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肺がん治療センター開設 センター長（呼吸器外科）　渡辺 健寛

西新潟中央病院は今年３月に肺がん治療センターを開設し
ました。　

当院は新潟市西区真砂に位置し、新潟県最大の呼吸器（肺）
疾患の専門病院です。肺炎、肺癌から肺気腫、間質性肺炎な
どの専門性の高い病気に至るまで、呼吸器（肺）疾患全般の
診療にあたっています。今までの当院は昔の結核療養所のイ
メージ強く、呼吸器（肺）疾患の専門施設という認識が地域
住民の方々にも浸透していなかったように思えます。私たちは
地元に密着した医療を行っており、呼吸器（肺）疾患に対する

最先端の治療を
西区、新潟市お
よび近隣の市町
村の住民の方々
に提供したいと
考えています。

呼吸器疾患の
中 で も 肺 が ん
は、がん死亡の
第１位であり急
増しています。

現在呼吸器病棟入院患者さんの約半数が肺がんの患者さんで
す。この現状を踏まえ、当院が肺がん治療の専門病院である
ことを患者さんおよび地域住民の方々に明確にお伝えするた
めに「肺がん治療センター」を立ち上げました。現在本年７
月完成を目指して新病棟を建設中ですが、完成後は３階の病
棟が「肺がん治療センター」になります。

さて、肺がんというと皆さんはどのようなイメージを抱く
でしょうか？多くの方にとっては「不治の病」といった、漠
然としながらも怖い印象の病気かもしれません。しかしこの
10年間に肺がんは早期発見と治療で治る病気になってきまし
た。私たち肺がん治療センターのスタッフは、最初に肺がん
を疑われて当センターを受診したときから、診断・治療そし
て治療後の経過観察に至る過程まで、常に患者さんに寄り
添って一緒に歩んでいきたいと考えています。

最後に肺がん治療の流れについて簡単に説明します。検
診、人間ドック、健康診断、あるいはなんらかの症状で肺に
異常がある場合は当院の呼吸器外来を受診して下さい。胸部
Ｘ線、胸部CTで肺の病変を確認します。次は診断です。気
管支鏡、針生検などで病変の一部を採取し、顕微鏡でみて診
断します。数年前からは採取した病変の一部を遺伝子検査に
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まわし、特殊な抗が
ん剤（分子標的治療
薬）の効き目をあら
かじめ確認するよう
になりました。診断
がつくと全身検査が
行われ、脳・骨・腹
部臓器に転移してい
ないか調べます。こ
れが終了しますと肺
がんの進行度が確
定します。日本肺癌

学会で進行度に応じた治療のガイドラインが出されています

ので、それに従った治療方針が主治医から示されます。治療
は薬物療法、外科治療、放射線治療、緩和医療の４本柱です。
肺がん治療センターでは患者さんの病態に応じてこの４つの
治療の最適な組み合わせ（集学的治療）を考え、提供してい
きたいと考えています。また社会復帰上の問題点、在宅療
養・緩和ケアの悩み、および闘病の過程で生じてくる様々な
社会的・経済的問題を多くの専門家（緩和ケアチーム、在宅
支援室、地域医療連携室のスタッフ）によるチーム医療で対
処・解決していきたいと考えています。
「診断から集学的治療、緩和ケアまで」の一貫した肺がん

診療を完結できる類を見ない施設として、肺がん治療セン
ターはスタートしました。よろしくお願いします。

ソフィア・クラブからの感謝状とブルガリア・ワイン 院長　亀山 茂樹

（左）ブルガリア大使 （左）園田天光光先生 （左）理事長の中馬さん

ソフィア・クラブは、ブルガリアの孤児や心身障害児など恵
まれない子どもたちを救援することを目的とする事業や、日本
とブルガリアの文化交流・友好親善を進める活動を行っている
会員約100名の団体です。名誉顧問はゲオルギ・ヴァシレフ駐
日ブルガリア共和国特命全権大使、会長は元衆議院議員の園田
天光光先生です。

