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病院長あいさつ
世界最大の病院チェーン

この４月に院長を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。当院が所属する国立
病院機構（NHO）は、病院数143、総ベッド数51,000余りを擁し、ベッド数では世界最大
級の病院チェーンです。当院は歴代院長のリードの下、ハード、ソフトとも以前とは全く別
の病院に変貌を遂げました。ベッド数400、丘の上の７階建ては、新幹線や高速道路からは
もちろん、佐渡航路や新潟空港発着の飛行機からもよく見えます。 

呼吸器と神経を中心に
１．先端医療

てんかんの手術は世界でも注目されており、海外からも患者が来院しています。また、が
ん診療準拠点病院として、肺がんに力を入れており、最新鋭のがん放射線治療装置が間もな
く完成します。
２．安全保障

結核治療では医療の安全保障を担っており、患者発生時は待ったなしの入院に対応しています。救急医療では、地域医療
支援病院として、内科、小児科、整形外科が新潟市の救急二次輪番に参加しております。東日本大震災では、孤立地域や原
発の警戒区域に、命がけで出動しました。

院長　内山 政二

白衣の新人たち全員集合
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院長退任にあたりご挨拶をさせていただきます。19年４ヶ
月、西新潟中央病院で仕事をさせていただき、楽しくすばら
しい日々を過ごすことができました。悔いなく退任できるこ
とに感謝しております。関係各位一人一人に心からお礼申し
上げます。

振り返ってみますと、私は40代半ばで、いろいろな夢と使
命を持って当院てんかんセンターに赴任しました。全国有数
のてんかん外科を作ろうと思いました。1998年から７年間
臨床研究部長をつとめ、すでに巨人であった静岡てんかんセ
ンターとは異なる路線に挑戦できたことが今の繁栄につな
がったと思います。日本てんかん学会、日本てんかん外科学
会、日本生体磁気学会という全国規模の学会を３つ開催でき
たことも職員のご協力の賜物ですし、良い思い出です。院内
集談会はまさご集談会に引き継がれ、業績集や年報の発刊も続いています。患者さんと家族のための院内研修会や市民公開
講座も定着しました。これからも当院の伝統として受け継がれていくことと思います。

2008年に院長に就任して考えた最大のミッションは、結核療養所のイメージを払拭できる高層の新病棟を建設すること
でした。赴任時からの悲願でした。大事業になりましたがすばらしい新病棟が完成し環境整備もできました。病棟は包括的
センター化によるブランド力の強化をはかり、リハビリ、薬剤師などの病棟担当制も採り入れました。リニアック棟の完成
がもう一歩で、最新鋭のリニアックに大きな期待を持っています。電子カルテの導入にともなってシステムエンジニアやメ
ディカルアシスタントの導入など業務改革を推進し、その恩恵を職員みんなが実感していると思います。そのほか、私がは
じめたロビーコンサートも定例開催になり、病院祭も1,000人以上も来るようになるとは思いませんでしたが楽しい思い出
です。これからも病院の一大事業として続けていただきたいと思っています。

７年間院長職を全うできたことに改めて感謝しております。一緒に仕事していただいた多くの職員に支えられました。私
が院長就任当時は職員が350人余でしたが、新年度は500人を超えます。職員が満足しない病院は患者さんも満足しないこ
とをモットーにして運営しました。職員一丸となって努力した成果が現在の大病院を作ったと思います。2017年春には、
病院敷地内に看護師科と臨床検査技師科をもつ医療技術専門学校がオープンします。

一番の思い出は、新病棟をつくったことです。次は、視床下部過誤腫センターを世界的規模にできたことです。今後もこ
のセンターのお手伝いをしながら、国内外からの患児を一人でも多く治癒させることにチャレンジし続けます。

私の架けた虹の橋を超えて（オーバー・ザ・レインボー）新たな病院に発展させてください。当院のすばらしい未来を、
内山政二新院長をはじめ全職員に託し、応援し続けるつもりです。長い間、いろいろお世話になりありがとうございました。

