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在宅訪問用の車を寄贈して戴きました
2016年２月29日西新潟中央病院へ１台の車が納車されました。それは私共にとっては思いもよらない贈り物で

した。寄贈して頂いた方は、当院へ入院され昨年お亡くなりになられたAさんのご遺族様でした。Aさんは神経難
病を発症され、2012年５月より大学病院から当院の外来へ通院していました。８月には入院治療を受けていまし
たが、Aさんの「家に帰りたい」という思いから在宅療養を決定し、主治医、病棟看護師、退院調整看護師等を中
心に体制を整え、多職種チームで支援を行い自宅での生活を継続していました。丁度その時当院では在宅医療を推
進するために、在宅支援室が訪問看護を始め、最初の
利用者さんでもありました。毎月１回訪問診療と週２
回訪問看護、週１回訪問リハビリテーションを当院が
担当していました。「時々入院、ほぼ在宅」という療
養生活でしたが、最期は病棟で安らかに目を閉じられ
ました。Aさんとは約３年間のお付き合いでした。お
宅には大きくりっぱな桜の木があり毎年この時期に
は、一緒にお花見を楽しませてもらいました。徐々に
病状が進行し不安や懸念が多々あったと思いますが
「笑うのも泣くのも同じ一日なら、あえて笑って過ご

在宅支援係長　小林 和加子
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－NIKO－ネットって？
西新潟呼吸ケア・リハビリテーションネットワーク（NIshiniigataKOkyucare・rehabilitation－NETwork）

の略語です。当院が所在する新潟市西地区の呼吸ケア・リハビリテーションにおける知識や情報、技術を地域で
共有できることを目的としたネットワークです。

－メンバーは？
当院で以前から取り組んでいる、呼吸療法勉強会（SARC－i ： サークアイ）メンバーで運営しています。職種

は、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、管理栄養士など多職種により構成されています。在宅
支援室が窓口となり、まさに地域との連携を図っています。

－活動内容は？
年４回「NIKO－ネットワークショップ」と銘打って、呼吸ケア・リハビリテーションに関する勉強会を開催し

ています。講義に加え、実技またはグループワークの形式で実施しています。その他、相談・体験ブース（人工
呼吸器など）も設けています。

－対象は？
主に、介護保険サービスガイドに登録されている新潟市の訪問看護ステーション48施設と新潟市西区の居宅介

護支援事業所17施設に案内文を郵送し、参加者を募っています。最近では、新潟市訪問リハビリテーション勉強
会との情報交換も行っています。もちろん、院内の職員も大歓迎です!!　一緒に呼吸ケア・リハビリテーションを
地域に広めましょう!!

－いつ発足したの？
2014年の４月からです。現在では７回の開催に至っています。院外からの参加人数は延べ300人以上となりま

した。

－NIKO－ネットが目指すものは？
病院医療者と地域・在宅医療者が顔を合わせることは

いろいろな可能性を生み出していくと思われます。呼吸
ケア・リハビリテーションに関して、病院と地域・在宅
とが「相談」と「共有」のできるネットワークを広げら
れたらと願っています。
病院から在宅まで、シームレス（途切れのない）な呼

吸ケア・リハビリテーションの実現を目指します。
 （理学療法士　長谷川　雄司）

NIKO－ネット ～西新潟呼吸ケア・リハビリテーションネットワーク～

すことにしているんですよ」とご主人が話され、いつも訪問する私たちに笑みを見せて
くれていたことが昨日のことのように思い出されます。Aさんには更に何ができたのか、
もっと一医療人としてできることがあったのではないかと思う気持ちが湧いてきますが、
逆におよそ３年の経過の中で多くのことを学ばせてもらったAさんとご主人に今でも感謝
の気持ちで一杯です。寄贈して頂いた車を利用させて頂く度に、この気持ちを忘れずこ
れからも真摯に思いやりのある訪問看護を提供していけるよう努力して行きたいと思い
ます。最後になりますが、この紙面をお借りしAさん、ご遺族の皆さまに衷心より御礼を
申し上げたいと思います。

見て！触って！聴いてみて！
呼吸フィジカルアセスメントの様子
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臨床検査科のの紹介介のの紹介介介介の紹介