ソフィア・クラブからの招待を受けて、花冷えのする肌寒い
日でしたが、３月30日に東京都渋谷区代々木のブルガリア大使
公邸で行われたパーティーに出席してきました。

皆さんもご存知のことですが、昨年５月にブルガリアのステ
ラちゃんという少女の視床下部過誤腫の手術を当院で行いまし
た。今は発作もなくなり学校へもいけるようになって別人のよ
うになったと感謝のメールをもらっています。このときに、ブ
ルガリアにゆかりのあるソフィア・クラブ（ソフィアはブルガ
リアの首都の名前）の皆さんがチャリティーでお金を集めて援
助をして下さったというのが、きっかけです。その後、理事長
の中馬誠二さんとは何度も連絡を取りあっておりましたが、公
式に招待を受けて家内ともども出席したのです。ブルガリア大
使公邸は、作りは洋風で庭は日本式のもので桜の花が散って苔
庭に少しピンクがかった雪が積もっているような感じできれい
でした。最初は、武蔵野音楽大学卒の平島こずえさんのピアノ
コンサートがあり、比較的ポピュラーな名曲を楽しみました。
武蔵野音大といえば数ヶ月前に当院のロビーでピアノを練習し
ていた視床下部過誤腫の患者さんが武蔵野音楽大学ピアノ科に
合格したことを思い出し、パーティーの時にそのことをお話し
しましたら、平島先生もうれしそうにされていました。１年目
の定期検査で入院するときに当院でロビーコンサートをしてい
ただく約束になっています。

ピアノコンサートの後、紹介されて、ステラちゃんの術後の

近況を報告しステラちゃんの
ために多大な援助を賜った感
謝を伝えました。新潟という
地方で世界的な治療を行って
いるということに多くの出席
者が驚いていました。そのと
きに思いがけなくも、ソフィ
ア・クラブの園田天光光先生

（元の園田外務大臣の奥様で
94歳）から感謝状を授与さ
れました。同時にブルガリア
大使からお礼としてブルガリア・ワインをいただきました。私
からも援助に対する感謝として中馬さんとブルガリア大使に

「亀の翁」を１本ずつ差し上げました。大使は、お酒と一緒にお
寿司をたくさん食べたいとおっしゃっていました。

その後、チャリティーパーティーに移り、クラブの会員の皆さ
んに取り囲まれて質問攻めに会いました。クラブの会員には各界
の名士が名を連ねており、渋谷区長さん、元駐ブルガリア大使な
ど多くの方と名刺交換し懇談しました。元ブルガリア大使の松井
啓先生は新潟市のご出身で、70代前半で新潟やブルガリアのこ
ともいろいろとお話しを出来ましたが、ブルガリアは良いところ
なので「是非訪問して下さい」とおっしゃっていました。

視床下部過誤腫の手術数も徐々に増えており、今年はロシア
からの患者さんが12名も予約されています。今年中にはおそら
く100例に達すると考えています。メードイン西新潟中央病院
の手術で国際貢献が出来ることは、当院の高次元のミッション
として今後もしっかりと継続してゆく必要があると考えていま
す。一人でも多くのステラちゃんのような子どもを救いたいと
いう気持ちを大切にしましょう。

宮尾Dr.率いる緩和ケアチーム
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2013年３月てんかん治療研究振興財団より視床下部過
誤腫センターのチームが「難治性てんかんを合併した視床
下部過誤腫に対する定位温熱凝固術」の研究に対して研究
褒賞を授与されました。

各職場、職種で長きにわたり患者さんのため、あるいは
職員のために一生懸命に勤務していただいた方にこの度永
年勤続の表彰が執り行われました。これからも医療・患者
サービスの向上、働きやすい職場作りを目指し努力してい
きたいと思います。

