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第９回病院祭を開催しました
７月２日（日）に病院祭が開催されました。1,000人以上の方のご来場があり、健康チェックには開催

前から長い列ができたり、講演会では椅子が足りなくなるほどの参加者がいらしたりと、想像を越える盛

況ぶりでした。この場をお借りして深謝申し上げます。来年もまた盛況な病院祭になることを祈念してお

ります。� （病院祭実行委員長・神経部長（脳神経外科）　福多　真史）

病院祭イベント 人気トップ5
ロビー演奏会・・・五十嵐中学校箏曲部のみなさん
　　　　　　　　　 小針中学校吹奏楽部のみなさん
　　　　　　　　　 津軽三味線（佐藤兄弟さん）
健康チェック（体脂肪、骨密度、肺年齢、血管年齢）
医師による医療講演会（脳の健康・在宅医療）
調剤模擬体験・お薬相談
ラベンダースティック教室

来年は7月1日に開催予定
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肺がんCT検査で死因リスクの高い肺がんを
早期に発見し、早期治療につなげましょう
−西新潟中央病院では、低線量CT検診を行っています−

ご存じの通り、日本人の死因の第１位は悪性新生物（広義のがん）ですが、その中で肺がん年間
死亡数が73,396人（2014年）と最も多く、肺がんを早期に発見する努力がなされています。
当院でも肺がんを早期に発見するためにCTによる検診を行っています。通常の胸部Ｘ線検査で
は発見することが難しい１cm以下の小さな陰影や淡い陰影の肺がんを発見することが可能です。
また、胸部Ｘ線写真では心臓や横隔膜などが重なり、小さながんを見つけることが困難ですが、
CTでは発見することができます。
CT検診による肺がん発見率は、胸部エックス線検診にくらべて約10倍程度高く、発見された肺
がんは早期の比率が高く、その治療成績も良好であることが知られています。
放射線被ばくに関しては、撮影条件を通常1/7程度に抑えて撮影しています。
お気軽にご相談ください。

CT検査で肺がんを疑う影を認める 胸部エックス線写真では発見できない

こんな方にお勧めします
・喫煙している方、あるいは以前喫煙していた方　　・ヘビースモーカーのご家族
・肺がんが心配な方　　・粉じん・石綿・砕石などを取り扱う仕事をされた方
・血縁のあるご家族にがんの方がいらっしゃる方　　・痰に血が混ざる方（血痰）
・風邪などを引いていなくても、咳や痰が出る方　　・軽い運動などで息切れが気になる方
・50歳以上の方（男女問わず）

料金　17,820円（税込み）
検査時間　月・水・金曜日（祝日祭日を除く）14時～
　　　　　火・木曜日　（祝日祭日を除く）15時30分～
予約および問い合わせ
　TEL：025-265-2299（予約専用電話）　　受付時間：月曜～金曜　13時00分～17時00分
� （放射線技師長　山野　一義）
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「ゆめ水族園」を開催しました
６月29日（木）デイケア棟を会場にセイコーエプソン
株式会社が社会貢献活動の一環で行っている「ゆめ水族園」
を開催しました。
暗幕で覆われた入り口を入るとそこはまさに水族園。壁や
天井、床をスクリーンとして使い、投影された魚や水中の
生き物たちが、今にもスクリーンから飛び出してきてしまい
そうな臨場感にあふれていました。また、何層にも重なった
布をスクリーンとしている空間を通り抜けるとまるで水中を
泳いでいるような気分になりました。
世界一薄い布に投影されたクラゲがゆらゆらと浮遊していると思わず一緒になって体を揺らす患者さん
や、壁のスクリーンの向こうからカバが泳いで迫ってくると迫力のすごさに驚いている患者さん、色とり
どりの魚が目の前を泳いでいくと追いかけていく子どもたち、それぞれが思い思いの時間を過ごし、水族園
を体感することができたようです。
病室から出ることが難しい患者さんへは、プロジェクターを病室に持ち込んで「出張ゆめ水族園」とい
うプログラムで実施していただきました。短時間でしたが病室が水族園となり、天井や壁に映し出された
魚や水中の生き物たちを患者さんと家族が寄り添いながら観賞することができました。
� （保育士　玉木　美代子）

療育指導室

新潟県難病相談支援センターから感謝状を頂きました
当院の建物内にある新潟県難病相談支援センターが
２月13日に10周年を迎えられ、６月10日に行われた
記念事業にて感謝状を拝受いたしました。
今後も難病医療ネットワーク事業の基幹病院とし
て、より一層の連携強化を図り、難病患者さんの支援
に向け協力してまいります。
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昨年度受け入れたタイのマヒドン
大学の理学療法学生の臨床実習に引
き続き、今年度は本国での理学療法
士有資格者をお迎えしました。５月
上旬にマヒドン大学の大学院生２名、
７月上旬にブラパー大学の教員２名、
いずれも２週間ずつ当院に滞在して
の臨床研修でした。コミュニケー
ションに難渋しながらも、職域や職
種を越えた病院内外の連携のもと、
言葉の壁を越えて職員・研修生・
患者さん相互に有意義な交流や学び合いができたと思います。ご協力頂いた皆様、コップ・クン・カップ！
（ありがとうございました）