臨床検査科は、検査科長（検体検査管理医）の増田先生を筆頭
に12名の臨床検査技師が勤務する部署です。
ところで皆さんは臨床検査技師の仕事をご存知でしょうか？
臨床検査技師の仕事は、大きく検体検査と生理検査の２つに分
けられます。検体検査は、患者さんから採取した検査材料（血
液・尿・喀痰・便・組織など）を分析するもので、例えば、皆さ
んに馴染み深いものとしては、コレステロールや血糖などの生化
学検査、腫瘍マーカー、アレルギーなどの免疫学的検査、血液型
や輸血検査、感染の原因菌を調べる細菌検査、がん細胞を見つけ
る細胞診、遺伝子検査などその内容は多岐に渡ります。また、生理検査は、身体から発生する微弱な電気
信号や画像を基に解析する心電図・超音波・呼吸機能検査のような患者さんに直接触れて行う検査のこと
を言います。これらの検査結果を通じて患者さんの病気の診断・経過観察・治療効果判定などが行われて
います。特に臨床検査科は、当病院の専門分野である“てんかん”における脳波検査や脳磁図、“睡眠時
無呼吸症候群”における睡眠ポリグラフ検査、“結核”における細菌検査、“肺がん”における細胞診など
に力を入れて取り組んでいます。さらに臨床検査技師の資格の他に細胞検査士、感染制御認定臨床微生物
検査技師、睡眠医療認定検査技師、脳波分野認定技術師、筋電図・神経伝導分野認定技術師などの特別な

資格を取得した技師がおり、専門性の高い技術と知
識で診療に貢献しています。また、院内感染対策や
栄養管理などの部門にも医師、看護師、薬剤師、栄
養士などと連携すると共に、外来での採血支援業務
にも参加し、チーム医療の一翼を担っています。
これからも患者さんに質の高い医療を提供できる
よう臨床検査科スタッフ一同で努めてまいります。
よろしくお願い致します。

（臨床検査科　霜田　由美子）

佐藤晴香さんにピアノコンサートを開催していただきました。
晴香さんは当院で手術をされ元気になられて以来、「私のピアノを

聞いていただき少しでも患者さんの癒やしになれば」と毎年演奏し
ていただいております。
３回目になります今年のコンサートもアン

コールを含め全４曲、患者さん、職員、地域の
皆さんと素敵な時間を共有しました。
 （庶務班長　武田　誠）

佐藤晴香さんピアノコンサート 2016年３月23日
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医師の
紹介
Ｑ　医師を目指したきっかけは？
Ａ　小さい頃から病気がちで医者によく接してい

たので。小学生の時には医者になろうと思っ
ていました。

Ｑ　どうして脳神経外科を？
Ａ　神経に興味があって神経内科と悩んだけど、

外科なら自分の手で治せるかなと思ったので。
Ｑ　趣味はありますか？
Ａ　山に登ることかな。大学時代はワンダー

フォーゲル部でした。今は年に２回くらいし
か行けないけど。

Ｑ　好きな食べ物は？料理はしますか？
Ａ　カレー、ラーメン。B級グルメが好き！料理

はカレーだけ（ルーを使うレベル）。
Ｑ　TVは見ますか？好きなタレントは？

Ａ　すごい好き！刑事物や推理ドラマが好きです
ね。好きなタレントは水谷豊（と言うかドラ
マ相棒の杉下右京（笑））。

Ｑ　もし宝くじが当たったらどうしますか？
Ａ　休みが取れれば世界一周旅行かなあ。残さず

使いたいですね。
Q　今までで一番嬉しかった事はなんですか？
A　医学部に受かった時。その後に嬉しいと思っ

た事がないなあ（苦笑）
Q　最後にもし医師になっていなかったら何に
なっていましたか？

A　電車の運転士ですね。子どもの頃、家の裏に
線路があってよく見ていました。電車の先頭
車両に乗って、運転士の様子もよく見ていま
したね。

神経部長〔脳神経外科〕

福多 真史（ふくだ まさふみ）

専門分野：機能脳神経外科、頭蓋底外科

齋藤 泰晴 医師　→　森山 寛史 医師
毎週月・水曜日　午前
毎週金曜日　午後（びまん性肺疾患）

岡﨑 健一 医師　→　放上 萌美 医師
毎週金曜日　午前

医師交代のお知らせ

呼吸器
内科

神経
小児科

今年度、当院には選ばれし新人看護師11名が仲間に加わりまし
た。看護師国家試験に合格したばかりのホヤホヤで、看護師とし
て社会人として第一歩を踏み出しました。職場環境にも生活環境
にもまだ慣れず不安も強い様子ですが、自分の夢と希望に向かっ
てやる気に満ち溢れています。新人看護師は、左腕にシンボルの"
ひなちゃんマーク"をつけています。一人前になるまで温かく見
守って下さい。
 （教育担当看護師長　長島　弘江）

私たち看護師一年生！がんばります!! 2016年４月１日
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　　　クリニック紹介連連携携
若葉の清々しい今日この頃、お

