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春日井市民病院
平成 31 年 年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。平成という年号でご挨拶す
るのも最後の年となりました。小職も院長を拝命して 10 年目となり、
今年３月をもって職を辞することになります。この間、医師会をはじめ
関連の皆様方におかれましては、
当院の運営に多大なご尽力を賜りまし
たこと、誠に有難く厚く御礼申し上げます。大学の教職生活から突然、
春日井に赴任した頃を思い出しますと、若気の至りと申しましょうか、
大変ご無礼な振舞や言動があったのではないかと深く反省することが

院 長

多々あります。紙面を借りて恐縮ですが、失礼の段お許しください。

渡邊 有三

当地は、大学医局の大先輩でいらっしゃる故古田雄彦先生が愛知県医師会の病診連携担当理事
を務められ、連携事業が盛んな土地柄でした。さらに平成 10 年の病院新築移転の際には開放型
病棟もオープンするということで、当時の三輪院長から病診連携担当の職を仰せつかり、病診連
携会議に委員として長らく出席させていいただきました。会議では、紹介状の返事が遅い、放射
線読影の返事が遅いとお叱りばかりを頂戴する毎日でした。春日井市医師会担当理事の家田信人
先生、故平田幸夫先生などとの話し合いの中で、紹介状書式の再検討、紹介状の返事を必ず記載
するシステム開発、共同診療機器や外来予約の Web 化など、少しずつ改善を図ってきました。懐
かしい思い出です。新病院に移転してからはオーダリングシステムの導入、電子カルテシステム
の導入、ICT の導入など医療を取り巻く情報環境の劇的な進化に伴い、連携上隘路となっていた
諸問題が大幅に改善されたと思います。しかし、細かい点に関してはまだまだ改善すべき点があ
ると思いますので、今後ともご指導お願い申し上げます。
さて、病院の機能という面から振り返ってみますと、当院着任時、実地医家の先生や地域住民
の方々からのあまりにも低い当院への信頼に驚かされました。これではいけないと考え、先ずは
内科の足元から改善を始め、仲間も少しずつ増えてきました。しかし、当時は病院の信頼を取り
戻し、病院の前を通り過ぎていく救急車を当地に立ち止まらせるために病院の能力を高めること
が病院職員の至上命題でした。つまり、病院完結型医療の構築でした。新病院効果のおかげで研
修医も多く来てくれ、｢断らない救急｣をスローガンに、職員一丸となって邁進した結果、少しず
つ救急車の搬送数も増加し、春日井市民病院に運べば必ず受け取ってくれるという信頼を勝ち得
たと思っています。
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平成 21 年に院長を拝命し、まず DPC（包括医療費支払）制度の導入に取組み、大幅な赤字を改
善することができました。それ以後は病院機能評価係数というそれぞれの病院の機能に基づいた
係数を改善することにより、同じ診療を行っていても得られる収益が増えることに傾注し、災害
拠点病院・地域医療支援病院・７対１入院基本料・愛知県がん診療拠点病院・救命救急センター
などの資格を頂戴してきました。この一連の活動の中で小職が感じたことは、当院がこの地に存
在する意義は何だろう、どうすれば存在意義を高めていくことができるのであろうかという疑問
でした。そこで気付かされたのが医療連携の重要さでした。図らずも国の施策も地域包括ケアを
はじめ地域完結型の医療を提供する体制を提唱し始めました。病診連携に努力してきた当院の存
在意義はここにあると気付かされたのです。古田雄彦先生はじめ瀧川源六先生、前田博司先生、
三輪勝征先生という物故された歴代医師会長の先生から教えて頂いた医師会のイロハからさま
ざまなノウハウが大いに役立ちました。最近では、榊原一基前会長、福井雅子現会長に休日・平
日夜間急病診療所の開設から運営までさまざまなご指導とご協力を頂戴しました。このような連
携があり、実地医家の先生から患者を紹介していただけるからこそ、当院は順調な運営ができる
のであるし、存在意義も高まるのだと痛切に思う次第です。おかげさまで、紹介率 80％以上、逆
紹介率 100％以上となり、愛知県内でも屈指の成績となるとともに、新規入院患者数が毎年増え
ているのは、正しく患者が紹介されているからだと思います。今後も密接な連携を続け、急性期
医療を担う当院と、安定期を担う実地医家の先生方との顔の見える連携を志していかねばならな
いと肝に銘じています。
当院のような公的医療機関は、普遍的かつ平等に利用し得る、適正な医療実行から医療費負担
軽減を期待し得る、経済的変動によって左右されないような経済基盤を有し適切な医療機器更新
を図り、不採算医療に関しても積極的に対応し、地方事情と遊離しないことなどが存在する意義
であると考えています。どこまで到達できたかは不明ですが、これらの精神を保ちながら、自治
体病院としての使命が連綿と受け継がれることを祈念してやみません。長らくのご厚誼厚く御礼
申し上げますとともに、今後も当院の継続・発展の為にご助力賜りますよう重ねてお願いして、
小職の退任のご挨拶と新年のご挨拶とさせて頂きます。

