
 
 
 

 
 
 
 

 

 

当院の連携医療機関の先生方におかれましては、日頃、医療連携事業

にご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

当院は、４月１日より渡邊有三先生から成瀬友彦先生に院長職が引き

継がれ、新体制がスタートいたしました。平成 30 年度の当院の紹介率

は 80％、逆紹介率は 100%を超え、愛知県内でトップクラスとなり、病

診連携 ICT「Tri-net かすがい」の登録数も順調に増え、連携医療機関

の皆様とより良い関係が築けているのではないかと推察しております。

10 年前に私が医療連携室長を拝命した頃に比して、お叱りの言葉より 

お褒めの言葉を聞くことが明らかに多くなったと思いますが、成瀬院長も申しておりますように「信

頼を得るのは 10 年、失うのは 10 秒」ですので、慢心せずに取り組んでいきたいと思っております。 

この１年の医療連携関連の出来事として、当院運営の医介連携 ICT「春日井さくらネットワーク」

は、春日井市在宅医療・介護ネットワーク「かすがいねっと連絡帳」として春日井市に管理･運営を引

き継いでいただきました。このため、当院の運営担当部署としては、育てた子どもが巣立っていった

ような寂しさがありますが、より多くの医療機関や介護事業者等が利用できるようになったことは大

きな進歩と考えます。 

地域連携クリニカルパスは、病病連携が主体の脳卒中パス・大腿骨頚部骨折パスのみならず、病診

連携が主体のがん地域連携パスが愛知県内で活発に実施されている有数の地域になるとともに、循環

器内科小栗医師らによる「心不全ノート」など様々な循環器疾患でも展開されております。これは、

患者数が多数となる疾患における“疾病管理”を院内だけでなく院外・地域にも拡大していき、地域

全体で患者を診ていくという流れを作るものであります。 

現在の急性期病院の入院は、患者の疾患を治癒・軽快させるだけではなく、退院後の生活に問題が

生じないように、入院時から退院支援・転院支援を進めるようになってまいりました。当院では６年

前からこの事業に取り組んでおりますが、昨年度から入退院支援センター「さくらカウンター」を開

設し、入院治療の効率化と精緻化を推進しております。 

様々な医療連携事業を展開しておりますが、高齢患者に関連した事業が多くなってきております。

春日井市の推計では、2025 年には 75 歳以上の後期高齢者が現在の 1.5倍の約 50,000人、要支援・要

介護認定者は 15,000 人以上、認知症高齢者は約 10,000人となります。このような状況において、地

域包括ケアシステム構築については、春日井市当局・春日井市医師会・春日井市歯科医師会・春日井

市薬剤師会など関係団体が様々な努力をし、着々と前進はしておりますが、様々な困難な課題がある

事も事実であります。しかしながら我々、医療・介護に携わる者は、これらの高齢者を含めた地域住
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民の方々が、健やかに生き、そして穏やかな最期を迎えられるようにすることが使命なのではないで

しょうか。知恵を出し合い、ともに汗をかき、連携することにより乗り越えられることは多いと思い

ます。 

当院は、春日井市の急性期医療の中核となるため、今の状態に安住することなく更なる研鑽を積ん

で行こうと考えております。今後もご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
令和元年を迎え、院長に成瀬友彦先生が就任するなど、新しい体制となりました。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、病態整理をします。そして、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

を医療相談の形で開設しています。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。 

血液・腫瘍内科の顧問として赴任し 1 年が経ちましたが、この間、多くの先生

方から患者さんのご紹介を頂きありがとうございました。本紙面を借りてあらた

めて御礼申し上げます。当科では鉄欠乏性貧血や特発性血小板減少症などを始め

とする良性の血液疾患および、悪性リンパ腫、骨髄腫、白血病などの造血器腫瘍

の診療を行っていますが、外来診療態勢は私が週 2 回、名古屋大学血液内科から

の応援医師２名が各々、週１回で、月曜日から木曜日まで外来診療を行っていま

す。ただ、入院での診療態勢が不十分ですので、急性白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫などの造血器腫

瘍で造血幹細胞移植や強力な化学療法など入院での治療を必要とする疾患は、適確な診断後に愛知県

がんセンター、小牧市民病院、陶生病院などに紹介させていただいていますが、慢性骨髄性白血病、

真性多血症や本態性血小板増多症などの骨髄増殖性疾患、特発性血小板減少症など、外来で治療可能

な血液疾患につきましては診断、治療まで行っています。今後も、血液疾患を疑われました場合は、

お気軽に患者さんをご紹介くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
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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、腎生検を実施し的確な診断を得られれば、進行を防ぐことが可能です。

そして、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

んにつきましては、ぜひ腎臓内科へご紹介ください。 
腎不全患者に対する透析医療も行っており、施設血液透析だけでなく、腹膜透析や在宅血液透析に

も力を入れております。また、腎移植外来も併設しており、患者さんのニーズに合わせ、様々な治療

選択肢を提供することが可能なため、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。 

今年度、糖尿病・内分泌内科は常勤スタッフ医師が増員されました。糖尿病を

中心に、甲状腺、脂質異常症、肥満症や副甲状腺、副腎、下垂体など代謝内分泌

内科疾患についても当科が担当しております。患者の背景に応じた目標設定、き

め細かい生活習慣改善指導を目指します。糖尿病初発、血糖コントロール不良、

低血糖などの血糖変動、合併症評価、妊娠合併、再教育の必要な患者などぜひ当

科へご紹介ください。また、当院では 2017 年度から外科など複数科との連携を

強化することにより、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おり、今夏

より週１回ではありますが肥満症紹介外来も設置予定です。 
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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

ど患者の多彩な主訴に対して診療をしています。特に、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後４時間 30分以内のアルテプラーゼ静注療法は、薬剤の

投与開始が早いほど良い治療で、2018 年は脳梗塞入院 396例のうち、99例に治

療を行っています。もの忘れ外来では、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。 

 

 

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

と多岐にわたる上、診断や治療に難渋することも多い分野です。 

①呼吸器悪性疾患の代表である肺がんは予後が悪いことで知られていますが、

遺伝子治療や免疫療法など治療内容の進歩によって生命予後は確実に延長して

います。その分患者の在宅診療の希望や看取りの機会も増え、当院だけでは対応

できないことも多くなっております。②慢性呼吸不全は、COPD診療において

AC.net（愛知県COPDネットワーク)という枠組みに参画しており、かかりつけ医と専門医とがそれぞ

れの特徴を生かすことにより、患者に対して良質な診療を提供できる仕組みであり、徐々に成果も出

てきています。③感染症は、肺炎球菌ワクチンの接種促進を啓蒙した上で、入院が必要な症例につい

ては速やかに対応し、治療を行っております。治療後の経過観察などにおいては、外来でのフォロー

をお願いすることも多くなっております。④免疫・アレルギー疾患である気管支喘息は、COPDと同じ

く当院で精査・定期チェックを行い、投薬などをかかりつけの先生方に依頼させていただいておりま

す。いずれもかかりつけ医である先生方と歩調を合わせていくことが必要と考えておりますので、今

後とも連絡を密に取らせていただき春日井市の診療を盛り上げていきたいと考えております。  

     

医長 今井 和憲 医長 遠藤 利洋 医師 村尾 厚徳 医師 八木 覚 医師 川上 裕 
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当科は地域の皆様に安全で質の高い医療を、そして患者に寄り添う温かい医療

