
 

 

 

 

 

 

 

 ４月から整形外科に赴任してまいりました緒方です。整形外科疾

患の中でも脊椎を専門としております。超高齢社会の現代におい

て、この春日井地区も例に漏れず、脊椎疾患を患っている患者数も

増加していると考えられます。その中でも経年変化をベースにした

変性疾患である、頸椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症は代表的な疾

患で、各診療科の先生方も受け持ちの患者さんから歩行障害、手指

巧緻運動障害、四肢のしびれ、痛みなどの相談を受ける機会が多い

かと思います。軽微な症状に対しては薬物治療が基本ですが、進行

した症例では、神経に不可逆性の変化が及ぶ前の手術治療が必要

で、当科でも対応しています。 

 昨今の低侵襲治療の流れを汲みいれ、腰椎除圧

術・除圧固定術では顕微鏡の使用、経皮的椎弓根

スクリューの使用などにより低侵襲化を図って

います。今後も新しい手技を積極的に習得すると

ともに、取り入れていきたいと考えています。 

 また、がん患者や糖尿病、腎不全を患っている

患者も増加しており、脊椎の破壊性病変（転移、

感染、骨脆弱性に伴う骨折）の症例も多く、こち

らも従来の装具・安静による保存的治療に加え、

前述の低侵襲の経皮的スクリュー固定を利用し

た脊柱支持性の維持、前方アプローチでの病変部

の処置、支柱再建なども行っていければと考えて

おります。 

 もちろん、椎間板ヘルニアや腰痛、頸部痛、肩

こり、脊柱変形など脊椎疾患全般の対応をさせて

いただいております。お困りの症例がありました

らご紹介いただけたらと思います。 

合併症を多数抱える患者さんの手術も増えており、外傷や関節疾患などの他の整形外科疾患同

様、ますますチーム医療が重要となります。今後も皆様と連携し、地域の運動器疾患の患者さん

の ADL の改善、維持に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

Vol.31 令和元年 9月 25日 

春日井市民病院 

整形外科 第三部長 
緒方 研吾 

 

Ｐ１ 脊椎の疾患と治療 
Ｐ２ 皮膚科の新体制 
Ｐ５ 不整脈外来開設 ／ 肥満症治療外来開設 
Ｐ６ DMAT が広域医療搬送訓練に参加 
Ｐ７ Drug Information 歳をとってから便秘気味で 
Ｐ８ 地域医療連携の充実を目指して 

目  次 

脊椎の疾患と治療 
 

  

PB 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「顔のみえる皮膚科連携」を目標に、平成 28 年４月から小田先生と作り上げてきました春日

井市民病院皮膚科は、４年目を迎えました。少しずつではありますが、皆様の温かいご支援の下、

ある程度は形になってきたのではないかと実感しております。本当に感謝の念で一杯です。 

春日井市皮膚科連携の会も平成 29年６月 11日、平成 30年７月７日七夕、令和元年６月 29日

と計３回開催し、最近は、春日井市だけでなく小牧市や守山区の皮膚科の先生、また、内科クリ

ニックの先生にもご参加いただきました。ご紹介いただいた患者さんのその後の経過をフィード

バックし、様々なご意見、アドバイスを頂きながら、少しでも春日井市をはじめとする地域の患

者さんが安心して、皮膚科診療を受けられるようにと努力してきたつもりです。結果として平成

30 年度には 1,231 例の紹介数となり、春日井市の医療にある程度貢献できているのではないか

と感じています。 

今年の４月から、３年間一緒にやってきた相棒の小田先生が名古屋市立大学病院へ戻り、現在

は手術チームのリーダーとして活躍していることは、私としてもうれしく、新しい大変な環境で

も活躍してくれるのではないかと期待しているところです。新しい相棒として、４月から中村賢

人先生が赴任しました。変わらないアクティビティを保てますように、日々精進してまいります

ので、どうか引き続きご支援賜りますようにお願い申し上げます。 

中村先生は、名古屋医療センターで初期研修し、名市大皮膚科で１年間皮膚科後期研修の後、

当院へ赴任しました。実直な性格で、一人ひとりの患者さんと向き合い、丁寧に診療する姿は、

期待の持てる皮膚科医だと感じております。皆様からのご紹介にしっかりと対応できるように、

頼りにされる臨床医として、成長し

ていってほしいと願っています。手

先が器用で、手術も丁寧にこなし、

入院患者さんの信頼も厚く、当地域

の皮膚科診療になくてはならない

存在です。 

 相変わらず男だらけの皮膚科で

はありますが、手術、入院が必要な

患者さんの受入れ、救急疾患の対応

など中核病院の役割を果たすべく

奔走してまいります。 

 