新任医師紹介
藤枝 裕倫
外科 医長
前任：名古屋大学医学部附属病院
「食道癌を中心に上部消化管手
術を勉強してきました。胸腔鏡下
食道手術に尽力していきたいと
思っております。
」
森山 瑞紀
外科 医師
前任：JCHO 中京病院
「悪性腫瘍の地域連携パス等で
お世話になる機会が多いと思い
ます。お手数おかけしますが、よ
ろしくお願いいたします。
」
小森 汐里
眼科 医師
前任：名古屋大学医学部附属病院
「地域医療に貢献できるように
尽力いたします。よろしくお願い
いたします。
」

本田 徹
耳鼻咽喉科 医師
前任：名古屋市立大学病院
「地域の先生方に安心してご紹介して
いただける診療を心掛けたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
」
安田 健一郎
循環器内科 医師
前任：名古屋第一赤十字病院
「今までの経験を活かして貢献できる
よう努めますのでよろしくお願いいた
します。
」
大西 正紘
放射線診断科 医師
前任：名古屋市立大学病院
「病診連携においても、的確な画像検
査の施行・読影をさせていただけるよ
うに努めてまいります。
」

生きる希望「口から食べる」
私たちが食事をするとき、まず食べ物を認識し、それを口へ運び、か
み砕き、飲み込みやすい形状にしてから飲み込みます。このどこかに障
害が生じていることを摂食嚥下障害といいます。
誤嚥性肺炎の原因として、脳卒中などによる摂食嚥下障害に加え、近
年は加齢、認知症及び低栄養などに関連した摂食嚥下障害も多くなり、
誤嚥性肺炎と摂食嚥下障害は切っても切れない関係にあります。
口から食べることは、栄養を取るだけでなく、満足感を得られること
で生きる希望に繋がります。また、免疫力や生きる力が高まることで生

摂食・嚥下障害看護

活の質の向上を図ることができます。しかし、摂食嚥下障害があると、

認定看護師

これらのことが十分にできなくなり、今までのその人の生活を大きく変

後藤 千尋

えてしまうことになります。
このような状況において、摂食・嚥下障害看護認定看護師は患者とその家族の「口から食べたい」
という思いに寄り添い、看護の視点から患者の持てる力に着目し、最期まで食べ続けられるよう患者
に合わせた方法を提案し、ケアを提供しています。また、早期から多職種と連携し、その人らしく生
活できるよう取り組んでいます。

摂食・嚥下障害看護認定看護師の活動


摂食嚥下障害のある患者やそのリスク要因のある患者の抽出とベッドサイドでの評価、口唇・
舌・頬・喉の機能を高める練習、適切な食事形態の選択、姿勢や食べ方の工夫など患者に合っ
たケアを提供できるよう実践・指導・相談



誤嚥性肺炎の改善や予防のため、口腔ケアや呼吸リハビリテーションの実践・指導



摂食嚥下障害による脱水や低栄養を防止するための水分・栄養評価とその改善への援助

当院では看護相談外来を設け、受診歴のある患者とその家族に対して、摂食嚥下に関する相談を
行っています。患者とその家族が摂食嚥下障害を抱えながらもその人らしく生活できるように最善
を尽くしていきたいと考えています。