を提供し続けることを使命とし、常勤スタッフ 12 名がお互い切磋琢磨し、日夜

全力で診療に励んでおります。消化管、肝臓、胆膵の各領域の疾患リーダーが核

となり、若手医師と検討を重ね協力して診療にあたっています。ダブルバルーン

小腸内視鏡、胆管・膵管鏡システム（SpyGlassTMDS）、EUS-FNA などの医療機器や

食道・胃・大腸 ESD、EUS-BDなどの検査・治療手技を積極的に導入するとともに、

外科、放射線診断科・治療科、病理診断科とも密接に連携をとりながら最善の医療に取り組んでいま

す。急性期だけでなく、慢性期、人生の最終段階の患者さんの緩和医療や在宅医療にいたるまで切れ

目のない医療を構築するためには、地域の医療機関のご協力が不可欠であります。今後ともご支援と

ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

当科は、現在医師１名、公認心理師（臨床心理士）２名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。 

外来診療のみで入院施設はなく、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。 
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医長 今井 和憲 医長 遠藤 利洋 医師 村尾 厚徳 医師 八木 覚 医師 川上 裕 

     

部長 岩木 舞 医長 野木森 健一 医長 小林 大祐 医長 松本 修一 医師 笠原 千夏 

  

専攻医 全並 正人 専攻医 太田 翔 

脳神経内科 脳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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６人の常勤スタッフが、地域のニーズに応えることができるよう、精力的に働

きます。虚血性心疾患に対する冠動脈インターベンション、不整脈疾患に対する

カテーテルアブレーションやペースメーカー植込みといった専門性を要する医

療に積極的に取り組むだけでなく、心不全に対しては、総合病院としての充実し

た内科系専門医と密に連携して、「心臓だけでなく全身を診る」包括的管理を行

っています。2019年度は、①循環器内科医師が毎日当直し緊急症例に素早く対応

します。②不整脈専門外来を毎週木曜日午前に開設し、心房細動をはじめとした各不整脈疾患の診断

と治療に真摯に取り組みます。③心不全患者を「地域全体で診る」活動を、地域の先生と共同制作し

た地域連携パスを用いて継続したいと考えています。 
循環器内科専用 PHSがございますのでお困りの時はいつでもご連絡ください。 

24時間循環器直通携帯電話：080-6942-1608 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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２名の体制です。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、各診療科との検討を行い、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。 

 
 
 

  

  
 

部長 大口 志央 医長 西村 和之 医長 泉 和宏 

 
  

医長 安田 健一郎 医師 高原 邦彦 専攻医 山添 伸二 

 

医長 立山 尚 

病理診断科 病理診断科部長 吉田 めぐみ 

循環器内科 医務局長兼循環器内科部長 小栗 光俊 

6



 
 

当科では小児の血液・腫瘍、循環器、アレルギー、内分泌、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

の幅広い領域で初期対応が可能です。診断のための方策として、一般的な血液検

査・画像検査はもとより、骨髄穿刺、腰椎穿刺、心エコー、マスター心電図、ホル

ター心電図、MRI、シンチグラム、脳波、食物負荷試験を含む各種負荷試験、アレ

ルゲン検査、各種造影・透視検査など様々な検査を実施し判断しております。より

高度な、或いはより専門性の高い医療が必要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、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。 
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医師 竹内 陽平 専攻医 水谷 修平 
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2014 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。2018 年４月に「高精度

放射線治療センター」を設立し、昨年度は新規治療数が約 20％増加いたしまし

た。治療患者数の増加は各診療科や他院の先生方のご紹介あってのものです。深

く御礼申し上げます。当院におけるがん治療の底上げに当科も寄与できるよう、

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提供していきたいと考えています。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。 

 
 
 
 

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３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 30年度は 31,610名が当院救急外来を受診、

その中で 9,648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。 

 

 

  

 

医師 山田 裕樹 

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 

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 
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“プロとして質の高い手術”がモットーです。当科は消化器外科領域の最難関

