
 

 

 
 
 

 

いつもお世話になっております。 

副院長・医療連携室長の佐々木でございます。当院連携医

療機関の先生方におかれましては、日頃は当院の医療連携事

業にご理解いただきまして誠にありがとうございます。 

私が医療連携室長を拝命いたしましてから、早いもので 9年が経過しました。就任当時、現院長の

渡邊先生から「地域医療支援病院の指定を受けよ」との命が下りました。しかしながら、当時の当院

の紹介率は 20%台、逆紹介率も 30％台と指定要件には遥か手の届かない所にありました。そして、

当時は、連携医の先生方に紹介をお願いしても、「紹介しても、戻してくれないでしょ」とか「紹介し

ても返書すらないでしょ」「あんたの所なんか信用していないよ」とまで言われる始末。もらうのは苦

情ばかりで随分「遠い道程だな」と暗い気分になったものでした。といって落ち込んでいても始まり

ませんので、基本的な所から、実行していくこととしました。まず、返書を確実に返すこと、そして

逆紹介を促進すること、医師会の研究会などに積極的に参加して少しでも多くの先生方と知り合いに

なることなどです。地道にコツコツと積み上げることは速効性はありませんが、その内ジワジワと効

いて参りました。逆紹介率は65%を超えるようになり、紹介率も60%を超えようという状況になり、

平成 24 年には地域医療支援病院の指定を受けることができました。この頃になると、お叱りの言葉

だけではなく、お褒めの言葉や労いの言葉なども頂けるようになり、皆さんとの関係性は改善してい

けたように思われます。4年程前からは、腎臓内科、循環器内科、整形外科、血管外科、皮膚科、眼

科などの医師や私と連携室事務職員で診療所訪問を開始。訪問先の先生方から色々連携について教え

ていただき、さらに良好な連携を醸成出来るような関係となってまいりました。そして、皆さんのご

協力により紹介率 80%以上、逆紹介率は 100%近くに達しております。昨年からは、医介連携の“春

日井さくらネットワーク”に続き、病診連携 ICTの“Tri-netかすがい”が始まり、よりシームレスな患

者情報のやりとりが可能となりました。現在は、医師カルテの公開は実現しておりませんが、全ての

カルテ内容を公開できるよう整備を進めてまいります。 

急速に進行する高齢化社会において、地域包括ケアシステムの構築は重要であると言われて久しい

ですが、その中で病診連携は間違いなく重要なパーツであり、連携をより深めることが鍵となってま

いります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。  
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当院では平成 30 年度を迎えて、新しい診療科と新センターを設立しました。つきましては、日頃

から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。なお、呼吸器外科、形成外科及び心臓外科は、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。 

 

 

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

がいませんでしょうか？当科は特殊な検査や治療技術はもっておりませんが、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、必要なら該当科にご紹介します。どうぞご利用ください。 

初めまして。４月１日から、血液・腫瘍内科顧問として赴任しました小椋美知則

でございます。血液内科の専門医、指導医として血液疾患、がん薬物療法を専門と

していますが、特に悪性リンパ腫の診断、治療を名古屋大学、愛知県がんセンター、

名古屋第二赤十字病院などで長く専門としてやってきました。当院では、今まで名

古屋大学からの応援医師による週に２回（火曜、木曜の午後）の血液内科外来が行

われてきましたが、私が月曜から木曜までは毎日、血液内科外来を行うことが可能となりました。白

血球、赤血球、血小板などの血球数の異常など、良性、悪性を問わず血液疾患が疑われるような患者

さんをお気軽にご相談、ご紹介頂ければと存じます。ただ、若手の血液内科医師が不在ですので、急

性白血病などの、強力な化学療法や造血幹細胞移植療法を必要とするような患者さんは今までどおり、

より体制の整った病院にご紹介させて頂きますが、経口薬や比較的治療強度の低い薬物療法が適応と

なる患者さんは、徐々にではありますが当院で治療ができるようにしていきたいと考えています。今

後とも、ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  

内科 臨床検査部長兼内科医長 渡部 啓子 

血液・腫瘍内科 血液・腫瘍内科顧問 小椋 美知則 

内 科 系 診 療 科 

診療科紹介 
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当科では、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さんがいれば、

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ますため、腎不全患者さんに対し

ても積極的に引き受けさせていただきます。 

     

院長 渡邊 有三 副院長 成瀬 友彦 医長 三村 哲史 医師 丹羽 俊輔 医師 野田 悠平 

   