退任のご挨拶 亀山 茂樹

３．最後の砦
呼吸器疾患、神経難病では地域の最後の砦です。院内に設置されている新潟県難病相談支援センターや、重度障害者の通

所事業「あかしあ」は多くの患者さん・ご家族の支えになっております。

地域の発展と活性化、そして防災
敷地内には医療系専門学校が開学する予定です。若い学生が増えることは、地域の活性化につながります。また海抜 

20ｍの地にあり、自家発電と大型の井戸を備えた当院は、災害時の地域の避難所にもなっています。職員は地域の医療、
介護、福祉の発展のため、日々努力しております。大いに当院をご利用ください。
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晴香さんは当院で手術をされ、元気になった自分の姿をみて病に苦しんでい
る患者さんを少しでも励まし勇気づけるために、今年も美しいピアノの音色を
みなさんに聴かせてくれました。さまざまなコンクール等で入選している晴香
さん、機会があれば、また来年もおねがいします。

３月23日（月）、篠笛奏者の狩野泰一さんからコンサートを開催していただきました。今回のコンサートは、当院で入院
されている患者さんのご家族が狩野さんから篠笛を習っておられ、そのご縁で篠笛による楽しく素敵なコンサートが実現し
ました。

狩野さんは、世界各国で2,000回を超える公演や、多くの有名アーティストとの共演、天皇皇后両陛下の御前演奏も努め
られるなど多方面で活躍されています。

当日は100人を超える患者さんやご家族がお集まりになり、篠笛の美しい音色に聴き入っておられました。
 （管理課　庶務班長）

当院は、現在新リニアック棟を建設中であり、来年早々の稼働に
向けて準備しております。定位放射線治療（SRT）や強度変調放射
線治療（IMRT）なども可能な装置であり、低侵襲で正確な質の高い
放射線治療を提供することができるようになります。患者さんに
とって、また、診療側にとっても今まで以上に、放射線治療への選
択肢が増えおおいに期待できる治療装置と確信しております。どう
ぞご利用頂きますようよろしくお願い致します。

佐藤晴香さんピアノコンサート

篠笛コンサート

最新型がん放射線治療装置導入

2015年３月４日

2015年３月23日

診療放射線技師長　和田 三男
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３月14日（土）呼吸器センター市民講演会が開催され
ました。大勢の方々にご参加して頂き、大盛況で閉会いた
しました。ご参加くださった皆さんには、肺（呼吸器）に
ついて知らなかった発見ができたのでは…と思っておりま
す。右のような症状があるときは、かかりつけの先生に相
談し、ご希望であれば当院へ受診してみてください。

◆�次回の市民講演会は６月６日（土）「COPDは肺の生活
習慣病」予定です。 （地域医療連携部）

呼吸器センター市民講演会

難病リハビリテーション難病リハビリテーションナンリハ紹介紹介
難病リハビリテーションは、在宅の神経難病患者さん（パーキンソン病、脊髄小脳変性症など）を対

象に行うデイケアであり、当院では2005年より運営し、通称“ナンリハ”で親しまれています。ナンリ
ハの目的は、“集団”の力を利用して身体的・精神的活動を援助することであり、①日常生活活動や運動
機能低下の防止②外出機会の増大（閉じこもり防止）③患者さん同士の交流（ピア・カウンセリング）
④介護者の介護ストレス軽減といった効果が期待されます。

ナンリハは、毎週月曜日～金曜日の９時～15時に行っています。
▶午　前：看護師による体調チェック→神経内科医師による診察
　　　　　→理学療法士による集団体操やレクリエーション
▶昼休み：昼食を皆で食べて休憩・語らい
▶午　後： 作業療法士による作業活動（革細工・パッチワーク・木目込みなど）、理学療法士による 

個別運動指導
尚、作業では患者さんの希望する作品を作り、毎年病院祭でも展示しています。学生や一般のボラン

ティアのご協力も多く、体操や作業のお手伝いをはじめ、ゲームや園芸、マジック、オカリナ、エレクトー
ン、民謡など特技も披露して頂きながら利用者と一緒に歌い・踊って楽しい時間を過ごしています。一
日を通して看護師がきめ細やかなケアを行い、医師との連絡体制も万全で安心です。