 

皮膚科の新体制 
 

古橋 卓也 医長 
平成 18年 

子どもと総合格闘技 
 

中村 賢人 医師 
平成 28年 
水泳 

 

卒業年次 
趣味 

 

2



 
〇 アトピー性皮膚炎について 

 話は変わりまして、私が皮膚科医になった理由でもあるアトピー性皮膚炎は、これまで満足の

いく治療がなかったと思います。治療においては、患者も診療する側も、はっきり言って「あき

らめていた」時代だったのかもしれません。私も幼少期から、なにかとすぐに赤くかゆくなる皮

膚とともに、かくなかくなと言われ続けて育ちました。多感な時期に皮膚にトラブルを抱えるこ

とは、人格形成にも影響すると感じます。もしも「もしアトピー性皮膚炎患者が皮膚科専門医に

なったら」という本を書く機会があったら、まず冒頭で「本気で、自分の皮膚に向き合うことが

大切です。」と書き始めると思います。ステロイドを毛嫌いすること、民間療法「これをすれば根

治できる」という新聞見出しにすがってしまう気持ちもわかるのですが、これらは自分の皮膚に

向き合うことができず、何かに原因責任をなすりつけているだけだと思うのです。自分の皮膚、

患者さんの皮膚を見つめ続ける中で、ありのままの弱い自分の皮膚を受け入れ、そこから、どう

しらたよいかを考え続けることが大切であるという結論に至りました。今では、自分がアトピー

性皮膚炎で苦しんできた理由が、目の前で皮膚のトラブルを抱えている人の気持ちを理解するた

めだったのだと思えるようになりました。薬やスキンケア用品をモニターするのにうってつけの

皮膚は、仕事柄とても重宝しています。平成 29年４月 13日に発売となったアトピー性皮膚炎の

新薬は「あきらめていた」時代からの幕開けを予感させる薬です。 

 今回は、アトピー性皮膚炎と新しい治療‘デュピルマブ’についてご紹介させていただきたい

と思います。アトピー性皮膚炎は、生まれつき皮膚のバリア機能が弱く、外界の刺激を受けやす

い部分が過剰な反応を起こし、全身に皮膚炎が繰り返し起こる疾患です。長い間、ダニや食べ物

など、体の外に原因があるとの考え方から、それらを除去することが治療だとされてきました。

しかし最近、皮膚のバリア機能を

強くするフィラグリンというタ

ンパク質と、その設計図であるフ

ィラグリン遺伝子などに異常が

あることがわかり、皮膚の防御力

が弱いというこの病気の原因が、

皮膚の中の遺伝子にあることが

分かってきました。こうしたこと

から現在では、原因を外に押しつ

けるのではなく、弱い皮膚で生ま

れてきたことをまず受け入れ、前

述のように、そこからどうしたら

よいかを考えることが大切だと

思います。 

 

〇 春日井市民病院でのアトピー性皮膚炎の治療 

 当院では、皮膚バリア機能・保湿力の測定器によりその人の皮膚防御力を測定し、それに合わ

せたスキンケア指導、薬の塗り方指導をします。自らの肌であらゆる保湿剤を試した自称“塗り

薬のソムリエ”が、「私の肌にはどんな保湿剤が合うの？」という相談にも適切にアドバイスし

ます。画期的な治療薬が発売されてなお、保湿剤から見直す姿勢を貫いています。それでも皮膚

炎をコントロールできない場合に、光線治療、内服治療、注射の治療を、メリット、デメリット

を含め提案していきます。 
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〇 皮膚炎、かゆみを劇的に改善させる新薬“デュピルマブ” 