医師 峠田 直人 医師 加藤 彰寿 専修医 横井 順平 

平成 29年度から新しい診療科名になりましたが、診療棟２階の糖尿病センター

にて診療しております。糖尿病を中心に、甲状腺、肥満症、脂質異常症、副腎、副

甲状腺、下垂体などの内分泌代謝疾患も扱っています。糖尿病初発、血糖コントロ

ール不良、合併症評価の必要、妊娠合併、治療方針が決まらない方などぜひ当科へ

ご紹介ください。また、昨年度から当院では外科やメンタルヘルス科、耳鼻咽喉科、

麻酔科等との連携にて、高度肥満症の外科治療として腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を行っています。 

1 型糖尿病等でのインスリン調整や低血糖頻度の多い方には CGMS（皮下連続式グルコース測定）

検査も推奨されますが、検査期間が従来の４日間から 14日間になりました。 
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当科では頭痛・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おこなっています。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の診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

投与開始時間が早ければ早いほど良い治療で、平成 29年は脳梗塞入院 355例のうち、102例に治

療を行い症例数では全国トップクラスです。また、もの忘れ外来は、かかりつけ医としてお困りの

患者にできる範囲で対応させていただきます。 

今年度当院の呼吸器内科では、４人の常勤スタッフで診療に当たります。昨年よ

り１人減の陣容ですが、より効率的かつ充実した対応を目指して参ります。 

呼吸器領域は、①悪性疾患、②慢性呼吸不全、③感染症、④免疫・アレルギーと

多岐に渡る上、診断や治療に難渋することも多い領域です。 

呼吸器悪性疾患の代表である肺癌では、遺伝子治療・免疫療法など治療内容の進

歩により患者生命予後が延長しているものの依然死亡率の高い疾患です。在宅での看取りを希望され

る患者さんも多く、往診での対応をお願いすることもあると存じます。 

慢性呼吸不全については、昨年度から COPD 診療において AC.net（愛知県 COPDネットワーク）

に参画しています。かかりつけ医と専門医とで連携を取り合って早期診断・治療継続できる仕組みで

あり徐々に成果も出つつあります。 

感染症については、肺炎球菌ワクチン接種促進を啓蒙し発症の予防に努め、アレルギーについては、

喘息に対して吸入指導を行うことで発症・増悪をコントロールする取り組みを続けていきます。

     

医長 今井 和憲 医師 遠藤 利洋 医師 鳥居 良太 医師 村尾 厚徳 医師 八木 覚 

 

専修医 三田 晃裕 

神経内科 神経内科部長兼脳卒中センター部長 寺尾 心一 

呼吸器内科 呼吸器内科部長 岩田 晋 
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いずれもかかりつけ医の先生方の御協力が欠かせない領域ばかりです。今後も密に連絡を取らせて頂

きたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

  

  

部長 岩木 舞 医長 野木森 健一 医長 松本 修一 医師 伊東 友憲 

 

当院消化器内科では、安全で質の高い、暖かい医療を提供できるよう、高度な医

療機器を装備し、最新の検査・治療手技を積極的に導入し、常勤スタッフ 13 名、

日夜全力で診療に取り組んでおります。当科が扱う領域は非常に広く、消化管、肝

臓、胆膵の各領域を専門とするエキスパートが新患リーダーとなって、若手医師と

協力しながら、また大学との連携も密に取りながら高水準な医療を心がけておりま

す。また急性期疾患だけで無く、慢性期疾患やがんの最終段階にいたるまで切れ目のない地域完結型

の医療をさらに充実したものにしていきたいと考えておりますので、地域の医療機関や介護・福祉施

設の皆様方には今後ともご支援ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

     

部長 髙田 博樹 部長 平田 慶和 部長 望月 寿人 医長 林 則之 医長 池内 寛和 

     

医師 小島 悠揮 医師 安達 明央 医師 隈井 大介 医師 山本 友輝 医師 服部 礼佳 

   

医師 河村 逸外 医師 原田 貴仁 専修医 成井 龍樹 

  

消化器内科 医務局長兼消化器内科部長 祖父江 聡 
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当院、循環器内科には６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、心不全などの治療だけで

なく、生活習慣病の管理にも積極的に取り組んでいます。平成 30年度は、増え続

けている心不全患者さんを、地域の先生方と積極的に意見交換を進めていき、“地

域全体で診る”ことができるよう活動していきたいと考えています。今後も、地域

のニーズに応えることができるよう地域医療連携を強力に推進する所存です。循環器疾患の疑いのあ

る患者さんがいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。 

※24時間循環器直通携帯 080-6942-1608 

     