元気ですか。この度当院紹介の機
会を与えて頂きまして有難うございま
す。早いもので、小形外科医院が当地に創業して半世
紀を過ごして参りました。幼少期（関屋分水路が地域
を分断する前）国立療養所へは地域開業医野球部の練
習・試合の応援や、自転車で乗り付けられる格好の遊
び場として良く通ったものでした。父亡き後はペイン
クリニックを生業にして慢性疼痛疾患に携わって参り

ました。８年前、縁あって貴院に勤務する機会を得て［慢性疼痛］・［先制鎮痛］についても再度勉強する
機会を与えて頂きました。腰痛・肩こり・関節痛など慢性疼痛と診断される患者さんが全国に二千万人以
上もおられることが最近になって厚生労働省の発表で明らかにされました。痛みが長引くとストレスが困
じ、鬱状態を主症状として訪れる患者さんも多い事と存じます。ペインクリニック科では先ず根底部の痛
みを治療します。治療方法には色々ありますが、当院では星状神経節ブロック・硬膜外ブロック・肋間神
経ブロック・超音波ガイド下腕神経叢ブロックにて痛みから解放される現実を確認して頂きます。慢性化
した痛みを取り除く事で視床下部の働きを正常化させ、人間が本来持っている自然治癒力の回復・自律神
経系のバランスを回復する事が神経ブロック療法の目標です。当院では更に超音波を使用する事で困難
だった神経ブロック療法も施行しております。運動療法・食事療法を併用する事でADL（日常生活動作）
の自立・QOL（生活の質）の改善にも支援しております。再開業後は帯状疱疹後神経痛・開胸術後疼痛症
群・Failed back syndromの患者さんに対しての治勤しむばかりでなく（医療保険・介護保険制度が抱
える）高齢者への医療提供の根底部で藻掻いております。独居老人・老老介護．認知症・・。自分の意識
が保たれている間に寿命を迎えたい！変形性関節症・脊柱間狭窄症・骨
粗鬆症・サルコペニアの患者さんの自主独立（中学校のスローガン?!）
のため、また医療費抑制のために少しでも貢献できていたら嬉しい限り
です。「何処の医療機関を受診して良いのか判らなくて・・。」と来院さ
れる患者さんも多く、医療情報の発信源としてもお役に立てるのも地域
の診々連携・病診連携に支えられている賜物と存じております。最近は
認知症の患者さんにエマニチュードと呼ばれる方法が取り沙汰されてお
りますが、患者さん⇔診療所⇔専門病院の良循環な関係を生み出すのも
お互いを思いやる心だと存じております。西新潟中央病院の先生、ス
タッフの皆様にはいつも無理難題なお願いをご快諾頂いており本当に感
謝致しております。当院スタッフ一同、患者さんへの風通しの良い医療
提供のための仲介役になれたら幸甚と存じております。

◇休診日：木・日・祝
☆土曜日AM：9：00～13：00

新潟市中央区堀割町3-3
TEL：025-266-4702

診療時間／曜日 月 火 水 木 金 土

午前 9:00-12:00 ○ ○ ○ 休 ○ ☆

午後 3:00-  6:00 ○ ○ ○ 休 ○

おがた医院
小形 雅子 先生

スタッフのみなさん

麻酔科・外科・整形外科・皮膚科
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2016. ４
 ◇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） 森山 寛史 大平 徹郎

（在宅呼吸療法）
松本 尚也

（肺がん外来）

森山 寛史 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）

新患/再来 土屋 俊晶
（禁煙外来）

森山 寛史
（びまん性肺疾患）

再来のみ 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）

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 高橋 美徳

（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/黒羽
（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

福多 真史

（手術日）

福多 真史 （増田 　浩）

（手術日）白水 洋史 亀山 茂樹 白水 洋史

伊藤 陽祐

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 遠山 　潤 眞柄 慎一

小松原 孝夫 小林 　悠 小松原 孝夫 小林 　悠

放上 萌美 放上 萌美

午後
（予約制）

眞柄 慎一
（予防接種） 遠山 　潤 遠山 　潤 小松原 孝夫

 （予防接種）
放上 萌美
 （予防接種）

難病リハビリ 9:00～15:00 松原 奈絵 長谷川 有香 大津/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
2017年４月の開校をめざし、当院敷地内において新潟医療技術専門学校看護学科の校舎建築工事が始まりました。
より実践的な実習等で当院も連携・サポートをさせていただきます。
５月から９月にかけて、オープンキャンパスも開催されます。ナースをめざす方はぜひご参加ください。（M.T）

編集者：統括診療部長　遠山　潤
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