第三者評価の認定
NPO 法人卒後臨床研修評価機構による認定を更新
平成 30 年 11 月１日付けで４年間の認定の更新
を受けました。この認定は、臨床研修病院におけ
る研修プログラムの評価や、研修状況の書面調査
と訪問調査により、卒後臨床研修が適切に行われ
ているかを評価されるものです。
今後も、「恕（じょ）」の理念の下に良い医師
を育て、安全で信頼のある医療を提供できるよう
卒後臨床研修の質をより一層高めてまいります。

心不全ノート（心不全地域連携パス）
心不全患者の再入院を減らすために！
高齢になればなるほど心不全の罹患率が上昇することは広く知ら
れています。こうした状況“心不全パンデミック”は、私たちの街、
春日井にも押し寄せています。2017 年、2018 年は年間約 400 人の急
性又は慢性心不全急性増悪による患者が、循環器内科にて入院治療を
要しました。心不全患者は、死亡率が高いだけでなく、心不全増悪に
よる再入院率も高いと報告されています。2016 年に当院循環器内科
にて入院治療を要した心不全患者は、退院後１年間で 22％が心不全
増悪により再入院しました（図１）
。再入院すると、死亡率が上昇し、
平均年齢は 80 歳と高齢化していることから筋肉の減少（筋萎縮）や
低栄養などが加わり、ADL や運動耐容能の低下を招いてしまいます。

循環器内科部長
小栗

症状がコントロールできなくなったり、思う
ように動けなくなり、住み慣れた自分の家に

光俊

再入院患者は退院後
６か月以内に 75％
を占める

戻れなくなることは、生活の質（QOL）を低下
させてしまいます。
心不全患者の死亡率低減、再入院抑制のた
めには、患者やその家族、医療従事者、介
護・福祉従事者すべてが“協同”していく
必要があると考えています。
患者やその家族には「心不全とはどんな病
気か」「悪化しないために日頃からどんなこ
とが必要なのか」をしっかり理解してもらう
ことが不可欠です。心不全患者の治療内容や

予後は基礎心疾患により異なります（図２）。 図１ 2016 年に急性又は慢性心不全急性増悪
にて入院治療を要した症例の再入院数
また、心不全患者の多くは複数の併存疾患を
有しており、併存疾患の数やコントロール状
況が心不全の予後に影響することも示されています（図３）
。

不整脈や感染症など
冠動脈疾患

心筋症
高血圧
弁膜症

図２ 2015、2016年に当院で入院治療を
要した心不全症例

図３

心不全を取り巻く併存疾患

医療従事者は、運動療法、基礎心疾患や危険因子の是正、患者教育及びカウンセリング等を含
む多職種チームによる多面的・包括的な疾病管理を遂行することが必要とされます。入院急性期
においては、薬物療法などにより、いち早く「うっ血」を解除し、ベッドから離床することで ADL
を低下させないようにリハビリを行います。食事においては、塩分制限は不可欠ですが低栄養に
陥らないように管理します。退院に向けては、日常生活における指導や、セルフケアの評価・教
育が必要となり、介護サービスを含めた退院調整もしばしば要します。死亡率低減、再入院抑制
のためには、医師だけが励んでも限界があり、多職種の積極的介入による医療の質向上と効率化
を図らなければ何も解決しない複雑な問題となっていると考えます。このように入院中は急性期
から院内連携を積極的に進め、退院後は地域へ切れ目なく繋いでいくシステムを構築する必要が
あると認識しています（図４）。そして、患者を取り巻く医療、介護・福祉従事者と情報を共有
し、一人の患者を地域全体で診ることが求められます。

図４

患者を中心とした医療連携

この度私たちは、院内多職種で協同するとともに、地域で循環器内科を標榜している先生方の
力を借りて「心不全ノート（心不全地域連携パス）
」を作成しました。すでに広島や北信州では汎
用されていますが、当院でもこれまで実臨床で活用している患者指導用のツールが複数存在して
います。しかし、高齢の患者やその家族、医療職以外のスタッフにとってはやや難しい内容であ
ることが否めません。前述しましたように、患者やその家族にしっかりと理解してもらうととも
に、一人の患者を地域全体で診ていく必要があると次のように考えました。