医長 大口 志央 医長 河村 吉宏 医長 横井 由宇樹 医師 泉 和宏 医師 高原 邦彦 

 

専修医 脇田 梨恵 

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

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。メンタルヘルス科については、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。 

 

 

 

 

 

  

循環器内科 循環器内科部長 小栗 光俊 

メンタルヘルス科 メンタルヘルス科部長 関谷 隆宏 
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当科では小児の血液・腫瘍、ウィルス・感染症、循環器、アレルギー、内分泌、
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また、救命救急センターを有し、夜間・休日も含め、小児の救急対応も精力的に引き受けておりま

す。 

     

部長 星野 伸 部長 足達 武憲 医長 小林 貴江 医長 前田 徹 医師 尾池 直子 

   

医師 加藤 俊輔 医師 竹内 陽平 専修医 水谷 修平 

 

 

 

放射線診断科では、CT・MR（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、MR３台を備えており、
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専修医 脇田 梨恵 

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

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。メンタルヘルス科については、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、
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循環器内科 循環器内科部長 小栗 光俊 

メンタルヘルス科 メンタルヘルス科部長 関谷 隆宏 
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平成 30年度から「高精度放射線治療センター」を設立しました。 

平成 26年 4月に Tomotherapy HDAⓇを導入し、翌年に常勤２名体制にな

ってから、年間 200件以上の新規治療数を維持しております。センター化に伴

い、治療スタッフと業務の効率化を図り、今までより受け入れをスムーズにし、

治療開始までの待機時間が少なくなるよう努力しています。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心

がけています。脳腫瘍、頭頸部癌、前立腺癌などの IMRTが役立てる症例を含め、ぜひ今後ともご紹

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。 

 

医師 山田 裕樹 

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４名の体制となっています。全症

例についてダブル又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 やキャンサーボード、各科との検討を行い、診断や治療方針の決定に貢献で

きるよう努力しています。 

 

 

医長 立山 尚 

  

病理診断科 病理診断科部長 吉田 めぐみ

放射線治療科 放射線治療科医長兼高精度放射線治療センター医長 小崎 桂 
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平成 27 年 12 月１日から救命救急センターとしての運営を開始し、はや２年以

上が経過しました。これも地域に根付いた医療を提供していただいている先生方の

おかげであります。当院では、平成 29 年度は 30,652 名が当院救急外来を受診、

その中で 9,294 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

頼される救急科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。 

 

  

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 29年度救急外来診療科別患者

 

※（ ）は入院した患者数を示す 
診療科名

内科 573 (229) 1,897 (168) 2,470 (397)
腎臓内科 122 (95) 125 (60) 247 (155)
糖尿病・内分泌内科 39 (21) 49 (10) 88 (31)
神経内科 2,071 (679) 1,461 (234) 3,532 (913)
呼吸器内科 528 (329) 897 (186) 1,425 (515)
消化器内科 1,125 (464) 2,574 (579) 3,699 (1,043)
循環器内科 822 (357) 1,123 (199) 1,945 (556)
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ科 0 (0) 3 (0) 3 (0)
小児科 627 (108) 4,320 (469) 4,947 (577)
外科 135 (108) 429 (189) 564 (297)
血管外科 10 (9) 10 (3) 20 (12)
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呼吸器外科 15 (8) 9 (8) 24 (16)
心臓外科 0 (0) 0 (0) 0 (0)
整形外科 1,601 (433) 3,377 (162) 4,978 (595)
脳神経外科 1,023 (258) 1,629 (60) 2,652 (318)
産婦人科 76 (42) 459 (185) 535 (227)
泌尿器科 153 (40) 608 (35) 761 (759
皮膚科 74 (16) 919 (31) 993 (47)
眼科 18 (2) 253 (0) 271 (2)
耳鼻咽喉科 242 (47) 891 (35) 1,133 (82)
形成外科 10 (9) 7 (5) 17 (14)
歯科口腔外科 30 (2) 318 (2) 348 (4)
合　計 9,294 （3256）21,358 （2620）30,652 （5876）

合計救急搬送 ウォークイン

 