手術である肝胆膵外科において高度技能専門医を育成する修練施設Ａに認定さ

れています（日本肝胆膵外科学会ホームページ参照）。高次医療機関の大学やが

ん専門治療施設でもＡ認定の取得が容易ではない中、市中病院でありながら秀逸

な技能と多くの症例数、良好な手術成績を全国的に高く評価されています。一方

で、低侵襲治療にも注力し、胃・大腸はもちろん、進行食道がんや肝臓の手術に

対しても安全に鏡視下手術を行っています。また、“肥満症を低侵襲手術で治す”という新たな治療で

ある腹腔鏡下スリーブ胃切除術も症例数を重ねており、今年７月の保険収載を目指しています。 

このように様々な病態へ対応できるよう弛まぬ研鑽に励むとともに、手術待機日数も短くするよう

に努めていますので、治療困難な患者でも何なりとご相談ください。 

 

 

  

     

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 藤枝 裕倫 

  
   

医長 山田 美保子 医長 豊田 良鎬 医長 岩田 力 医長 影山 優美子 医師 森山 瑞紀 

   

医師 山本 美里 専攻医 李 昌史 専攻医 孫 起和 

外 科 系 診 療 科 
外科 副院長兼外科部長 山口 竜三 
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2018年度の当科の治療件数は腹部大動脈・腸骨動脈瘤 24例、その他の動脈瘤

７例、動脈閉塞性疾患 155例、下肢静脈瘤 43例、外傷等の出血性病変 45例でし

た。動脈瘤、動脈閉塞疾患、静脈瘤の患者の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いただきました患者です。また、出血性病変は当

院他科にて入院加療中の患者に発生した症例が多く、出血性病変に対し血管内治

療の手技を用いることで大きな手術を回避できるよう努めています。スタッフは

２人であり、院内では弱小科ではありますが、今年度も「安全第一」を基本方針として治療に臨んで

いく所存です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018年の整形外科の手術件数は 1,243件と昨年よりさらに増加し、その内、骨

折の手術は 835 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

ており、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％が施行しています。また、皆様からのご紹介が多い人工関節置換術、

靱帯再建術といった関節手術 161 件、橈骨遠位端、手指の骨折 140 件、手の外科

手術 95 件（骨折を除く）、脊椎手術 41 件と幅広く手術を行う一方、関節リウマ

チ、骨粗鬆症、変性疾患の薬物治療にも取り組んでおります。４月から背椎外科の緒方医師、手の外

科の大野木医師が加わり、さらに厚く皆様からのご紹介に対応できると考えています。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 玉井 宏明 

     

部長 久保田 雅仁 部長 鈴木 浩之 部長 緒方 研吾 部長 平出 隆将 部長 村瀬 熱紀 

  

医長 大野木宏洋 医師 植田 晋太郎 

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 医務局長兼整形外科部長 泉田 誠 
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近年、脳神経外科領域での医学技術の進歩には目覚ましいものがあります。血
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医長 玉利 洋介 医長 白石 大門 医師 西井 智哉 

   

医長 奥村 敦子 医長 髙村 志麻 医師 前田 千花子 

   

医師 田中 秀明 専攻医 藤本 裕基 専攻医 玉木 修作 

脳神経外科 脳神経外科部長  林 重正 

産婦人科 産婦人科部長 伊藤 充彰 
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部長 玉井 宏明 

     

部長 久保田 雅仁 部長 鈴木 浩之 部長 緒方 研吾 部長 平出 隆将 部長 村瀬 熱紀 

  

医長 大野木宏洋 医師 植田 晋太郎 

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 医務局長兼整形外科部長 泉田 誠 
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前立腺がん地域連携パスが完成しました。県下統一パスとして名古屋大学、名

古屋市立大学、中京病院と会議を繰り返し、「がん治療連携指導料（300点）」の

算定まで漕ぎつけました。今後は、県下広範囲に広がることを期待しております。

なお、前立腺がん手術後のパスのため、放射線治療は適応がないことをご了承く

ださい。 

新しく高出力のレーザー装置を導入し、尿管結石専用である低出力レーザー装

置では適応が難しかった、経尿道的前立腺核出術も適応可能となり、高齢者の排尿障害の原因となる

前立腺肥大に対して、安全かつ効率のよい治療を提供していきます。 

抗がん剤治療においては、免疫チェックポイント阻害薬や種々の分子標的薬なども増えており、新

しい方針、新しい機械、新しい薬剤等と共に、常に新しい泌尿器科であり続けたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2019年度版 皮膚科３大ニュース 

