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各務原市川島笠田、かさだ広場です。
今号の表紙は纐纈照雄さんからのご提
供でかさだ広場です。
写真のタイトルは「遊具と凧 春先 サ
ワヤカな空間」です。
かさだ広場は国営木曽三川公園のひとつ
で、11.5haの芝生広場を中心とした公園
です。
芝生広場には高さ9.3メートルのネット遊
具をはじめ遊具がたくさんあります。
多目的トイレやオムツ替えシート、日よけ
付のベンチなどが配置されています。
訪れた際にはのびのびと一日を過ごせる
ことでしょう。

INDEX

治癒切除不能な大腸がんに分子標的薬を使用した治療方法
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副院長・消化器外科部長 日比 健志

表紙写真募集のお知らせ

画像診断専門医について

皆さんによる各務原市内の風物と写真を広
報誌の表紙としてご紹介しています。次号の
募集については、4月中旬までの予定です。
たくさんのご応募をお待ちしております。
過去のとうかいはこちらからご覧になれます。
http://www.tokaihp.jp/tokai/

▼
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放射線科医長 橋本 成弘／放射線科医長 橋本 奈々子

新任医師紹介／お知らせ
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当院2人目のがん看護専門看護師が誕生しました
市民公開講座「脳卒中にならないために」

ごきげんよう！ホームドクター
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いなばファミリークリニック／かわだ整形外科

公立共済やすらぎの宿
プラザ洞津／ホテル グランヴェール岐山／HOTEL ルブラ王山
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「治癒切除不能な大腸がんに
分子標的薬を使用した治療方法」
副院長・消化器外科部長

分子標的薬（ぶんしひょうてきやく）
とは、なんですか。

日比

健志

合して、血管の新生を抑え、栄養を行き渡ら
せないようにして、大きくなるスピードを低

体内の特定の分子を狙い撃ちし、その機

下させるはたらきがあります。さらに、がん

能を抑えることによって病気を治療するく

そのものの異常血管を修復して正常化す

すりです。がんの治療薬は、がん細胞を死滅

るはたらきもあります。そうすると抗がん剤

させる作用によって治療の効果を得てきま

ががんに届きやすくなるので、大きな治療

した。しかし近年、がんに関する研究が進み、

効果を得ることができるのです。

がん細胞が増殖や転移をするのは、異常な
遺伝子からできた物質が悪さをしているた

分子標的薬の今後

めであることがわかりました。つまり、悪さを

現在、小分子化合物の阻害薬なども含め、

する物質の働きを抑えることができるなら、

病気に合わせて十種類以上の分子標的薬

がん細胞の増殖や転移が抑えられるはずで

が使用されています。こうしたくすりの利用

す。こうした考え方から誕生したのが、分子

が進めば、従来は入院が必要とされるケー

標的薬です。

スでも通院治療や在宅治療ができるように

分子標的薬は、ゲノム・分子レベルで正常

なるため、患者さんが高いQOL（Quality of

な細胞とがん細胞との違いを認識し、がん

Lifeは、
『生活の質』と訳され、人間らしく、

細胞の増殖や転移をおこなう、病気に関与

満足して生活しているかを評価する概念）

する特定の分子だけを狙い撃ちにするので、

を保ちながら治療を続けることができるよ

がん細胞に対する効果がより高く、正常 な

うになっています。

細胞へのダメージが少なくなっています。副
作用がまったくないわけではありませんが、

この分子標的薬を使用した大腸がんの

従来のがんの治療薬に比べると、より患者

治療法についてご関心がございましたら、

さんの負担が少なくなっています。

当院にご相談ください。

分子標的薬「ベバシズマブ」
がんの細胞が大きくなるためには、がん
細胞自身に栄養や酸素を供給することが必
要で、そのためにがんの周辺に新しい血管
を作ります、これを血管新生と言います。こ
の「ベバシズマブ」は、がん細胞がこの血管
新生を促すために分泌するタンパク質に結
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画像診断専門医について
放射線科医長
放射線科医長

橋本 成弘
橋本 奈々子

青色のM受付、放射線検査へ案内されるとレントゲンやCT等の検査を行っています。ここ
で日々撮影されるCT、MRI画像を昨年の10月から、専門家（画像診断専門医）が解析（読影
と言います）し、さらに担当医が確認するといったダブルチェックを行っています。
なぜ、今、 画像診断専門医 が必要なのでしょうか。当院には、レントゲン、CT、MRI、超音
波、核医学検査など多くの画像診断装置があります。それぞれの検査は担当医からの検査
オーダーに始まり、各検査の担当放射線技師が医療に要求される最高の画像を撮影します。
しかし、画像はそれだけではただの「画」にしか過ぎません。撮影した画像データの解析
が求められます。現在の医療の進歩は著しく、新しい技術が次から次へと出てきます。目を
通すべき情報も年々増加の一途で、医療用画像の分野も例外ではありません。いくら専門で
あるとは言え、各診療科の担当医がすべての画像に精通することは困難な状況になりつつ
あります。
そこで画像診断専門医に与えられた役割は、画像から様々な情報を読みとって、担当医に
報告することです。異常があるのか、ないのか。あるとすれば、どのような病気なのか。治療
に必要な情報は。これが私たちの行う画像診
断という医療です。その報告書に担当医が臨
床的な判断を加味し、皆さんの診療につなが
っていきます。時には主治医の想定していな
かった疾患を発見することもあります。毎日大
量の画像を見ていますので「通常と何か違う」
画像は引っかかってきます。一度の検査から最
大限の情報を引き出すことは画像診断専門医
の腕の見せ所でもあります。
読影の様子

