
　西新潟中央病院外来診療担当医表  2014. １
 ◇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) 清水 　崇

清水 　崇 松山 菜穂 木村 夕香 桑原 克弘 木村 夕香

土屋 俊晶

午後
（予約制）

大平 徹郎
(睡眠時無呼吸) 大平/宮尾/桑原 伊藤　　実

(睡眠時無呼吸)
齋藤 泰晴

(びまん性肺疾患)
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　 浩 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 長谷川 直哉 長谷川 直哉 長谷川 直哉

新患
（予約制） 長谷川 直哉

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

編 集 後 記
昨年は７色の虹色カラーが特徴の病棟（新棟）が完成いたしました。今年は附属棟が完成する予定です。

まだまだ生まれかわる当院に期待してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T・K）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎
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年頭のご挨拶
新年明けましておめでとうございます
比較的穏やかなお正月を迎えられ、2014年という新しい年に大きな希望を感じてい

るかたも多いと思います。その希望に向かって精進することこそが大切だと思います。
皆さまの一年の計はいかがでしょうか。災害のない年であることを願っております。
当院は昨年新病棟の竣工という大事業を完了いたしました。患者さんを始め、ご家
族や近隣の皆さまの多大なご協力とご支援をいただいた賜物と感謝しております。患
者さんたちからは、見晴らしが良く冬も暖かくて快適だという、うれしい評価をいた
だいております。市内西区の中では最も高い建物と自負しています。新幹線や西バイ
パスからも新病棟がよく見えます。悲願でありました「病院の存在が外から見える」ようになりました。病棟を隠していた
数百本の松の巨木も１本を記念として残しただけになり空が広く見えます。
結核病棟は、30床だけの陰圧ユニットに縮小して運用していますが、減少傾向は続いています。県認可の療養介護事業所

「さくら」（重度障害で人工呼吸器を常時必要な患者さんが医療と介
護を同時に受けられる24床の特殊病床）をすべて個室にして完備
しました。てんかんセンター、視床下部過誤腫センターでは新しい
脳波モニタリングユニットを備えました。肺がん治療センターと機
能脳神経外科センターにはICUも完備して地域医療支援病院の体制
を構築しています。
今月１日付で、準がん拠点病院の認定を受けることができました。

これで名実ともに肺がん治療センターの存在を地域の皆さまに知っ

院長　亀山 茂樹

新病棟入口エレベーターホール：西区真砂在住の鈴木 力画伯より寄贈　温かなタッチ、テンペラ画の素朴な風合いの作品です
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2013年12月21日（土）第32回 呼吸器センター公開講演会を
開催いたしました。「冬に流行する呼吸器感染症の予防」と題して
呼吸器内科 桑原医師よりインフルエンザをはじめとした感染症の
予防対策や他者への感染拡大防止の配慮等について講演し、感染
管理認定看護師の鈴木からは正しいマスクの使用、手洗い方法な
ど実演やビデオを用いて感染対策の極意をお伝えしました。来ら
れた方には、大好評で閉会いたしました。

ていただくことが可能になりました。今年中にリニアック棟が完成し、最先端のリニアックが導入されると肺がんの拠点病院
として大きな機能を持ちます。どうぞご期待いただきたいと考えております。
今年も新生・西新潟中央病院の完成に向けて少しずつ整備工事が行われる予定です。市からの委託を受けた児童発達支

援・放課後等ディサービス・生活介護事業所「あかしあ」を現在の２倍程度に拡張して６月には附属棟として完成予定です。
職員は当院にしかできない多くの地域医療を当院が支えていると自負しております。このような地域を支える医療の他に、
外国から難治てんかんの子どもさんをたくさん受け入れて手術しております。これまで８カ国から18人を受け入れています
が、今年もロシアからの入院予約が10人ほどあります。ロシア人の女性通訳ががんばってくれています。このブランド力は
当院の大きな誇りです。
今年も西新潟中央病院をさらに良い病院にしていけるように、大きな夢に向かってがんばります。どうぞ当院を応援して

いただき、温かく見守っていただきたいと思います。

2013年12月５日(木）、歌手の島ゆたかさんと、トランペット奏者の桑野信義さんが当院
を慰問のために来訪され、お二人によるスペシャルコンサートを開催していただきました。
島ゆたかさんは、新発田市の出身で、「サザンクロス」のボーカルとして活動されていま

す。80年代には札幌雪祭りのテーマ曲「好きですサッポロ」が大ヒットし、昭和の人なら
ご存知の方も多いかと思います。
桑野信義さんは愛称「クワマン」で有名ですが、「ラッツ＆スター」のトランペッターと

しての活動のほか、マルチタレントとしてバラエティ番組にも多数出演されております。
今回のスペシャルコンサート実現の経緯ですが、島さんの関係者が当院に入院されてお

り、島さんのご家族に院内コンサートの開催をアプローチしておりました。それを島さん
が快く引き受けてくださり、更に島さんの親友である桑野さんもコンサートの趣旨に賛同、
お二人によるビッグコンサートが実現したのです。
当日は寒さ厳しいあいにくの天候でしたが、入院患者さんを始めそのご家族や外来患者