１.心機一転 男だけの２人体制！  

４月から名古屋市立大学病院から、中村賢人先生（平成 28年卒）が赴任しまし

た。地域連携においても２人で貢献できればと思います。 

２.アトピー性皮膚炎治療デュピクセント自己注射開始！ 

アトピー性皮膚炎に対する画期的な治療であるテュピクセントが、今年度から

自己注射が可能になり費用負担がかなり軽減されます。導入から維持にスムーズに移行できますよう、

連携をつなげていければと思います。 

３.初年度の 1.4 倍も紹介していただきました！ 

紹介患者数は、当院へ赴任した３年前は１年間で 860人

でしたが、昨年度は約 1.4 倍の 1,231 人でした。紹介患者

フィードバックの会も、ほぼすべての皮膚科クリニック先

生方や内科外科クリニックの先生方にも多数ご参加いた

だき、顔の見える連携が形になってきていると実感してい

ます。今年度もどうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 
 

   

  

部長 春日井 震 部長 松沼 寛 

 

専攻医 中村賢人 

泌尿器科 泌尿器科部長 福原 信之 

皮膚科 皮膚科医長 古橋 卓也 
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常勤医師３名（うち、１名産休中）、ORT４名体制の診療を行っています。 
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ております。 

白内障、緑内障併発眼においては、視野、眼圧の状況に応じて低侵襲緑内障手

術（MIGS）、線維柱帯切開術の併用を検討させていただきます。 

今年度はロービジョンの方への案内、処方に力を入れていく予定です。ロービジョンの方で相談希

望の方がみえましたらぜひご紹介ください。迅速な対応を心がけてまいりたいと思いますので今後と
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医師 山口 沙織 医師 小森 汐里 

  

医師 本田 徹 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 

 
 

前立腺がん地域連携パスが完成しました。県下統一パスとして名古屋大学、名

古屋市立大学、中京病院と会議を繰り返し、「がん治療連携指導料（300点）」の

算定まで漕ぎつけました。今後は、県下広範囲に広がることを期待しております。

なお、前立腺がん手術後のパスのため、放射線治療は適応がないことをご了承く

ださい。 

新しく高出力のレーザー装置を導入し、尿管結石専用である低出力レーザー装

置では適応が難しかった、経尿道的前立腺核出術も適応可能となり、高齢者の排尿障害の原因となる

前立腺肥大に対して、安全かつ効率のよい治療を提供していきます。 

抗がん剤治療においては、免疫チェックポイント阻害薬や種々の分子標的薬なども増えており、新

しい方針、新しい機械、新しい薬剤等と共に、常に新しい泌尿器科であり続けたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2019年度版 皮膚科３大ニュース 

１.心機一転 男だけの２人体制！  

４月から名古屋市立大学病院から、中村賢人先生（平成 28 年卒）が赴任しまし

た。地域連携においても２人で貢献できればと思います。 

２.アトピー性皮膚炎治療デュピクセント自己注射開始！ 

アトピー性皮膚炎に対する画期的な治療であるテュピクセントが、今年度から

自己注射が可能になり費用負担がかなり軽減されます。導入から維持にスムーズに移行できますよう、

連携をつなげていければと思います。 

３.初年度の 1.4倍も紹介していただきました！ 

紹介患者数は、当院へ赴任した３年前は１年間で 860人

でしたが、昨年度は約 1.4倍の 1,231人でした。紹介患者

フィードバックの会も、ほぼすべての皮膚科クリニック先

生方や内科外科クリニックの先生方にも多数ご参加いた

だき、顔の見える連携が形になってきていると実感してい

ます。今年度もどうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 
 

   

  

部長 春日井 震 部長 松沼 寛 

 

専攻医 中村賢人 

泌尿器科 泌尿器科部長 福原 信之 

皮膚科 皮膚科医長 古橋 卓也 

12 13



 
 