平成 30年度から「高精度放射線治療センター」を設立しました。 

平成 26年 4月に Tomotherapy HDAⓇを導入し、翌年に常勤２名体制にな

ってから、年間 200件以上の新規治療数を維持しております。センター化に伴

い、治療スタッフと業務の効率化を図り、今までより受け入れをスムーズにし、

治療開始までの待機時間が少なくなるよう努力しています。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心

がけています。脳腫瘍、頭頸部癌、前立腺癌などの IMRTが役立てる症例を含め、ぜひ今後ともご紹

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。 

 

医師 山田 裕樹 

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４名の体制となっています。全症

例についてダブル又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 やキャンサーボード、各科との検討を行い、診断や治療方針の決定に貢献で

きるよう努力しています。 

 

 

医長 立山 尚 

  

病理診断科 病理診断科部長 吉田 めぐみ

放射線治療科 放射線治療科医長兼高精度放射線治療センター医長 小崎 桂 
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“合併症の少ない質の高い外科治療”をモットーに、患者さんが当院で治療を受け

てよかったと思っていただけるよう、鋭意努力していますのでご安心してご紹介く

ださい。 

当科では、高度医療機関で行うような技術を要する癌手術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治療しています。また、低侵襲な鏡視下

手術にも力を注いでいます。平成 29年の全身麻酔手術は、1,200件を超えました。うち鏡視下手術

は、約 490件と全体の 40%を占めました。虫垂炎、鼡径ヘルニア、胆石から、胃・大腸疾患、さら

には肝臓の腫瘍に至るまで様々な疾患・臓器へ鏡視下手術の適応を広げています（ホームページもご

参照ください）。 

 

 

 

 

 

部長 古田 美保 部長 渡邊 真哉 部長 會津 恵司 部長 佐藤 文哉 医長 有元 淳記 

     

医長 山田 美保子 医長 豊田 良鎬 医長 影山 優美子 医長 三竹 泰弘 医師 山本 泰資 

  

医師 岡本 紗和子 専修医 李 昌史 

  

外科 副院長兼外科部長 山口 竜三 

外 科 系 診 療 科 
 

“合併症の少ない質の高い外科治療”をモットーに、患者さんが当院で治療を受け

てよかったと思っていただけるよう、鋭意努力していますのでご安心してご紹介く

ださい。 

当科では、高度医療機関で行うような技術を要する癌手術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治療しています。また、低侵襲な鏡視下

手術にも力を注いでいます。平成 29年の全身麻酔手術は、1,200件を超えました。うち鏡視下手術

は、約 490件と全体の 40%を占めました。虫垂炎、鼡径ヘルニア、胆石から、胃・大腸疾患、さら

には肝臓の腫瘍に至るまで様々な疾患・臓器へ鏡視下手術の適応を広げています（ホームページもご

参照ください）。 

 

 

 

 

 

部長 古田 美保 部長 渡邊 真哉 部長 會津 恵司 部長 佐藤 文哉 医長 有元 淳記 

     

医長 山田 美保子 医長 豊田 良鎬 医長 影山 優美子 医長 三竹 泰弘 医師 山本 泰資 

  

医師 岡本 紗和子 専修医 李 昌史 

  

外科 副院長兼外科部長 山口 竜三 

外 科 系 診 療 科 

医師 山本　美里
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平成 29年度は腹部大動脈瘤 25例（平成 28年度 19例）、動脈閉塞性疾患 159

例（同 144例）、下肢静脈瘤 36例（同 75例）、動脈瘤・外傷出血に対する塞栓術

45例（同 30例）に対し治療を行いました。腹部大動脈瘤、動脈閉塞性疾患及び動

脈瘤・外傷出血に対する塞栓術の症例数が増加しました。多くが春日井市医師会・

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さんです。血管疾患は基

本的には良性疾患ですので当科は「患者さんの安全第一」を基本方針として今年度も治療に臨んでい

く所存です。今年度もよろしくお願い申し上げます。 

 

部長 玉井 宏明 

 

平成 29年の当科の手術件数は 1,132件と昨年より増加し、その中で骨折の手術

は 764件と多くを占めています。骨折外傷の手術は早期手術を目指しています。 

特に高齢者に多い大腿骨近位部骨折の骨接合術は入院当日に 40%、翌日までに

は 67％を施行しています。また、皆さまからのご紹介症例の多い人工関節置換術、

靱帯再建術、脊椎手術にも取り組んでおります。該当疾患の方がみられましたら 

ご紹介の程よろしくお願いいたします。 

     

部長 久保田 雅仁 部長 鈴木 浩之 部長 平出 隆将 部長 村瀬 熱紀 医師 植田 晋太郎 

  