患者さんからは、「運動すると身体が軽く歩きやすい」「よく眠れる」など体調の改善と「皆で一緒に
やるから楽しい」といった声が聞かれます。

ナンリハ開設から今年で10
年となりました。関係者一
同、一生懸命取り組んで参り
ますので、これからもよろし
くお願い致します。

利用やボランティアの
問い合わせは
リハビリ科 まで
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　　　クリニック紹介連携
平成26年10月に、西区小新に「さかい内科クリニック」を開院いたしました堺勝之と申

します。私は、循環器内科医として20年以上にわたり、新潟市民病院、済生会新潟第二病院
などで勤務して参りました。私と睡眠時無呼吸症候群（SAS）の出会いは、一人の患者さんに始
まります。外来診察時には良好に血圧がコントロールされていた患者さんが突然急性大動脈解離で緊
急手術を受けたのです。幸い一命は取り留めましたが、循環器の医師として、自分が管理していた患者さんが高血圧
を原因として命の危険にさらされることほど不名誉なことはありません。後によく聞くと、早朝の血圧が高く、朝方
に大動脈解離の発作を起こしたのでした。この患
者さんの早朝高血圧の原因はSASと診断され今で
も西新潟病院にてCPAPの治療を受けています。こ
の後は、朝方に高血圧を呈する患者さんには積極
的に、SASの検査をお勧めしており、多くの患者さ
んが西新潟中央病院にて大平先生はじめ呼吸器科
の先生のお世話になっております。

当クリニックでは、心電図、心臓超音波、ホル
ター心電図、運動負荷装置を装備して循環器病に
対する検査を行います。一方で、高血圧、糖尿病、
高コレステロール血症といった生活習慣病を防ぐ
ホームドクターとして、なんでも気軽に健康上の
不安を相談できるクリニックを目指しておりま
す。よろしくお願いします。

新潟市西区小新5-8-3
TEL：025-201-2011

診療時間／曜日 月 火 水 木 金 土

午前 9:00-12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後 3:00-  6:00 ○ ○ ○ ○

◇休診日：日・祝・木曜PM／土曜AMのみ

さかい内科クリニック
堺　勝之 先生

スタッフのみなさん

日　時：2015年５月28日（木）19：00～ 
会　場：国立病院機構西新潟中央病院　附属棟大会議室
内　容：「ありふれた呼吸器疾患と思ったのに!?」
　　　　　　　　−診断と治療に潜む落とし穴−
　　　　　　　　　　　　　　　呼吸器部長　　齋藤 泰晴
新潟県医師会生涯教育講座認定　カリキュラムコード：45，46

問い合わせ：地域医療連携部　小松

西新潟中央病院臨床懇話会のお知らせ
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2015.5
 ◇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） 清水 　崇

清水 　崇 松山 菜穂 馬場 順子 桑原 克弘 馬場 順子

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） 園田　真樹

新患
（予約制） 増田　 浩 増田 / 亀山

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

眞柄 慎一 遠山 　潤 遠山 　潤 眞柄 慎一

岡﨑 健一 小林 　悠 小林 　悠

岡﨑 健一 小松原 孝夫

午後
（予約制）

眞柄 慎一
（予防接種） 遠山 　潤 遠山 　潤 岡﨑 健一

 （予防接種）
小松原 孝夫
 （予防接種）

新患
（予約制） 遠山 　潤 小林 / 眞柄

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

リハビリ
テーション科

第４
14:00～17:00 木村 慎二

編 集 後 記
「山笑う」という春の季語があるそうです。木々が芽吹き、草花が咲き始めた明るい春の山は、

まるで微笑んでいるようにみえますね。私たちの病院にも、笑顔の花があふれますように…

すべては患者さんの笑顔のために！私たちは、ほほえみと笑顔の病院を目指します。内山新

院長の指導の下、西新潟中央病院は新たな出発を致しました。皆さまの暖かいご支援を賜りま

すよう、心からお願いを申し上げます。� （Ｎ.Ｍ）

編集者：統括診療部長　遠山　 潤
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