 ２週間に１回、インフルエンザワクチンと同じように、皮下注射をしていきますが、投与を開

始すると、今まで苦しんできたかゆみが数日後には約半分になり、かいた時の気持ちよさが減少

するため、自然とかいている手が止まります。印象としては、２か月程度でかゆみが１から２割

程度まで軽減し、苔癬化し黒くなった皮膚も徐々に明るくなっていきます。「仕事や勉強に集中

できるようになった。」「ヘアカラーをしたり、おしゃれできるようになり前向きになった。」な

ど、たくさんのうれしい声が集まってきています。 

 

 

〇 自己注射により軽減する自己負担額 

 デュピルマブは、効果が高い薬剤ですが、治療費も決して安くはありません。治療費だけで、

３割負担の患者さんでは年間 60 万円程かかります。しかしながら、今年の５月から自己注射が

可能となり、高額医療制度を活用できる患者さんではかなりの負担軽減となります。これにより、

デュピルマブ治療がかなり身近になってきています。 

 

〇 アトピー性皮膚炎の地域連携 

 クリニックでの高額な治療は、実質的になかなか難しいとも聞いております。この治療を受け

るべき患者さんにスムーズに治療を導入するため、先生方との連携がどうしても不可欠だと感じ

ております。当院では、ご紹介いただきました患者さんにこの治療のメリット・デメリットを丁

寧にお話させていただき、他の選択肢も十分に知っていただいた上で、適応を決めていきます。 

また、我々の姿勢として、しっかりと自分の皮膚に向き合っていただくために、スキンケア指

導も平行して行います。我々の臨床研究におきまして、デュピルマブを投与しかゆみと皮膚炎が

劇的に治まっても、皮膚の角質水分量、つまり乾燥肌の改善は認められなかったことから、ただ

注射をすればいいわけではなく、しっかりとしたスキンケア指導も必要であることが裏付けられ

ています。そして、自己注射を選択される方、そうでない方でも、注射治療は当院で診察させて

いただき、その後ご紹介いただいた先生のクリニックへ逆紹介させていただくシステムを構築で

きるように考えています。 

 

自分の皮膚をあきらめていた人、外用療法や民間療法でもコントロールできていない人、皮膚

炎に対してステロイド内服を余儀なくされている人、皮膚炎があることでやりたいことに一歩踏

み出すことができない人が、もう一度、自分の皮膚に向き合えますように、微力ではありますが、

全力でサポートしていきたいと思っています。 
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不整脈分野の専門的診断と治療を行うことを目的に、令和元年５月か

ら日本不整脈心電図学会不整脈専門医資格を有する大口志央医師によ

る不整脈専門外来を毎週木曜日に開設しました。 
不整脈の治療ではこの 20 年で大きく進歩し、各々の患者さんに適し

た治療を提供するためには、循環器内科医としての一般的な知識に加え

て、特殊な知識と経験が必要とされます。 
徐脈性不整脈の治療では、ペースメーカ移植術を年間 70 例以上実施

し、頻脈性不整脈の治療は、年間 100 例以上の治療を行っています。

カテーテルアブレーションの治療では、心内の電気生理学的情報と３次

元の解剖学的情報を統合し、３D マッピング画像を構築し、心腔内の電

極カテーテルを磁界と電解を用い画像化しサポートする CARTO-3 を

主に用いています。また、冷凍バルーンアブレーションによる治療も行

っており、効率的かつ正確な診断・治療に努めています。 
今後も不整脈に対する診療体制の強化を進めるとともに、個々の患者さんに最適な医療サー

ビスができるように取り組んでいきたいと考えています。 

 

不整脈治療実績 

 

 

 

令和元年６月に腹腔鏡下スリーブ状胃切除術保険適応認定の施設

基準を満たすこととなり、肥満症治療外来を開設しました。 
適応は BMI が 35 以上の高度肥満で併存疾患（糖尿病、脂質異常

症、高血圧、睡眠時無呼吸症候群

のいずれか）があることです。 
高度肥満患者さんは単に栄

養・代謝学的な問題以外に、心理

的、社会的問題を抱えているこ

とが多く、様々なサポートが必

要となります。そのため、当院で 
は外科医、内科医、管理栄養士、理学療法士、公認心理師、

ソーシャルワーカーなどからなるチーム医療のもとに肥満

症治療を行っていきます。 
 

不整脈外来開設 
 

肥満症治療外来開設 
 

循環器内科 第二部長 
大口 志央 

糖尿病・内分泌内科部長 
兼糖尿病センター部長 

松田 淳一 

症例 2015 2016 2017 2018
ペースメーカ移植術・交換術 40 52 58 74
AF(Paf、Pef、CAF、Redo) 40 80 94 87