さん等、大勢の方にご来場いただき会場は超満員で熱気にあふれ、寒いどころか暑くて汗
をかくほどでした。また、演奏の合間に行われたお二人のトークも実に軽妙で、会場は笑いの渦に包まれていました。
予定の１時間もあっという間に過ぎ、最後は患者さん代表による花束贈呈で終演となりましたが、終始、患者さんを始め

とするたくさんのご来場者が楽しそうに口ずさんでおられる姿が大変印象的でしたし、コンサートを通じて患者さんの癒し
になったのではないかと思います。

2014年１月１日より西新潟中央病院が「がん拠点病院に準ずる医療機関」の認
定を受けました。この度、強度変調放射線治療（IMRT）を備え、また外科的手術に
とって代わる定位放射線治療（SRS、SRT）を実現する画像誘導を備えた高精度放
射線治療装置（リニアック）を今年中に導入いたします。リニアック棟の整備も同
時に進んでおり、がん患者さんの総合的な治療を担えるようにこれからも肺がん治
療センターはチーム医療で努力して参りたいと思っております。

第３回まさご集談会総会

第32回呼吸器セミナー公開講演会

島ゆたか＆桑野信義スペシャルコンサート

肺がん治療センターよりお知らせ

庶務班長　小出 人示

2013.12.14 チサンホテル＆コンファレンスセンター新潟にて

おめでとう。第１回に次いで
２回目の最優秀賞受賞ですね。
これからも期待してますよ！

総会が始まる直前のみなさんです。
まだ、緊張してるのがよくわかります。

まさご集談会の事務局のみな
さん。集談会後の記念撮影で
す。ホッとされ、これから忘年
会へ向かいます。

最優秀賞に輝いた松本医師の
「肺がん治療センターにおける
高齢者肺癌の内科治療」のス
ライドの最後の一枚です。これ
には会場も笑いの渦でした。

呼吸器センター公開講演会次回開催予定日！

2014年3月29日(土)13:00～
西新潟中央病院で

「間質性肺炎セミナー」
呼吸器内科医師　齋藤 泰晴
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2013年12月21日（土）第32回 呼吸器センター公開講演会を
開催いたしました。「冬に流行する呼吸器感染症の予防」と題して
呼吸器内科 桑原医師よりインフルエンザをはじめとした感染症の
予防対策や他者への感染拡大防止の配慮等について講演し、感染
管理認定看護師の鈴木からは正しいマスクの使用、手洗い方法な
ど実演やビデオを用いて感染対策の極意をお伝えしました。来ら
れた方には、大好評で閉会いたしました。

ていただくことが可能になりました。今年中にリニアック棟が完成し、最先端のリニアックが導入されると肺がんの拠点病院
として大きな機能を持ちます。どうぞご期待いただきたいと考えております。
今年も新生・西新潟中央病院の完成に向けて少しずつ整備工事が行われる予定です。市からの委託を受けた児童発達支
援・放課後等ディサービス・生活介護事業所「あかしあ」を現在の２倍程度に拡張して６月には附属棟として完成予定です。
職員は当院にしかできない多くの地域医療を当院が支えていると自負しております。このような地域を支える医療の他に、
外国から難治てんかんの子どもさんをたくさん受け入れて手術しております。これまで８カ国から18人を受け入れています
が、今年もロシアからの入院予約が10人ほどあります。ロシア人の女性通訳ががんばってくれています。このブランド力は
当院の大きな誇りです。
今年も西新潟中央病院をさらに良い病院にしていけるように、大きな夢に向かってがんばります。どうぞ当院を応援して
いただき、温かく見守っていただきたいと思います。

2013年12月５日(木）、歌手の島ゆたかさんと、トランペット奏者の桑野信義さんが当院
を慰問のために来訪され、お二人によるスペシャルコンサートを開催していただきました。
島ゆたかさんは、新発田市の出身で、「サザンクロス」のボーカルとして活動されていま
す。80年代には札幌雪祭りのテーマ曲「好きですサッポロ」が大ヒットし、昭和の人なら
ご存知の方も多いかと思います。
桑野信義さんは愛称「クワマン」で有名ですが、「ラッツ＆スター」のトランペッターと
しての活動のほか、マルチタレントとしてバラエティ番組にも多数出演されております。
今回のスペシャルコンサート実現の経緯ですが、島さんの関係者が当院に入院されてお
り、島さんのご家族に院内コンサートの開催をアプローチしておりました。それを島さん
が快く引き受けてくださり、更に島さんの親友である桑野さんもコンサートの趣旨に賛同、
お二人によるビッグコンサートが実現したのです。
当日は寒さ厳しいあいにくの天候でしたが、入院患者さんを始めそのご家族や外来患者
さん等、大勢の方にご来場いただき会場は超満員で熱気にあふれ、寒いどころか暑くて汗
をかくほどでした。また、演奏の合間に行われたお二人のトークも実に軽妙で、会場は笑いの渦に包まれていました。
予定の１時間もあっという間に過ぎ、最後は患者さん代表による花束贈呈で終演となりましたが、終始、患者さんを始め
とするたくさんのご来場者が楽しそうに口ずさんでおられる姿が大変印象的でしたし、コンサートを通じて患者さんの癒し
になったのではないかと思います。