心不全ノートのコンセプト
①
②
③
④
⑤

80歳が読めて理解できる
循環器内科以外の医師が説明できる
エビデンスに基づいた内容である
セルフモニタリングできる
介護・福祉従事者が理解でき活用できる

心不全ノートは、心不全患者の再入院を減らすために次の４項目を軸として、３部構成（図５）
で色分けしました。緑色のページは患者説明用、オレンジ色のページは患者とその家族用、赤色
のページは職員間（医療従事者と介護・福祉従事者、医療従事者間）で意見交換を行うためのペ
ージになっています。

再入院を減らすための４項目
①
②
③
④

退院後１週間、３か月後の受診スケジュールを設定し、セルフケア・チェックも併せて行う
１年間のセルフケアを行う
家族にも心不全を知ってもらう
どこに退院しても活用できる

● 緑色のページ
医師、看護師による指導項目と患者自身がセルフモニタリン
グするためのページです。入院中から血圧、脈拍、体重、服薬、
症状をモニタリングする指導を行っていきます。施設に入所し
ている患者では、可能な項目だけでもモニタリングするように
指導を行っています。

● オレンジ色のページ
心不全の定義、臨床経過、基礎心疾患、検査、治療、薬剤、
リハビリテーション、退院調整について院内多職種の意見を基
に簡潔にまとめました。また、
「あなたの生き方（アドバンス・
ケア・プランニング）
（後述）」
「フレイル」ついても盛り込みま
した。

● 赤色のページ
2017 年に改訂されました日本循環器学会の急性・慢性心不全
診療ガイドラインでも多職種による疾病管理プログラムとし
て推奨されているセルフケア・チェックリストを掲載しまし
た。かかりつけ医の先生方の意見を聞きながら、実際に運用し
やすい項目を選択しました。心不全の増悪因子には、医学的要
因に加え、塩分･水分制限の不徹底や服薬中断等の患者要因及
び社会的支援の欠如等の社会的要因が含まれており（図６）
、
継続的な多職種による疾病管理が特に必要です。また、当院、

図５

心不全ノートの構成

かかりつけ医、施設職員などによる継続評価、指導・教育を行
うことが可能となっています。

引用：Tsuchihashi-Mikaya M, et al. Circ J 2009 を改変

図６

心不全の増悪因子

連携スケジュール（図７）は、退院
後早期の再入院が多いことから、退院
１週間後に当院循環器内科を受診し、
短期的増悪が認められない場合は、退
院２週間後にかかりつけ医に紹介し
ます。そして、退院３か月後及び１年
後当院を受診していただきます。それ
ぞれの診療において、前述したセル
フ・ケアチェックも実施します。

図７

連携スケジュール

患者とともに考える
心不全は、循環器疾患の中でもすべての心疾患に共通した終末的な
病態であり、今後、患者の増加が予想されることから、緩和ケアの対
象となる主な循環器疾患として心不全を想定し、今後の取組を考える
必要があると厚生労働省は提言しています。しかし、心不全は慢性の
進行性疾患であり、心不全増悪による再入院を繰り返しながら、段階
的に身体機能が悪化していくことが多いため、難治性心不全となる時
期の予測が困難です（図８）
。また、基礎心疾患に対する治療が症状
緩和につながることもあり、最終段階においても侵襲的な治療を含む
基礎心疾患の治療が、治療の選択肢に上がり得るため、終末期の状態
であることの判断を難しくしていると考えられています。このため、

看護師長
服部 初美

引用：Gheorghiade M, et al. Am J Cardiol. 2005,
厚生労働省 脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会から改変