５月10日（金）新潟ふるさと村にて看護の日のイベ
ントを開催してきました。

130名を超える市民の方々の参加があり、健康チェッ
クや医療相談など大盛況に終えることができました。

これからも皆さま方の健康管理のお力になれるよう、
継続して参りたいと思います。

視床下部過誤腫センターチーム研究褒賞および永年勤続表彰

TeNY医療の広場「専門医のススメ」に赤坂 紀幸 神経小児科医長が出演しました

看護の日 ―新潟ふるさと村にて― 看護師長　小林 和加子

てんかん発作
の応急処置

子どものてんかんについて

◆衣服をゆるめ、静かに寝かせる
◆顔は（体全体を）横向きに
◆割り箸などを咬ませたりしない
◆発作の様子をよく観察
　（どのような発作か、持続時間、意識の有無）
 ◆５～10分以上で救急車
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医師の
紹介
DOCTOR INTRODUCTION

神経内科医師

谷　卓（たに たかし）
専門分野：神経免疫、神経内科全般

2013年３月23日、呼吸器センター公開講演会「間質性肺
炎セミナー」を開催いたしました。120名もの市民のみなさ
ま方の参加があり、大盛況で閉会いたしました。

斎藤泰晴医師がわかりやすく「間質性肺炎について」―ど
ういう病気？原因は？治療は？―の講演をいたしました。

何回、聴講しても理解することが難しい病気（難病）であ

るとの意見がたくさんありましたが、それでも「聞いて良かっ
た」「来てよかった」など、感謝の気持ちをアンケートでいた
だきました。ありがとうございました。

これからも呼吸器センターとしてこのような講演会を開催
し、呼吸器の病気についてもっとたくさんの方々に知ってい
ただきたいと思います。

第30回 呼吸器センター公開講演会開催 　地域医療連携係

肺の病気もっと
知ってね！

Ｑ　どうして神経内科を？
Ａ　診断をつける過程がパズルを解いていくみたいで

魅力があったから。
　　ちなみにどうして医者に？
　　小さい頃からの夢だったから。
Ｑ　趣味は？
Ａ　登山！…と言ってもトレッキング程度だよ。夏休

みに行ったりします。最近は白馬や蔵王に行きま
した！あと自転車もはじめました。ポタリングだ
けど…。

Ｑ　ポーカーフェイスの先生ですが大笑いします？
Ａ　そりゃーしますよ。覚えてないけど…。
　　映画とかで？
　　学生以来、観てません。
　　（………）
Ｑ　ところで料理とかします？スポーツは？
Ａ　中華鍋や圧力鍋も持ってて結構なんでも作ってま

す！スポーツはし
ないけど、小・中
学生の頃はサッカー部でした。レギュラーじゃな
いけど。

　　見た目だけど分かる気がします(>-<) ごめんなさ
い！

Ｑ　食べ物で好き嫌いありますか？　
Ａ　好き嫌いないのが自慢です！
　　人間が食べられるものならOKです！ (^-^)
　　お酒は？
　　飲みます！ワインも。泥酔はしませんよ。
Ｑ　当院の印象は？
Ａ　５年くらい勤務してますが、働きやすい環境だと

思います。
Ｑ　最後にもし医師になっていなかったら？
Ａ　職人ですね。日曜大工とかもしたりしてます。
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当院は、先代である父が昭和34年
に開院しました。その後、平成10年よ
り私が引き継ぎ、平成17年10月に現在の
場所に移転しました。

ご近所の皆さんのかかりつけ医として、生活習慣病の治療、
お年寄りの往診、お子様の風邪の治療のほか、特定健診、が
ん検診、各種予防接種のほか、禁煙外来も行っております。