医師 梅村 彦太郎 医師 大野 智也 

 

 

  

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 

整形外科 整形外科部長 泉田 誠 

 

“合併症の少ない質の高い外科治療”をモットーに、患者さんが当院で治療を受け
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ださい。 
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部長 古田 美保 部長 渡邊 真哉 部長 會津 恵司 部長 佐藤 文哉 医長 有元 淳記 

     

医長 山田 美保子 医長 豊田 良鎬 医長 影山 優美子 医長 三竹 泰弘 医師 山本 泰資 

  

医師 岡本 紗和子 専修医 李 昌史 

  

外科 副院長兼外科部長 山口 竜三 

外 科 系 診 療 科 
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良性・悪性脳腫瘍の開頭手術、神経内視鏡技術認定医である林医師による内視鏡

的経鼻下垂体手術を施行しています。頭部外傷は当科が担当しており、緊急開頭手

術にも対応しています。くも膜下出血・脳出血といった出血性脳卒中も当科が担当

しています。いずれも症例ごとにガイドラインに沿った治療法をご提案して、脳動

脈瘤破裂の症例ではクリッピング術にも血管内手術にも対応しています。脳塞栓症

急性期に神経内科医師により治療された症例は、必要に応じて血栓回収術を当科で行っています。未

破裂脳動脈瘤や頸部内頸動脈狭窄症も、ガイドラインに沿った治療方針をわかりやすくご説明してお

ります。 

   

 

部長 林 重正 医長 玉利 洋介 医師 後藤 峻作 医師 西井 智哉 

産科領域は、正常妊娠・分娩から合併症のあるハイリスク妊娠や多胎妊娠まで幅

広く対応しております。昨年は、超音波装置が３D・４Dに対応した最先端の機械

へ一新しました。また、本年度から胎児ドック・胎児精密超音波検査外来も開設予

定です。不妊治療については、人工受精までの対応となり体外受精は専門の施設へ

と紹介しております。婦人科領域は、悪性腫瘍についてはガイドラインに則った手

術・化学療法・放射線治療など標準的な治療を行っています。また、進行癌や再発癌に対しても術前

化学療法を行った積極的な手術療法に取り組んでいます。良性疾患については開腹手術・内視鏡手術

のいずれも対応が可能です。対象となる患者さんがおられましたら、ご紹介よろしくお願いいたしま

す。 

 

    

部長 下村 裕司 医長 奥村 敦子 医長 髙村 志麻 医長 佐藤 麻美子 医師 前田 千花子 

  

医師 田中 秀明 専修医 藤本 裕基 

脳神経外科 医務局長兼脳神経外科部長 桑山 直人 

産婦人科 産婦人科部長 伊藤 充彰 
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当科のモットーとして、「より安全な医療の提供」「より早くより質の高い医療の

提供」「患者さんやスタッフ全員が笑顔」を掲げています。 
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医師 小田 隆夫 
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常勤医師２名、ORT３名（１名育休中）体制です。 

平成 29年度から広角眼底観察システム「Resight」を導入し、硝子体手術（予

定手術のみ）の対応が可能となっております。 

白内障手術は、患者さんの希望に応じて入院もしくは日帰りで行っており、緑

内障併発眼においては視野、眼圧の状況に応じて線維柱帯切開術の併用を検討さ 

せて頂いております。抗 VEGF薬硝子体投与は、適応があれば積極的に行っております。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も対応しております。 

迅速な対応を心がけておりますので今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

医師 山口 沙織 

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。 

 

  

医長 篠塚 憲一 医師 丹羽 正樹 

 

 

  

眼科 眼科医長 芳賀 史憲 

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科部長 佐藤 雄二 
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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および術前管理にも力を入れ、

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。加えて、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。 

  

部長 森田 麻己 部長 近藤 俊樹 

 

口腔、上下顎骨、顎関節及び唾液腺などの口腔顎顔面領域の疾患を対照に治療を

行っております。全身疾患がある患者さんの抜歯も、周辺地域の歯科医院との連携

で行っています。 

また、当科では口腔がんに対する治療として、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、良好な治療成績を得られています。さらに、院内医科と連

携し周術期口腔機能管理や、誤嚥性肺炎患者の口腔ケアを積極的に行い、地域医療での口腔管理にも

力を入れています。 

 

  

部長 脇田 壮 医長 堀部 宏茂 

 

 

 

 