AFL 3 4 6 1
AT 3 10 2 0

PSVT 15 13 14 10
PVC 8 6 10 7
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注射をすればいいわけではなく、しっかりとしたスキンケア指導も必要であることが裏付けられ

ています。そして、自己注射を選択される方、そうでない方でも、注射治療は当院で診察させて

いただき、その後ご紹介いただいた先生のクリニックへ逆紹介させていただくシステムを構築で

きるように考えています。 

 

自分の皮膚をあきらめていた人、外用療法や民間療法でもコントロールできていない人、皮膚

炎に対してステロイド内服を余儀なくされている人、皮膚炎があることでやりたいことに一歩踏

み出すことができない人が、もう一度、自分の皮膚に向き合えますように、微力ではありますが、

全力でサポートしていきたいと思っています。 
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９月７日（土）に政府の大規模地震

時医療活動訓練が行われ、当院の

DMAT（医師２名、看護師２名、調整員

２名）が参加しました。今回の訓練は

首都直下地震を想定し、埼玉県、千葉

県、東京都及び神奈川県を被災地と

した福岡空港、山形空港、名古屋飛行

場などへの広域医療搬送訓練が行わ

れました。 

広域医療搬送とは、地震や津波な

ど大規模な災害が発生したとき、被

災地域で対応困難な傷病者を被災地

域外の対応可能な医療施設などへ搬

送することです。広域医療搬送では、各医療施設で EMIS を用い広域搬送患者を選定後、自衛隊

の駐屯地や空港、広い平地のある施設などの臨時医療施設（SCU：Staging Care Unit)から、傷

病者を安定化、パッケージングし、航空機やヘリを用いて各地の SCU を通じて治療が可能な医療

機関まで搬送します。この地域では名古屋飛行場（航空自衛隊小牧基地）が SCU 設置場所となっ

ています。 

DMAT で用いている基準では、広域搬送の対象となる患者は、クラッシュ症候群、広範囲熱傷、

体幹・四肢外傷、頭部外傷、集中治療を要する患者などとされています。 

 発生が懸念されている南海トラフ地震等を踏まえ、今後とも災害対策に万全を期していきたい

と思います。 
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広域医療搬送概要図（内閣府ホームページより） 
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便秘は男性よりも女性の頻度が

高いと思っていませんか。しかし、

実際には加齢に伴い男性も女性も

性差関係なく便秘の頻度が上昇し

ます。 

高齢者は、腸管運動機能の低下や

生理機能の変化、筋力・運動量の低

下、食生活の変化などの加齢に伴う

身体的変化が便秘の原因となりま

す。また、パートナーとの別離等の

孤独感などの心理的要因、介護施設

への入所などの生活環境の変化と

いった社会的要因も便秘の誘因となります。さらに、高齢者には担がん患者や腹部の手術を受け

た患者も多く器質的な原因も便秘につながります。 

高齢者は既存疾患に対して処方されている医薬品が多く、すでにポリファーマシーの状況にな

っていることが多くなります。抗コリン薬や抗うつ薬、抗パーキンソン病薬、抗精神病薬などの

医薬品が便秘の原因となります。このような薬剤性便秘では、安易に下剤を出すことは控え、ま

ず原因となる医薬品を中止する、あるいはより便秘を起こす可能性の低い代替薬に変更してはい

かがでしょう。便秘の原因となる薬剤とそのメカニズムは次のとおりです。 
 
薬と便秘のメカニズム 

 