2014年１月１日より西新潟中央病院が「がん拠点病院に準ずる医療機関」の認
定を受けました。この度、強度変調放射線治療（IMRT）を備え、また外科的手術に
とって代わる定位放射線治療（SRS、SRT）を実現する画像誘導を備えた高精度放
射線治療装置（リニアック）を今年中に導入いたします。リニアック棟の整備も同
時に進んでおり、がん患者さんの総合的な治療を担えるようにこれからも肺がん治
療センターはチーム医療で努力して参りたいと思っております。

第３回まさご集談会総会

第32回呼吸器セミナー公開講演会

島ゆたか＆桑野信義スペシャルコンサート

肺がん治療センターよりお知らせ

庶務班長　小出 人示

2013.12.14 チサンホテル＆コンファレンスセンター新潟にて

おめでとう。第１回に次いで
２回目の最優秀賞受賞ですね。
これからも期待してますよ！

総会が始まる直前のみなさんです。
まだ、緊張してるのがよくわかります。

まさご集談会の事務局のみな
さん。集談会後の記念撮影で
す。ホッとされ、これから忘年
会へ向かいます。

最優秀賞に輝いた松本医師の
「肺がん治療センターにおける
高齢者肺癌の内科治療」のス
ライドの最後の一枚です。これ
には会場も笑いの渦でした。

呼吸器センター公開講演会次回開催予定日！

2014年3月29日(土)13:00～
西新潟中央病院で

「間質性肺炎セミナー」
呼吸器内科医師　齋藤 泰晴
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2014. １
 ◇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) 清水 　崇

清水 　崇 松山 菜穂 木村 夕香 桑原 克弘 木村 夕香

土屋 俊晶

午後
（予約制）

大平 徹郎
(睡眠時無呼吸) 大平/宮尾/桑原 伊藤　　実

(睡眠時無呼吸)
齋藤 泰晴

(びまん性肺疾患)
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　 浩 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 長谷川 直哉 長谷川 直哉 長谷川 直哉

新患
（予約制） 長谷川 直哉

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

編 集 後 記
昨年は７色の虹色カラーが特徴の病棟（新棟）が完成いたしました。今年は附属棟が完成する予定です。

まだまだ生まれかわる当院に期待してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T・K）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎

contents
■ 年頭のご挨拶
■ 第３回まさご集談会総会

■ 島ゆたか＆桑野信義スペシャルコンサート
■ 第32回呼吸器セミナー公開講演会

■ 肺がん治療センターよりお知らせ
■ 外来診療担当・編集後記

年頭のご挨拶
新年明けましておめでとうございます
比較的穏やかなお正月を迎えられ、2014年という新しい年に大きな希望を感じてい

るかたも多いと思います。その希望に向かって精進することこそが大切だと思います。
皆さまの一年の計はいかがでしょうか。災害のない年であることを願っております。
当院は昨年新病棟の竣工という大事業を完了いたしました。患者さんを始め、ご家
族や近隣の皆さまの多大なご協力とご支援をいただいた賜物と感謝しております。患
者さんたちからは、見晴らしが良く冬も暖かくて快適だという、うれしい評価をいた
だいております。市内西区の中では最も高い建物と自負しています。新幹線や西バイ
パスからも新病棟がよく見えます。悲願でありました「病院の存在が外から見える」ようになりました。病棟を隠していた
数百本の松の巨木も１本を記念として残しただけになり空が広く見えます。
結核病棟は、30床だけの陰圧ユニットに縮小して運用していますが、減少傾向は続いています。県認可の療養介護事業所

「さくら」（重度障害で人工呼吸器を常時必要な患者さんが医療と介
護を同時に受けられる24床の特殊病床）をすべて個室にして完備
しました。てんかんセンター、視床下部過誤腫センターでは新しい
脳波モニタリングユニットを備えました。肺がん治療センターと機
能脳神経外科センターにはICUも完備して地域医療支援病院の体制
を構築しています。
今月１日付で、準がん拠点病院の認定を受けることができました。

これで名実ともに肺がん治療センターの存在を地域の皆さまに知っ

院長　亀山 茂樹

新病棟入口エレベーターホール：西区真砂在住の鈴木 力画伯より寄贈　温かなタッチ、テンペラ画の素朴な風合いの作品です
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