� （リハビリテーション科　山田　規央）

タイ人理学療法士の臨床研修報告 リハビリテーション科

肺がん治療センター　第20回記念市民講演会
肺がん治療最前線　～肺がん治療のポイントを半日で学んでみませんか～

「最新の内視鏡検査と遺伝子診断」　　　呼吸器内科　清水
「遺伝子診断と分子標的治療薬」　　　　呼吸器内科　馬場
「抗がん剤と免疫療法」　　　　　　　　呼吸器内科　松本
「肺がんの外科治療」　　　　　　　　　呼吸器外科　渡辺
「肺がんの放射線治療」　　　　　　　　　放射線科　安住
「緩和ケア」　　　　　　がん性疼痛看護認定看護師　星野
「在宅医療と訪問看護」　　　訪問看護ステーション　今井
「治療費について」　　　　　　医療社会事業専門員　野島

市民講演会のお知らせ

日時：2017年10月28日（土）
　　　13：00～16：30
会場：当院　附属棟大会議室
入場無料・申込不要
お問い合わせ先：地域医療連携部　高橋
　　　　　　　　025−265−3171
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専門分野の看護実践を通して、院内の看護の質の向上や
地域に向けた情報発信など幅広い活動を目指しています

臨床現場で活躍する認定看護師

� （副看護部長　岡田　伸司）

� 感染管理認定看護師�（加藤留美：左）
� （鈴木潤子：右）
病棟に出入りする全ての人を感染から守るために、
チームで組織横断的に活動しています。感染対策は現場
での実践が大切であり、患者さんにとって一番身近な存
在である看護師の役割は重要です。
細菌やウイルスなど、目に見えない相手にアンテナを
高くし、対処するための「見える化」を大切に活動して
います。

がん性疼痛看護認定看護師（星野睦美）

看護師経験を積んでいく中で「専門知識を持ってがん看護に携わりた
い」と考え、認定看護師を取得しました。患者さんの痛みの緩和と、痛み
によって妨げられた日常生活が少しでも元の生活に戻れるように医師、病
棟スタッフとともに考え、実践しています。「痛み、楽になったよ」とい
う患者さんの言葉を励みに、日々看護に取り組んでいます。

� 小児救急看護認定看護師（篠田まなみ）

子どもの急な病状変化、危急的病態の判断や対応の難しさを感じ、小児
救急看護認定看護師を取得しました。現在は、突発的な病気で入院してき
た子どもや家族が少しでも落ち着いて治療に臨めるよう気持ちに寄り添
い、看護を実践しています。元気になった子どもの姿と家族の笑顔が、認
定看護師としてのやりがいになっています。

訪問看護認定看護師（成澤秀子）

病気を抱えたまま退院する患者さんの、スムーズな在宅への移行を支
援するために訪問看護認定看護師を取得しました。実際に訪問看護を行
いながら利用者さんとご家族の要望を聞き、安心してご自宅で過ごせる
ように多職種と協働してサービスの提供を行っています。
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2017.10
 ◇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
（予約制）

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
（呼吸器・肺がん外来） 桑原�克弘 馬場�順子

（呼吸器・肺がん外来）

松山�菜穂
（睡眠時無呼吸）
（再来のみ）

松山�菜穂
（睡眠時無呼吸）
（再来のみ）

土屋�俊晶

午後
（予約制）

大平�徹郎
（睡眠時無呼吸）
（再来のみ）

土屋�俊晶
（禁煙外来）

森山�寛史
（びまん性肺疾患）

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） 榮森�景子

神経内科
午前

小池�亮子 髙橋�哲哉 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/大学医
（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）
（再来のみ）

（手術日）白水�洋史 亀山�茂樹 白水�洋史
（再来のみ）

伊藤�陽祐

てんかん科

午前
（予約制）

長谷川�直哉
（新患のみ）

長谷川�直哉
（再来のみ）

長谷川�直哉
（再来のみ）

長谷川�直哉
（再来のみ）

新患
（予約制）

長谷川�直哉
（再来のみ）

神経小児科

午前

眞柄�慎一
（再来のみ）

遠山�　潤
（再来のみ）

遠山�　潤
（再来のみ） 遠山�　潤 眞柄�慎一

小松原�孝夫
（再来のみ）

小林�　悠
（再来のみ） 小松原�孝夫 小林�　悠

午後
（予約制）

遠山�　潤
（再来のみ）

遠山�　潤
（再来のみ）

眞柄�慎一
（予防接種）

小松原�孝夫
�（予防接種）

小林�　悠
�（予防接種）

難病リハビリ 9:00～15:00 松原�奈絵 長谷川�有香 林/小池 髙橋�哲哉 黒羽�泰子

リハビリ
テーション科

第４
14:00～17:00 木村�慎二
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まさご通信No.23　発行責任者：院長 内山 政二
国立病院機構 西新潟中央病院
〒950-2085 新潟市西区真砂1-14-1
TEL 025-265-3171　FAX 025-231-2831　http://www.masa.go.jp/

バス
Ａ．有明線「国立西新潟中央病院前」下車徒歩約２分
Ｂ．西小針線（本数が多い）「小針十字路」下車徒歩約10分

JR
越後線「小針駅」からタクシー３分

車
新潟バイパス「黒埼I.C.」から15分


