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１．概要
　2017 年度は、部長 1 人（菅沼）、副部長 2 人（竹山、真下）、医員 4 人（大舘、倉橋、米田、飯島）の、
専任スタッフ 7 人で診療を行った。
　患者中心の医療を心掛け、外来・病棟看護師、薬剤師、リハビリテーション技師と協力して診療に当
たっている。また、呼吸器外科医師、放射線科医師とも連携を密にし、治療方針決定のために定期的に
合同でカンファレンスを行っている。
　日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本アレルギー学会の教育認定施設として、研修医や専攻
医の教育に当たるばかりでなく、スタッフ一同もより良い医療ができるよう日々研鑽を積んでいる。ま
た、東三河地区の地域がん診療連携拠点病院の役割を担い、名古屋大学呼吸器内科の関連病院として臨
床研究にも努めている。

（部長　菅沼　伸一）

呼吸器内科・アレルギー内科

肺炎 354件（26.7％）

気管支及び肺の悪性新生物
216件（16.3％）

肺結核 42件（3.2％）

慢性閉塞性肺疾患 108件（8.2％）

喘息 92件（6.9％）

間質性肺疾患 130件（9.8％）

その他の気管支炎 69件（5.2％）

気胸 59件（4.5％）

急性気管支炎 44件（3.3％）

その他の非結核性抗酸菌による
感染症 59件（4.5％）

その他 151件（11.4％）

総数：1,324件２．新規登録疾患
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疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

肺炎 肺炎，詳細不明 296 J189
食物及び吐物による肺臓炎 25 J690

気管支及び肺の悪性新生物 気管支及び肺の悪性新生物，気管支又は肺，部位不明 207 C349
胸膜中皮腫 4 C450

間質性肺疾患 間質性肺疾患，詳細不明 99 J849
肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 23 J841

慢性閉塞性肺疾患 慢性閉塞性肺疾患，詳細不明 67 J449
気管支拡張症 18 J47

喘息 喘息，詳細不明 91 J459
非アレルギー性喘息 1 J451

その他の気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎 39 J42
気管支炎，急性又は慢性と明示されないもの 30 J40

気胸 その他の自然気胸 32 J931
気胸，詳細不明 25 J939

その他の非結核性抗酸菌による感染症 非結核性抗酸菌感染症，詳細不明 59 A319

急性気管支炎 急性気管支炎，詳細不明 44 J209

肺結核 肺結核，細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 25 A162
詳細不明の呼吸器結核，細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 14 A169

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 24,739人 年間外来新患者数 2,346人
　　　　年間入院患者数 27,133人 年間入院新患者数 1,690人

疾　患　名 件　数（件） 疾　患　名 件　数（件）
1 肺炎 1,017 4 間質性肺炎 287
2 気管支喘息 307 5 慢性閉塞性肺疾患 185
3 肺癌 304 計 2,100

　⑵　肺炎別頻度

　⑶　科指定５疾患

肺炎球菌肺炎 59件（5.8％）

誤嚥性肺炎 62件（6.1％）

ニューモシスチス肺炎 29件（2.9％）

インフルエンザ 17件（1.7％） その他 6件（0.6％）

病原体不詳の肺炎 844件（83.0％）

総数：1,017件
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学会発表（医局）
＜呼吸器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当院におけるレジオネラ肺炎18症例の臨床的検討 筆頭演者 菅沼　伸一 第57回日本呼吸器学会
学術講演会 東京都 2017/4/21

2
ヒストグラムを用いた全肺
野の気腫と微小血管の分布
の検討

筆頭演者 真下　周子 第57回日本呼吸器学会
学術講演会 東京都 2017/4/23

3
末梢血液の目視が診断に有
用であった肺動脈腫瘍塞栓
症の1例

筆頭演者 大館　　満 第111回日本呼吸器学
会東海地方学会 名古屋市 2017/5/27

4 胸痛で発症した気管支動脈瘤破裂の1例 筆頭演者 飯島　淳司 第111回日本呼吸器学
会東海地方学会 名古屋市 2017/5/28 S

5
Nivolumab投与後に
pseudoprogressionを認めた
非小細胞肺癌の3例

筆頭演者 米田　一樹 第58回日本肺癌学会学
術集会 横浜市 2017/10/15



研究会発表（医局）
＜呼吸器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 COPDの急性増悪について 筆頭演者 真下　周子 東三河の呼吸器疾患を
考える会 豊橋市 2017/6/12

2 ハイフローセラピーについて 筆頭演者 米田　一樹 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

3
Non-Driver Mutation 
NSCLCに対するトータル
治療戦略を考える

共同演者 竹山　佳宏 Nagoya Lung Cancer 
Forum 名古屋市 2017/9/15

4
肺癌診療におけるキイトル
ーダファーストライン治療
について

筆頭演者 竹山　佳宏 三河　Lung Cancer 
Conference 安城市 2017/9/29



座長・司会（医局）
＜呼吸器内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 一般講演
COPDの急性増悪について 菅沼　伸一 東三河の呼吸器疾患を

考える会 豊橋市 2017/6/12

2 座長 特別講演
COPDの薬物治療の新展開 菅沼　伸一 東三河の呼吸器疾患を

考える会 豊橋市 2017/6/12

3 座長
EGFR変異陽性肺癌の治療
戦略～名大病院における再
生検の現状を含めて～

竹山　佳宏 東三河呼吸器疾患懇話
会 豊橋市 2017/6/30

4 座長 一般演題 竹山　佳宏 Mikawa Lung Cancer 
Conference 知立市 2017/7/7

5 座長
一般演題
ハイフローセラピーについ
て

菅沼　伸一 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

6 座長 特別講演
肺高血圧症と呼吸不全 菅沼　伸一 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

7 座長 基調講演
NSCLC治療の最新情報 竹山　佳宏

Lung Cancer Top 
Level Meeting
in TOYOHASHI
－Novel therapeutic 
strategies targeting 
the ErbB family－

豊橋市 2017/11/2

8 座長
特別講演
実地診療におけるジオトリ
フの使い方

菅沼　伸一

Lung Cancer Top 
Level Meeting
in TOYOHASHI
－Novel therapeutic 
strategies targeting 
the ErbB famil－

豊橋市 2017/11/2