図８

心不全の病態変化

心不全ノートを活用して正確な情報提供をすることにより、患者やその家族に心不全を正しく理
解してもらい、難治性心不全の状態を初回の入院時から考えていくことが理想的ではないかと考
えました。
そして、2018 年７月から院内緩和ケアチームと情報を共有して、ミーティングを重ね、
初回入院時からアドバンス・ケア・プランニング（ACP)相談の介入を開始しました。さらに、心
不全増悪による再入院時にも ACP 相談を繰り返し行い、患者やその家族と今後の人生について考
えを深めていきます。心不全入院患者の ACP 相談は、人生の最終段階における医療体制整備相談
員研修を受講した看護師が、多職種による協議にて対象患者を抽出し面談を行うとともに、事前
指示書を作成することを目標とせず、EOL ケアサマリーの作成を充実させ、必要に応じて緩和ケ
アチームが介入します。この心不全ノートを活用することで、患者の病状や思いを当院のスタッ
フ、地域の医療、介護・福祉従事者が共有することができ、患者に切れ目のない治療を行うこと
ができることとなります。

患者とその家族の生活を支える
心血管のリハビリテーションに関するガイドラインでは、有酸素運動や
筋力トレーニングのような積極的な運動療法を実施することが強く推奨
されており、それが身体機能や ADL 能力の維持・向上、さらには心不全の
再入院予防に効果があると言われています。一方、日常生活に支障を来た
すほど身体機能が低下した高齢な心不全患者が増えており、ガイドライン
どおりの運動療法を実施できない患者は少なくありません。そこで、心不
全患者では低体力者でも実施できる強度の低い運動療法が必要となりま
す。病状や運動耐容能に合わせて運動内容を選択できるよう、活動量別に
３段階に分け、その中で患者に適した段階を理学療法士が選択し指導しま
す。運動耐容能の低い患者には過負荷に伴う再増悪を助長しないよう、身

理学療法士
安田 勇士

体機能維持を目的として座る・立つ等の基本的な活動で安静時間を減らし
ます。反対に運動耐容能が高く病状の安定している患者には、ガイドラインで推奨されているよ
うな１日 30～60 分の有酸素運動を週３日以上としました。また、筋力トレーニングについては、
運動耐容能が低かったり身体機能が低下していたりする患者にも安全に実施できるよう、椅子を
使用した運動（図９）を取り入れました。一人ひとりの状態に合わせた指導により、日常生活が
少しでも安全で楽に過ごせることを願って作成しました。

図９

椅子を使用した運動

最後に
ここまで、お話させていただいたように多職種の思いを乗せた心不全ノートを通して、院内多
職種連携、地域連携が円滑に遂行され、一人の患者を地域全体で診ることにより、心不全患者の
死亡率低減と再入院抑制を実現していきたいと考えていますので、利用の促進についてご協力を
お願いいたします。

入院から退院まで切れ目のない医療を目指して
平均寿命が延び、人生 100 年時代と言われるようになり、国におい
ては、幼児教育から社会人の学び直しに至るまで生涯にわたる学習が
重要であるとともに、高齢者から若者まで全ての人が元気に活躍し続
けることができる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくるこ
とが重要な課題であると考えさまざまな取組みを検討しています。し
かし、平均寿命と健康寿命の差が、男性は約９年、女性は約 12 年であ
り、この差は介護等が必要となる期間を意味しており、平均寿命を延
ばすだけでなく、健康寿命も延ばす必要があります。そして、長寿社
会における医療の役割は、病気の治癒や回復をゴールにすることから、
個々の日常生活に着目し、医療・福祉・介護を一体化して提供するこ

医療連携室室長補佐
田辺 圭子

とが求められるとともに、入院前からその人の暮らしを把握し、退院
後も住み慣れた地域で暮らせるような支援が重要になってきました。
このようなことから、当院では平成 30 年９月から診療棟１階に春日井市の花である「さくら」
をモチーフに、桃色を基調とし、ゆったりとお話ができる「さくらカウンター」を設置しました。
このカウンターでは、入院が決まった患者に対し、患者が病気をどのように理解しているのか、
入院についてどう考えているのか、退院後にどのように過ごしていきたいのかなど、患者の思い
を中心に、入院治療・手術に向け、看護師や薬剤師などの多職種が、患者一人ひとりに適したサ
ポートを実施しています。これからも患者が安心して入院生活を過ごし、退院後の生活を不安な
く迎えられるよう多職種や地域の医療機関、介護・福祉事業者と連携を図りながらサポートして
まいります。