  

歯科口腔外科 歯科口腔外科部長 丹下 和久 

麻酔科 麻酔科部長 高橋 利通 
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医長 篠塚 憲一 医師 丹羽 正樹 

 

 

  

眼科 眼科医長 芳賀 史憲 
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小椋 美知則 

血液・腫瘍内科 顧問 

前任：東海中央病院 

「血液疾患が疑われるような患

者さんをお気軽にご相談、ご紹介

頂ければと存じます。よろしくお

願いいたします。」 

 山田 美保子 

外科 医長 

前任：静岡県立静岡がんセンター 

「肝胆膵領域を中心に前任地より目下

修練中です。患者さんとそのご家族に

向き合う診療を目指していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。」 

 

豊田 良鎬 

外科 医長 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「4 月から春日井市民病院外科

で働くこととなりました豊田と

申します。患者さんとの距離感の

近い医療を心がけていきたいと

思います。」 

 

玉利 洋介 

脳神経外科 医長 

前任：名古屋大学医学部 

「地域の救急、脳卒中診療に貢献でき

るようにがんばります。どうぞよろし

くお願いいたします。」 

 

丹羽 俊輔  

腎臓内科 医師 

前任：藤田保健衛生大学病院 

「今までは総合内科、救急を学ん

できました。これまでに学んでき

たことを活かして腎臓内科医と

して地域の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。」 

 
八木 覚  

神経内科 医師 

前任：公立陶生病院 

「医師としては６年目で、まだ慣れな

いことも多く迷惑をおかけすることと

思いますがどうぞよろしくお願いいた

します。」 

 

 

植田 晋太郎  

整形外科 医師 

前任：中濃厚生病院 

「春日井の地域医療に貢献でき

るよう診療に精進してまいりま

す。どうかよろしくお願いいたし

ます。」 

 山田 裕樹  

放射線治療科 医師 

前任：名古屋市立大学附属病院 

「4 月から春日井市民病院に赴任して

まいりました放射線治療医の山田で

す。地域の癌治療を支える屋台骨とし

て貢献できればと思います。よろしく

お願いいたします。」 

 山口 沙織  

眼科 医師 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「地域の皆様のお役に立てるよ

うがんばりますのでよろしくお

願い申し上げます。」 

 丹羽 正樹  

耳鼻咽喉科 医師 

前任：江南厚生病院 

「不慣れなことも多く、色々な面でご

迷惑おかけするかと思いますが、地域

医療に貢献できるよう頑張ります。よ

ろしくお願いいたします。」 

 

大橋 香子  

放射線診断科 医師 

前任：名古屋市立大学附属病院 

「まだまだ未熟でご迷惑をおか

けすることも多々あるかと思い

ます。精進してまいりますので、

ご指導のほどよろしくお願いい

たします。」 

 

堀部 宏茂  

歯科口腔外科 医長 

前任：市立伊勢総合病院 

「地域の医療に貢献できるように精進

して参りますので、今後ともよろしく

お願いいたします。」 

 

服部 礼佳  

消化器内科 医師 

前任：当院専修医 

「初期研修、後期研修共に春日井

市民病院で研鑽を積ませていた

だきました。若輩者ではあります

が地域医療に貢献できるよう、

日々精進して参ります。よろしく

お願いいたします。」 

 

伊東 友憲  

呼吸器内科 医師 

前任：当院専修医 

「今年度から専門科医師になり、一層

の責任と自覚を持って日常診療に精進

し、地域の住民のお役にたてるように

がんばっていきたいと思います。」 

新任医師紹介 
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医師９名、歯科医師２名が、精一杯がんばりますのでよろしくお願いします。 

 

 

  

 

竹内 陽平  

小児科 医師 

前任：当院専修医 

「この地域の医療に少しでも貢

献できるよう努力していきたい

と思います。よろしくお願いいた

します。」 

 

岡本 紗和子  

外科 医師 

前任：当院専修医 

「地域医療に貢献できるようにがんば

ります。よろしくお願いいたします。」 

 

河村 逸外  

消化器内科 医師 

前任：当院専修医 

「地域の医療機関の先生方と連

携し、春日井市の地域医療に貢献

したいと考えております。よろし

くお願いいたします。」 
 

大野 智也  

整形外科 医師 

前任：当院専修医 

「趣味はサッカー、ゴルフです。市民

の皆様に安全な医療を提供できるよう

努めて参ります。よろしくお願いしま

す。」 

 