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、危機管理などにも精通し、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安全な手術医療および集中治療の実現に貢献してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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。治療に対する恐怖の強い方や嘔吐反射の方の抜歯、全身疾患

がある患者の抜歯も、周辺地域の歯科医院との連携で行っています。睡眠時無呼

吸症候群については、院内・外の医師の診断に基づくご依頼に応じて口腔内装置

を作製しております。 

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 森田 麻己 部長 近藤 俊樹 

  

部長 脇田 壮 医長 堀部 宏茂 

麻酔科 麻酔科部長 高橋 利通 

歯科口腔外科 歯科口腔外科部長 丹下 和久 
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緒方 研吾 
整形外科 部長 
前任：西部医療センター 
「特に脊椎を専門にしており、診

療・治療を通し地域医療に貢献し

たいと思っております、どうぞよ

ろしくお願いいたします。」 

 渡邊 梨紗子 
糖尿病・内分泌内科 医長 
前任：春日井市民病院臨時職員 
「地域の皆様が安心して糖尿病・内分泌

の治療に取り組めますよう努力して参

ります。何卒宜しくお願い申し上げま

す。」 

 
田上 和憲 
小児科 医長 
前任：あいち小児保健医療総合センター 
「小児科一般に加えて、食物アレ

ルギーを中心とした小児アレル

ギーの専門教育を経験してきま

した。その経験をこの地域に還元

できればと考えております。」 

 
岩田 力 
外科 医長 
前任：東海記念病院 
「再び春日井市の地域医療に貢献でき

ることに喜びを感じております。よろし

くお願いいたします。」 

 

白石 大門 
脳神経外科 医長 
前任：市立四日市病院 
「脳神経外科領域全般を幅広く

取り扱っております。地域の皆様

と一緒に患者さんに携わりたい

と思います。よろしくお願いしま

す。」 

 西村 和之 
循環器内科 医長 
前任：名古屋大学附属病院 
「地域の医療機関の皆様と連携をとり、

春日井地区の医療に貢献したいと思い

ます。宜しくお願いいたします。」 

 

 小林 大祐 
呼吸器内科 医長 
前任：県立多治見病院 
「春日井市の医療に貢献できる

よう頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。」 

 大野木 宏洋  
整形外科 医長 
前任：小牧市民病院 
「春日井の地域医療に貢献できるよう

精一杯頑張ります。まだまだ未熟ではあ

りますが、手外科を専門に考えておりま

す。よろしくお願いいたします。」 

 
川上 裕 
脳神経内科 医師 
前任：名古屋第二赤十字病院 
「地域医療に貢献できるよう精

進いたします。至らぬ点も多々あ

るかと思いますが、ご指導・ご鞭

撻の程よろしくお願いします。」 

 笠原 千夏 
呼吸器内科 医師 
前任：中部労災病院 
「地元である春日井市で働くことを楽

しみにしており、また少しでも市民の皆

さんのためになるよう頑張りますので、

よろしくお願いします。」 

 
舟橋 夕貴子 
糖尿病・内分泌内科 医師 
前任：愛知医科大学病院 
「糖尿病を中心に他の内科疾患

の治療に従事して参ります。春日

井市民の皆様のお役に立てるよ

う精進しますので、よろしくお願

い申し上げます。」 

 

新任医師紹介 

初期研修医１年目 医科 10 名、歯科２名 

1日でも早く地域に貢献できるよう努力してまいります。 
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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 森田 麻己 部長 近藤 俊樹 

  

部長 脇田 壮 医長 堀部 宏茂 

麻酔科 麻酔科部長 高橋 利通 

歯科口腔外科 歯科口腔外科部長 丹下 和久 
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 日本ＡＣＰ研究会は、厚生労働省が患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現する

