 交代制 佐藤（雄） 佐藤（雄） 佐藤（雄） 交代制 

篠塚 篠塚 篠塚 篠塚 交代制 

澤部 田中（伸） 田中（伸） 田中（伸） 尾崎 

午後 特殊外来/ 

学童外来/ 

SAS 外来 

補聴器相談 特殊外来 耳鳴外来   
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麻酔科                    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・管理にも力を入れ、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。これらに加え、腎代
替療法、栄養管理そして感染対策などにも精通し、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ています。 

 
歯科口腔外科             歯科口腔外科部長 丹下 和久 

 
 進行口腔癌に対して、臓器温存を目的に超選択的動注化学・放射線療法を
導入し、原発手術回避可能となり良好な治療成績が得られています。また、
がん等の支持療法として全身麻酔手術や化学・放射線療法を実施する院内医
科との連携の下、周術期口腔機能管理を積極的に行っています。さらに誤嚥
性肺炎で入院加療となった患者に対して、口腔ケアの実施・指導を開始しま
した。 
 近年、医科の中でも口腔ケアの重要性や必要性についての認知度は高まっ

ており、当科でも他職種と連携を図りながら地域医療での口腔機能管理にも力を入れています。 
 

  月 火 水 木 金 

午前 丹下 丹下 小熊 丹下 丹下 

小原 小原 伊藤（発） 小原 小原 

脇田 脇田   脇田 脇田 

 代務医 代務医   代務医 代務医 

午後 

 
      

インプラント 

    外来 
  

 

 

※各診療科医師の専門分野、学会認定医・指導医及びその他資格

等の詳細な情報は当院ホームページを参考にしてください。 
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伊藤 充彰 
産婦人科 部長 
平成 6 年卒 
前任：大垣市民病院 
「これまでに習得した技術
を活かして、悪性腫瘍の手術
を含め幅広く診療を行いた
いと思います。よろしくお願
いします。」  

足達 武憲 

小児科 部長 
平成 10 年卒 
前任：公立陶生病院 
「先天性心疾患や川崎病な
どの小児循環器領域が専門
です。皆さんのお役に立てる
ようにがんばります。よろし
くお願いいたします。」 

 高村 志麻 
産婦人科 医長 
平成 18 年卒 
前任：名古屋大学医学部附属
病院 
「ご迷惑をおかけすること
も多いと思いますが、よろし
くお願いいたします。」 
 

 横井 由宇樹 
循環器内科 医長 
平成 19 年卒 
前任：名古屋大学医学部附属
病院 
「患者第一の医療を心がけ
て診療に臨みます。皆さんと
もにがんばりましょう。よろ
しくお願いします。」 

 

今井 和憲 
神経内科 医長 
平成 19 年卒 
前任：名古屋大学医学部附属
病院 
「４年間臨床から離れた立
場でございましたので、不慣
れでご迷惑をお掛けすると
ころもあるかも知れません
が、頑張って参りたいと思い
ますのでご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申し上げ
ます。」 

 

伊藤 真史 
脳神経外科 医長 
平成 20 年卒 
前任：名古屋大学医学部附属
病院 
「地域の脳卒中医療の支え
となるようにがんばります。
よろしくお願いします。」 

 

影山 優美子 
外科 医長 
平成 21 年卒 
前任：埼玉県立がんセンター 
「早く慣れて地域に役立て
るようがんばります。」 

 

玄 崇永 
呼吸器内科 医師 
平成 22 年卒 
前任：中京病院 
「一生懸命がんばります。こ
れからよろしくお願いいた
します。」 

 

田中 秀明 
産婦人科 医師 
平成 23 年卒 
前任：名古屋第二赤十字病院 
「皆さんにご迷惑をかけな
いように精一杯精進してい
きます。よろしくお願いしま
す。」 

 

泉 和宏 
循環器内科 医師 
平成 23 年卒 
前任：さくら総合病院 
「地域医療に貢献できるよ
うに全力を尽くします。どう
ぞよろしくお願いします。」 

 

安達 明央 
消化器内科 医師 
平成 24 年卒 
前任：稲沢厚生病院 
「春日井市の地域医療に貢
献できるようにがんばりま
す。よろしくお願いします。」 

 

野田 悠平 
腎臓内科 医師 
平成 24 年卒 
前任：当院専修医 
「研修医からお世話になり
４年目です。できる限りがん
ばりますので今後ともよろ
しくお願いします。」 
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村尾 厚徳 
神経内科 医師 
平成 25 年卒 
前任：名古屋第一赤十字病院 
「後期研修が終わったばか
りの若輩ですが皆さんのお
役に立てるようにがんばり
ます。よろしくお願いいたし
ます。」  

梅村 彦太郎 
整形外科 医師 
平成 26 年卒 
前任：当院専修医 
「地域住民の皆さんのため
に、お役に立てるようにがん
ばります。よろしくお願いい
たします。」 

 

山本 美里 
外科 医師 
平成 26 年卒 
前任：当院専修医 
「地域の医療に貢献できる
ようがんばります。よろしく
お願いします。」 

 

峠田 直人 
腎臓内科 医師 
平成 26 年卒 
前任：当院専修医 
「精一杯がんばらせて頂き
ます。よろしくお願いしま
す。」 

医師８名、歯科医師 2 名の初期研修医 1 年目です。 

真っ白な白衣に身を包み引き締まった心で 

精一杯がんばりますのでよろしくお願いします。 
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 〒486-8510 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/ 

インターネット予約 https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/ 

医療連携室     TEL 0568-83-9924 

FAX 0568-82-9345 

Trinity Vol.24 
発行日 平成 29 年 6 月 25 日発行 

発行元 広報委員会  春日井市民病院 

ホームページ 

日頃から、当院の医療連携にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

この度、電子カルテシステムの更新をいたしました。これに伴い、これまでもご利用

いただいている「春日井さくらネットワーク」に加え、地域医療連携ネットワークシス

テムを導入いたします。次のように簡単なご紹介をいたします。詳細は今後追ってお知

らせさせていただきます。 

 

１.地域医療連携ネットワークシステムでできること 

 春日井市民病院を受診した患者の検査結果・画像・画像レポート・薬歴・サマリ

等の参照 

 外来診察・機器共同利用の予約 

 紹介状もシステム上で記入可能 

 

２.対象患者 

 当院へ紹介いただいた患者 

 当院から紹介させていただいた患者 

 

３.今後のスケジュール（予定） 

 平成 29 年８月ごろ 

登録申請・利用者申請が終了した施設から端末設定 

※当院のシステム担当者が接続設定に伺います 

 平成 29 年 9 月ごろ 

春日井市民病院地域医療連携ネットワークシステムの利用開始 

 

４.必要な環境 

 インターネットへの接続 

 OS は Windows を推奨 

（MacOS、iOS、Android は一部機能の制限） 

 ブラウザは Internet Explorer を推奨 

 コンピュータウイルス対策ソフトの整備 

春日井市民病院地域医療連携ネットワークシステム導入します
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