便秘を起こす医薬品の中止が困難な場合は、酸化マグネシウムなどの浸透圧下剤をベースに用

いて、センナ、ピコスルファートナトリウムなどの刺激性下剤の使用は頓用とし必要最小限にと

どめ長期連用による耐性及び習慣性の誘発を避けるよう工夫することが大事になります。また、

新規緩下剤であるルビプロストン（アミティーザカプセル 24 ㎍）、大健中湯など消化管運動改

善薬の併用も有効です。  

薬の種類 便秘のメカニズム
抗コリン薬（ブチルスコポラミン錠10mgなど）
ドパミン作動薬（マドパー錠など）
三環系抗うつ薬（トリプタノール錠25mgなど）
抗てんかん薬（テグレトール錠200mg）
抗ヒスタミン薬（レスタミン錠など）
抗不整脈薬（リスモダンカプセルなど）
頻尿過活動膀胱治療薬（バップフォー錠10mgなど）

抗コリン作用による消化管の緊張や運動の低下

フェノチアジン系抗精神病薬
（コントミン糖衣錠12.5mg、ノバミン錠5mgなど）

腸管の筋層間神経叢障害

麻薬系鎮痛薬
（オキシコドン徐放カプセル、ＭＳコンチン錠など）

腸管神経叢でのアセチルコリン分泌抑制腸管壁からのセロトニン遊
離による腸平滑筋の静止緊張の上昇

非ステロイド性抗炎症薬
（ロキソプロフェンナトリウム錠60mg、セレコックス錠100mgなど）

プロスタグランジンの合成を抑制し、腸管運動の低下

緩下剤
（センノシド錠12mg、ピコスルファートナトリウム内容液など）

腸平滑筋の緊張と収縮性消失による腸管の蠕動抑制

制酸剤（水酸化アルミニウムなど） 収斂作用
陰イオン交換樹脂の脂質異常症治療薬（コレバイン錠500mg）
カルシウム製剤（アスパラ‐CA錠200）

腸管内で膨潤した薬剤から大腸で水分が吸収されるため

鉄剤（クエン酸第一鉄Na錠50mg） 腸管の粘膜を刺激し副交感神経を抑制するため腸管運動が低下する
利尿剤（フロセミド錠20mg、スピロノラクトン錠25mgなど） 脱水により硬い便塊が形成
カルシウム拮抗薬（アムロジピン錠5mg、アダラートCR錠20mgなど） 直腸Ｓ状結腸の運動不全

歳をとってから便秘気味で 
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〇 春日井市民病院「顔の見える医療連携」の会を開催いたしました。 

 令和元年６月 15 日（土）に当院の医師・歯科医師と地

域の医師・歯科医師の交流を深め、患者さんが住み慣れた

地域で安心して暮らせるよう地域完結型の医療の推進を

目的に当会を開催いたしました。当院からは 44 名が出席

し、春日井市医師会員 52名、春日井市歯科医師会員 12名、

小牧市内の当院登録医療機関の先生方８名に出席いただ

きました。会の中では、診療科の壁を越えて、紹介状など

の書面とは異なり、顔を突き合わせて親睦を深めました。 

 今後とも、地域の医療連携にご理解、ご協力いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 

 

〇 地域医療連携ネットワークシステム「Tri-net かすがい」に新機能 

「Tri-net かすがい」は、インターネットを利用するこ

とで、当院との間で紹介がある患者さんの当院が有する診

療情報を閲覧していただくことが可能となります。診療情

報を継続して閲覧していただくことで、より安全で切れ目

のない医療の提供を目指しています。また、外来診療や CT、

MR 等の検査予約が可能ですので、患者さんの希望に応じた

予約の取得が簡易に行えます。平成 29年 10月から稼働し、

導入施設数は、72施設に到達しました。利用している先生

方からは、検査結果や画像検査、処方、経過表などを閲覧

できることや電話や FAX より手間なく予約が取れることで

高い評価をいただいています。そして、令和元年８月から

は新たに透析レポートが閲覧可能となり透析条件や透析中

のバイタルの変動を確認していただくことで、患者さんの

状態をより詳細に確認していただけます。 

申込を希望されるご施設におきましては、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。申込内容を確認し、接続の

日程を調整の上訪問させていただきます。 

 

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 

 

 

 

 

 

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 
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地域医療連携の充実を目指して 
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