原田 貴仁  

消化器内科 医師 

前任：当院専修医 

「地域に根ざし、信頼いただける

医療を提供できるように精進し

て参ります。まだまだ未熟者では

ございますがよろしくお願いい

たします。」 

 
加藤 彰寿  

腎臓内科 医師 

前任：当院専修医 

「腎疾患・透析医療を通して地域医療

に貢献できるよう、地域の医療機関と

の連携を意識しながら精進してまいり

ます。今後ともよろしくお願いいたし

ます。」 

初期研修医１年目 

 

 

 

小椋 美知則 

血液・腫瘍内科 顧問 

前任：東海中央病院 

「血液疾患が疑われるような患

者さんをお気軽にご相談、ご紹介

頂ければと存じます。よろしくお

願いいたします。」 

 山田 美保子 

外科 医長 

前任：静岡県立静岡がんセンター 

「肝胆膵領域を中心に前任地より目下

修練中です。患者さんとそのご家族に

向き合う診療を目指していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。」 

 

豊田 良鎬 

外科 医長 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「4 月から春日井市民病院外科

で働くこととなりました豊田と

申します。患者さんとの距離感の

近い医療を心がけていきたいと

思います。」 

 

玉利 洋介 

脳神経外科 医長 

前任：名古屋大学医学部 

「地域の救急、脳卒中診療に貢献でき

るようにがんばります。どうぞよろし

くお願いいたします。」 

 

丹羽 俊輔  

腎臓内科 医師 

前任：藤田保健衛生大学病院 

「今までは総合内科、救急を学ん

できました。これまでに学んでき

たことを活かして腎臓内科医と

して地域の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。」 

 
八木 覚  

神経内科 医師 

前任：公立陶生病院 

「医師としては６年目で、まだ慣れな

いことも多く迷惑をおかけすることと

思いますがどうぞよろしくお願いいた

します。」 

 

 

植田 晋太郎  

整形外科 医師 

前任：中濃厚生病院 

「春日井の地域医療に貢献でき

るよう診療に精進してまいりま

す。どうかよろしくお願いいたし

ます。」 

 山田 裕樹  

放射線治療科 医師 

前任：名古屋市立大学附属病院 

「4 月から春日井市民病院に赴任して

まいりました放射線治療医の山田で

す。地域の癌治療を支える屋台骨とし

て貢献できればと思います。よろしく

お願いいたします。」 

 山口 沙織  

眼科 医師 

前任：名古屋大学医学部附属病院 

「地域の皆様のお役に立てるよ

うがんばりますのでよろしくお

願い申し上げます。」 

 丹羽 正樹  

耳鼻咽喉科 医師 

前任：江南厚生病院 

「不慣れなことも多く、色々な面でご

迷惑おかけするかと思いますが、地域

医療に貢献できるよう頑張ります。よ

ろしくお願いいたします。」 

 

大橋 香子  

放射線診断科 医師 

前任：名古屋市立大学附属病院 

「まだまだ未熟でご迷惑をおか

けすることも多々あるかと思い

ます。精進してまいりますので、

ご指導のほどよろしくお願いい

たします。」 

 

堀部 宏茂  

歯科口腔外科 医長 

前任：市立伊勢総合病院 

「地域の医療に貢献できるように精進

して参りますので、今後ともよろしく

お願いいたします。」 

 

服部 礼佳  

消化器内科 医師 

前任：当院専修医 

「初期研修、後期研修共に春日井

市民病院で研鑽を積ませていた

だきました。若輩者ではあります

が地域医療に貢献できるよう、

日々精進して参ります。よろしく

お願いいたします。」 

 

伊東 友憲  

呼吸器内科 医師 

前任：当院専修医 

「今年度から専門科医師になり、一層

の責任と自覚を持って日常診療に精進

し、地域の住民のお役にたてるように

がんばっていきたいと思います。」 

新任医師紹介 
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当院は、平成 29 年５月の電子カルテシステムの更新にあわせて、全国的に多くの採用実績がある