痛みは我慢するべき？

薬剤科 鈴木大吾

非ステロイド系抗炎症薬（NSAIDs）は、解熱、鎮痛、消炎薬として最もよく使われる医薬品の
一つです。それはステロイド系の抗炎症薬と比較し、副作用が少ないからです。また、イギリス
の調査では、65 歳以上の患者の 15％が NSAIDs を使用していると報告があります。超高齢社会を
迎えた日本では、今後、NSAIDs の使用拡大が予想されます。
さて、今回はそんな多用されている「NSAIDｓ」をテーマにします。
薬剤師として病棟で薬剤管理指導を実施していると、がん終末期
医療の患者に「痛みは我慢しなくてもいいからね」と伝え、毎日定
期的に NSAIDs を服用するよう説明しています。そんな説明をする薬
剤師が「NSAIDs の中止を考えなさい」と言ってもなかなか信憑性が
ありません。しかし、NSAIDs は疾患の治療薬ではなく、あくまで症
状に対する対症療法であり、次のような副作用もあります。
消化性潰瘍
NSAIDs の副作用として最初に思いつく副作用かもしれません。日本では NSAIDs 長期服用患者
の 20～30％は胃潰瘍のため使用を中止する必要があったと報告されています。また、米国での
1996 年のデータでは NSAIDs 潰瘍による死者は年間 16,500 人で、エイズ死亡者よりも多かった
との報告もあります。そして、副作用である消化性潰瘍を予防するためにプロトンポンプ阻害薬、
胃粘膜保護剤などの胃薬を処方することとなり、ポリファーマシーを助長します。
高血圧
NSAIDs は血圧をあげることが知られています。平均的な上昇は、収縮期血圧/拡張期血圧３/２
mmHg 程度ですが、個人差があるといわれています。また、NSAIDs が降圧薬の効果を減弱させる
ことも報告されており、降圧薬と併用している場合には効果が拮抗している可能性があります。
腎障害
高血圧患者においては、NSAIDs の使用により CKD のリスクが高くなります。
また、高血圧がなくても 90 日以上の長期間投与の場合、常用量を超えた投与の場合には、短
期間使用や少量使用に比べて CKD のリスクが高くなることが報告されています。
急性期の疼痛に対して NSAIDs の使用は許容されます。しかし、長期間持続する慢性疼痛に対
しては漫然と投与するのではなく、薬を使用して「痛みを完全に消す」という視点から「痛みを
和らげる」という視点へ変え、ストレッチなどの運動療法や患者教育として NSAIDs 長期服用に
よるメリット、デメリットを説明し最小限の使用に心がけましょう。
引用：高齢者のポリファーマシー多剤併用を整理する知恵とコツ
薬局 2016 Vol.67 No.5

お知らせ
病院ホームページのリニューアル
医療関係者や患者などホームページを利
用される皆さんが、情報を簡易に探すこと
ができるホームページを目指すとともに、
パソコンだけでなく、スマートフォンなど
様々な環境で利用することも想定し、デザ
インやページ構成・内容を見直しました。ま
た、高齢者や障がい者も使いやすいデザイ
ンであるユニバーサルデザインを取り入れ
たホームページにリニューアルしました。
リニューアルに伴い、一部 URL の変更が
ありますので、
「お気に入り」や「ブックマ
ーク」等に登録されている方は、変更をお願
いいたします。
今後も更なる情報の充実、利便性の向上
に努め、ホームページを利用する方が情報を簡易に検索・取得できるようホームページ作りを進
めていきます。また、患者と地域の医療機関と当院をつなぐ地域医療連携ネットワークシステム
（Tri-net かすがい）につきましてもホームページにおいて、申込方法等を確認できるようにな
っておりますので、どうぞお気軽にお申込みください。
講習会
各医療機関や地域において ACP の実践を取組んでいるところではありますが、厚生労働省は、
ACP の更なる普及に向け愛称を募集し、平成 30 年 11 月 30 日に「人生会議」という愛称を決定し
ました。この「人生会議」には、親しみやすい言葉で、身近な場面でも話し合えるくらい浸透し
て欲しいという想いがこめられています。
さて、当院では平成 31 年２月 28 日（木）に「DNAR から ACP へ」をテーマに、DNAR を取得し
たからといって、患者やその家族の意思は変わらないわけではなく、患者やその家族の意思を継
続して把握できるように ACP 相談の介入を続ける必要性についての医療倫理の講習会を開催い
たします。また、この講習会は、日本専門医機構認定共通講習として受講者単位を１単位取得可
能となっています。地域の医療、介護・福祉従事者の方で興味がある方は是非ご参加ください。
● 日