画像診断専門医は一般の患者さんからは認知されにくいですが、画像解析（読影）を通し
て病院全体の医療の質を高める役割を持ちます。現代医療のなかで画像検査と無関係な診
療科は無いと言っても過言ではありません。そのため私たちは全ての診療科と連携をとり、
画像診断の質向上をめざしています。
また、かかりつけ医の皆さま、もし画像でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談く
ださい。
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新任
医師紹

平林 祥
外科医長（外科）

介

1月から外科に赴任しました。
地域の皆さんが納得・安心できる丁寧な説明と
治療を心がけたいと思います。
月・木曜日の外来を担当します。
よろしくお願い致します。

当院2人目のがん看護専門看護師が誕生しました
当院で2人目の「がん看護専門看護師」に、緩和ケア病棟の住田俊彦看護師が合格し、
日本看護協会から認定を受けました。
専門看護師は、特定の看護分野において、困難で複雑な健康問題を抱えた患者さん・
ご家族等に対し、より質の高い看護を提供するための知識・技術・実践能力を備えた看護
師です。
その特定看護分野の一つである「がん看護専門看護師」は、がん医療における、イン
フォームドコンセント、治療と副作用、症状の緩和、療養などに関連した様々な問題を抱
える方のサポートを役割としています。

資格取得者からのメッセージ
このたび、がん看護専門看護師の資格を取得しました
住田俊彦です。かん患者さんは、様々な苦痛や苦悩を抱
えながら闘病生活を送っています。私は、様々な職種と協
同して、患者さんやご家族の生きる力を支えていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

東海中央病院 市民公開講座
＜演題＞

脳卒中にならないために

＜講師＞ 東海中央病院 脳神経外科 松久 卓 医師
＜日時＞ 平成26年3月22日（土）
14時00分〜15時30分
（開場：13時30分）

＜場所＞ 東海中央病院 3階 大会議室
<お問い合わせ先> メディカルサポートセンター Tel.058-382-3101
＊＊＊＊＊ 参加申込、費用等は必要ありません。お気軽にご参加ください！＊＊＊＊＊
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22
生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門

→

医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー
る地域医療連携システムをめざしています。

ふ

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき
るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ
まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、

かかりつけの先生が
診察

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。
詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

→

ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

→
→

→

厚

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

→
紹介状持参
東海中央病院にて
診察

無駄な待ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。
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登録医名 門崎 徹
住
所 〒504-0926 上中屋町4-43
診療科

内科・循環器科・小児科
リハビリテーション科

診療時間

午前9:00〜12:00
午後4:00〜 7:00

休診日

水曜午後、土曜午後
日曜日・祝祭日

駐車場

20台

平成18年に開業して以来、子供から高齢者まで、風邪から生活習慣病（高血圧、
糖尿病、高脂血症、腎臓病など）
までいろんな病気や症状の悩みについてお気軽に
相談できるファミリードクター（かかりつけ医）になれるように心がけております。
これからも地域の皆さまのお役に立てるよう努力していきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。

URL http://www.inaba-fc.com/

かわだ整形外科

4 383-0041
6 383-0049

登録医名 河田 好泰
住
所 〒504-0941 三井町1-74
診療科

整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科

診療時間

午前9:00〜12:00
午後4:00〜 7:00

休診日

木曜午後、日曜日・祝祭日

駐車場

32台

平成18年6月に地元で開業させて頂きました整形外科診療所です。
開業当初より手術や詳しい検査を必要とする場合には東海中央病院
との連携をとりながら診療を実施しています。地域の皆様に専門的な
治療が必要な病気から日常の怪我まで気軽にご相談して頂けるような
診療所を目指して努力してまいります。

URL http://clinic-1.jp/web/kawadaseikei/pc/
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CHECK

HOTEL ルブラ王山

平成26年度のお得な宿泊情報

宿泊アニバーサリープラン
お二人様1泊２食26,400円（税サ込）⇒

22,000 円（税サ込）
記念日等に是非ご利用ください

宿泊はデラックスツインでゆ〜ったり♪

バースデープラン ★★★お誕生日のご宿泊が1泊素泊り2名様6,200円（税サ込）★★★

とうかい

生年月日の判るもののご提示をお願いいたします
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 坂本 純一

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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