地域医療連携ネットワークシステムの HumanBridge（富士通株式会社）を導入し、試験運用を終え

同年 10月から「Tri-netかすがい」として稼動を開始しました。当院が、地域医療連携ネットワーク

システムを導入した目的として、【患者さん】【地域の医療機関】【当院】が三位一体となり切れ目のな

い医療を継続させることによって、地域完結型の医療をより充実させるためです。この目的に共感を

いただき、導入していただいた医療機関の先生方からは良い評価をいただいています。 

 「Tri-netかすがい」の特徴としては、①患者さんの診療情報の閲覧（感染症・アレルギー・検査結

果・画像・画像レポート・薬歴・サマリなど）、②外来・機器共同利用の予約、③診療情報提供書の作

成、④セキュアな環境下での利用ができ各種法令及びガイドラインに準拠、⑤インターネット環境が

あれば利用可能（iPad 等にも導入が可能なため、院外においても利用が可能）、⑥電子的診療情報評

価料（Ｂ009-2）が算定可能などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキュリティ概略図 

 

Tri-net かすがい画面の例 

 

Tri-net かすがい 

（春日井市民病院地域医療連携ネットワークシステム） 
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 開始から平成 30年３月までの実績は次のとおりとなっており、導入施設数は 50施設（医科 39施

設、歯科 11 施設）に到達し、公開患者数、閲覧件数及び外来・機器共同利用予約の件数は、導入施

設が多くなることによって増加しています。診療情報の閲覧件数につきましては、放射線画像や検査

データを継続して閲覧が可能になり、外来・入院にかかわらず患者さんの状態が継続して閲覧できる

と評価をいたただいております。また、外来・機器共同利用予約の件数につきましては、電話や FAX

より手間が少なく簡便にとれると評価をいただいております。 

 課題は、医師及び看護師（コ・メディカル）の記録の公開があります。院内において記録の質・量

の監査を進め公開することで、利用されている先生方により詳しい診療情報の閲覧を可能にすること

です。また、昨今 BCPが取り沙汰されており、当院も災害拠点病院及び DMAT指定病院として、災

害時に電子カルテに代わって診療情報を閲覧できるシステムになるように情報の幅を広げていきた

いと思っております。 

 今後もより多くの医療機関と連携を密にするとともに、地域完結型の医療を充実させれるようなシ

ステムとして、システムの仕様に可能な限り利用していただいている先生方のご意見を取り入れ、運

用を修正していきたいと思っておりますので、ご活用いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

① 当院ホームページから、Tri-net かすがい利用規約、運用細則及び接続環境要件をご確認してい

ただき、申請に必要な書類（第１～４号様式）をダウンロードしていただき、必要事項を記入し FAX

又は郵送してください。※FAXの場合は接続日に原本をご提出ください。 

② 申込内容を確認し、接続の日程を調整のうえ訪問させていただきます。 

※作業時間は１台につき 30分～１時間程度です。 

問い合わせ先：医療連携室・管理課情報担当・医療情報センター 

Tri-net かすがい平成 29 年度の実績 

 

申込から接続までの流れ 
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平成 30年 4月に最新の 3ＴＭＲ装置が新規増設し、

稼動しています。3ＴＭＲ装置は、従来の 1.5ＴＭＲ装置
に比べてソフトフェアの進歩だけではなく、装置ハード
ウェアの大幅な進歩により飛躍的に高精細な画像を撮

像できるようになりました。導入した新装置では、東海
地区の市民病院では初めてとなる DVD によるシアター
環境で検査が受けられるようになり、閉所恐怖症の患者

さんやお子さんにも安心して検査を受けていただけま
す。（検査部位により見られない場合もあります。）また、
この新装置では心臓の検査が実施できるようになると
ともに、造影剤を使用しない低侵襲な検査で全身の血管
を画像化することが可能になりました。 

Ｔ（テスラ）は磁場強度を表す単位です。3ＴＭＲ装置では、1.5ＴＭＲ装置に比べ 2
倍の磁場強度を持っています。磁場が強くなると信号強度が大きくなり、高精細な画像
が得られます。 

３ＴＭＲ装置の特徴 

■ 高精細画像で所見とアーチファクト(画像ノイズ)の区別を明瞭化 

■ 検査時間の短縮と良好な画質の両立 
■ 高分解能で細い血管や動脈瘤など微細な情報を描出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒486-8510 春日井市鷹来町１-１-１  
TEL 0568-57-0057(代表) 
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ホームページ  http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/ 
  http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/news/tri-net.html 

医 療 連 携 室  TEL 0568-83-9924 
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ホームページ 

３Ｔ（テスラ）ＭＲ装置（磁気共鳴画像装置）導入しました！！！ 

DVD によるシアター環境での検査 

３ＴＭＲ装置 

 Topics 

1.5ＴMR 装置 ３ＴMR 装置 

細かい血管まで描出可能 
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