重症の患者や検査の必要な患者を紹介するとき、西新潟中
央病院の先生方、連携室のみなさまには、いつも快く対応し
ていただき大変感謝しております。

新潟市西区浦山1丁目３-30青山ハイツ1F
TEL:025-266-5353 

　　　クリニック紹介連

第5回 病院祭 −Open Hospital−新 病 棟 竣 工 式
2013年７月６日（土） 2013年７月７日（日） 13：00～16：00

内容：新病棟内覧会（一般の方）
　　　健康チェック
　　　健康講演会・講習会
　　　その他のイベントあり

問い合わせ：管理課　小出 　　　
TEL 025-265-3171

携

築井医院のかわいいマスコットたち

築 井 医 院
築井　均 先生

スタッフのみなさん

診療時間／曜日 月 火 水 木 金 土

午前 9:00-12:00 ● ● ● ● ● ●

午後 15:30-18:30 ● ● ● ●

【専門領域】
内科全般（生活習慣病）小児科
その他：特定健診・各種予防接種・
禁煙外来など

遊びに
きてね
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2013.5
 ◇受付時間　８：30～11：30　      ◇休診日　土・日曜日・祝祭日　

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

呼吸器内科

午前

大平 徹郎 宮尾 浩美
（肺がん外来） 齋藤 泰晴 大平 徹郎

（在宅呼吸療法）
松本 尚也

（肺がん外来）

齋藤 泰晴 桑原 克弘 松本 尚也
（肺がん化学療法）

宮尾 浩美
（肺がん外来） 杵渕 進一

清水 　崇 杵渕 進一 木村 夕香 桑原 克弘 木村 夕香

清水　 崇 土屋 俊晶

午後
（予約制）

大平 徹郎
（睡眠時無呼吸）

杵渕 進一
（睡眠時無呼吸）

杵渕 進一
（睡眠時無呼吸）

齋藤 泰晴
(びまん性肺疾患)

清水/松本 桑原/宮尾 齋藤/木村

土屋 俊晶
(禁煙外来)

呼吸器外科 午前 （手術日） 渡辺 健寛 （手術日） 広野 達彦 渡辺 健寛

整形外科
午前 内山 政二 高橋 美徳 内山 政二

（手術日）
榮森 景子

午後
（予約制）

高橋 美徳
(骨粗鬆症外来)

高橋 美徳
(骨粗鬆症外来)

高橋 美徳
(骨粗鬆症外来)

小児整形外科 午後
（予約制） （手術日） 榮森 景子

神経内科
午前

小池 亮子 谷　　 卓 松原 奈絵 小池 亮子 長谷川 有香

黒羽 泰子

午後
（予約制）

小池 亮子
（もの忘れ外来）

小池/西澤
(難病相談外来)

機能脳神経外科

午前
増田　 浩

(手術日）

亀山 茂樹 増田　 浩

(手術日）
白水 洋史 増田/白水 白水 洋史

午後
（予約制）

増田　 浩
（ふるえ外来）

新患
（予約制） 増田　 浩 亀山 茂樹

てんかん科
午前 笹川 睦男 笹川 睦男 笹川 睦男

新患
（予約制） 笹川 睦男

神経小児科

午前
赤坂 紀幸 遠山　 潤 遠山　 潤 眞柄 慎一

眞柄/川島 赤坂 紀幸 小林　 悠

午後
（予約制）

遠山　 潤 遠山　 潤

眞柄 慎一
（予防接種）

赤坂 紀幸
 （予防接種）

川島 英志
 （予防接種）

新患
（予約制） 小林　 悠 遠山　 潤 赤坂 紀幸

難病リハビリ 9:00～15:00 松原 奈絵 長谷川 有香 酒井/小池 谷　　 卓 黒羽 泰子

リハビリ
テーション科

第２・４
14:00～17:00 木村 慎二

ペイン
クリニック外科

午前
（予約制） 小形 雅子

編 集 後 記
当院では４月から新たに約50人の職員を迎え、各職場で先輩達から熱い指導を受けながら日々成長
してくれています。フレッシュマンパワーに負けないよう、自分も成長していかなければなりませ
んね。
	 （H・K）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎
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