時

平成 31 年２月 28 日（木） 午後６時～午後７時

● 場

所

総合保健医療センター
〒486-0804 春日井市鷹来町１丁目１番地１

● 講

師

● 問い合わせ

春日井市民病院 がん相談支援センター部長 會津 恵司
春日井市民病院がん相談支援センター
電話 0568-57-0684

※単位を取得される方は、当日専門領域名と学会専門医番号を受付に提出ください。専門医共通
講習受講証明書を発行いたします。

膠原病の診療は腎臓内科へ
膠原病は皮膚・関節だけでなく、腎臓・神経・肺・消化器・血管・
造血器など様々な臓器に障害をきたします。その中でも腎炎・ネフ
ローゼなどの腎障害を併発することが多く、当院では腎臓内科が膠
原病診療を担っています。代表的な膠原病としては、全身性エリテ
マトーデス・シェーグレン症候群・混合性結合組織病・強皮症・多
発筋炎/皮膚筋炎・ベーチェット病・成人スティル病・リウマチ性多
発筋痛症・関節リウマチ・血管炎症候群(顕微鏡的多発血管炎、多発
腎臓内科部長

血管炎性肉芽腫症、好酸球性肉芽腫性多発血管炎、高安動脈炎、巨

坂 洋祐

細胞性動脈炎など)があります。

治療薬は腎炎・ネフローゼと同様にステロイドが中心となり、免疫抑制剤としてシクロスポリ
ン・タクロリムス・シクロホスファミド・アザチオプリン・ミゾリビンなどを併用しております。
また、近年では膠原病においても生物学的製剤が用いられており、全身性エリテマトーデスに対
するベリムマブや血管炎症候群に対するリツキシマブ・トシリズマブ・メポリズマブなどの治療
にも力を入れております。重症化した膠原病に対して行われる治療として、血漿交換療法・血液
吸着療法などの血液浄化療法があります。これらの治療は透析センターや集中治療室で行われる
特殊な治療であり、腎臓内科としての手腕も問われます。
また、関節リウマチについては、当院整形外科(リウマチ科)と協力して診療にあたっています。
関節リウマチは罹患期間が長いこともあり、慢性炎症・動脈硬化に由来する慢性腎臓病を合併す
る患者が数多く見られます。透析患者も含め腎機能障害を有する患者に対しては、一部の抗リウ
マチ薬で用量調節が必要となります。また、慢性腎臓病自体の管理も必要であり、腎臓内科とリ
ウマチ科とで共同診療を行っている患者さんも数多くいらっしゃいます。
膠原病は様々な臓器に障害を及ぼすこ

年度

ともあり、症状も多彩です。その中でも

総患者数

発熱・関節痛・皮疹などは比較的多く認
められる症状ですので、このような症状

2015

2016

2017

2018

27

33

34

25

全身性エリテマトーデス

5

6

13

4

シェーグレン症候群

3

5

1

2

血管炎症候群

8

10

10

8

が持続する患者でお困りの場合は、ぜひ

リウマチ性疾患

5

12

6

1

当院の腎臓内科へご相談ください。

多発性筋炎/皮膚筋炎

1

0

0

1

強皮症

1

0

0

0

その他

4

2

4

7

※2018 年度は４月～９月までの患者数

腎臓内科における膠原病入院患者数
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春日井市民病院 広報委員会
〒486-8510
春日井市鷹来町 1 丁目１番地１
TEL 0568-57-0057

ホームページ

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp

Tri-net かすがい

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/iryoukankeisha/renkei/tri_net.html

医療連携室

TEL 0568-83-9924

FAX 0568-82-9345