ための適切な体制のあり方を検証するため「人生の最終段階における医療体制整備事業（モデル事業）」

を実施したことに伴い、国立長寿医療研究センターとこれに参画した医療機関が、今後の日本版のＡ

ＣＰの実践のあり方の検討と日本全国に向けたＡＣＰの普及啓発を目的に設立しました。そして、厚

生労働省は若者を含め、家族・友人などの信頼できる人たちと、輪を囲んで繰り返し話し合うＡＣＰ

の一層の普及に向け愛称を募集し、2018年 11月 30日に「人生会議」と決定し、国内においてＡＣＰ

の重要性や認識が高まってきており、本研究会における活動には大きな期待がよせられております。 

この度、当院のがん相談支援センター部長 會津恵司 が大会長となり、「ＡＣＰの実践」をテーマに

次のとおり開催いたしますのでご参加いただきますようよろしくお願いいたします。詳細につきまし

ては、ホーム―ページを参照してください。 

 

  

「なんとめでたいご臨終 in 春日井」 

岐阜県の小笠原内科で院長として診療に携わり、患者さんが望む形の
「めでたいご臨終」を迎えられるように在宅医療を積極的に取入れている
小笠原文雄先生をお招きします。著書「なんとめでたいご臨終」他、教科
書なども多数執筆しています。 

 
 

「ACPの実践」 
特別講演として、岩手保健医療大学学長の清水哲郎先生をお迎えし、

ACPを倫理的視点から講演いただきます。また、シンポジウムでは、医療、
法律、倫理、行政の専門家にご講演いただくとともに、参加者の皆様と日
本の ACPを共有するためにディスカッションをいたします。この他、一般
演題など、教育講演などを通して、ACPの普及に努めてまいります。 
 
 
【日本ＡＣＰ研究会第４回年次大会運営事務局】 
〒486-8510 春日井市鷹来町１丁目１番地１ 
春日井市民病院 がん相談支援センター 担当：森本、山田 
TEL：0568-57-0684 FAX：0568-57-0067 
E-Mail：acp2019jimukyoku@hospital.kasugai.aichi.jp 
大会ホームページＵＲＬ：https:// plaza.umin.ac.jp/z_renkei/acp_meeting4/index.html 

 

 

ホームページ https://www.hospital.kasugai.aichi.jp 
Tri-net かすがい https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/iryokankeisha/renkei/tri_net.html 

TEL 0568-83-9924 医療連携室 FAX 0568-82-9345 

発 行 元 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 

お知らせ 
日本 ACP 研究会第４回年次大会の開催 

 市民公開講座  ９月 14 日（土）東部市民センター 

 第４回年次大会 ９月 15 日（日）ホテルプラザ勝川 

 問い合わせ 

日本ACP研究会
第 4 回 年 次 大 会
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ACP研究会第4回年次大会事務局 春日井市民病院 がん相談支援センター
Mail：acp2019jimukyoku@hospital .kasugai .aichi . jp　TEL：0568-57-0684　FAX：0568-57-0067

https://plaza.umin.ac. jp/z_renkei/acp_meeting4/index.html
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がん相談支援センター 部長

愛知

共　　  催
後  　　援

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団/一般社団法人 Institute of Advance Care Planning
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〒487-0011 愛知県春日井市中央台2－2－1

ACP研究会第4回年次大会事務局 春日井市民病院 がん相談支援センター
Mail：acp2019jimukyoku@hospital .kasugai .aichi . jp　TEL：0568-57-0684　FAX：0568-57-0067

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 一般社団法人 Institute of Advance Care Planning
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https://plaza.umin.ac. jp/z_renkei/acp_meeting4/index.html

市 民 公 開 講 座

1948年岐阜県生まれ。岐阜県に小笠原内科開院し、院長
として患者さんが望む形の「めでたいご臨終」を迎えられ
るように在宅医療を積極的に取り入れる。
日本在宅ホスピス協会の会長などを務め、テレビ・ラジオ
など多方面で活躍。
著書「なんとめでたいご臨終」他、教科書なども多数執筆。

小 笠 原  文 雄  （おがさわら ぶんゆう）

講師
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