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2018年 年頭のご挨拶

医療相談室の紹介

新年あけましておめでとうございます。
今年も比較的おだやかな新年を迎えることができました。これもひとえに地

域のみなさまや当院の医療を信頼して応援してくださる方々のおかげであると
ともに、500人を超える職員１人１人の力が合わさった賜物と思います。

当院は2013年に新病棟を竣工した以降も、新型定位放射線治療装置の導入、
「あかしあ」の土日開所や訪問看護ステーションの開設など少しずつ新しい事業
を開始しました。さらに2018年１月から、当院は建物の名称を一部変更し、旧
１病棟は西棟、旧２、３病棟は東棟、そして2014年にできた附属棟は南棟とな
りました。西棟には、心理検査室や訪問看護ステーション、東棟には難病リハビリテーション室、治験管
理室、療育指導室が、そして南棟には「あかしあ」、栄養管理室がおかれ、それぞれが少しずつ発展してい
ます。このように当院はゆっくりですが確実に変化を遂げていると思います。

国立病院機構においては、経営面の改善とワークライフバランスの充実といった、相反するような問題
が山積しております。このような時だからこそ、各自が当院で働きはじめた初心を思い出し、専門性の高
い医療をおこなうことと臨床に基づいた研究活動を推進していくことが重要であると感じます。そうして
みなさまの医療や健康増進のお役に立てれば、これほどの喜びはありません。

医療相談室では、病気や怪我の療養に伴う社会的、
経済的、心理的問題など、生活問題全般についてご相
談に応じています。

患者さんやそのご家族からのご相談を、社会福祉士
の資格を持った医療ソーシャルワーカー２名がお受け
しております。

内容によって医師や看護師、栄養士、リハビリス
タッフなどと相談すると共に、他医療機関、公的機関、
介護関連施設とも連携し、患者さんとご家族を支える
ネットワーク作りもお手伝いいたします。

相談員は、男女１名ずつ所属しておりますので、男性の方が相談しやすい、女性の方が相談しやすい等
のご希望がありましたら、お気兼ねなくお申し出ください。お電話でのご相談も積極的にご利用ください。

相談で知り得た個人情報につきましては、秘密厳守いたします。

※関係機関との連携・情報の共有が必要な場合は、相談者の承諾を頂いたうえで対応させていただきます。

　ご利用の際は、外来受付または２番なんでも相談窓口にお申し出ください。

　受付時間は、月曜日～金曜日午前８時30分～17時15分までとなっております。

（医療社会事業専門員　吉田 大輔）

統括診療部長　遠山　潤
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結核菌群核酸増幅（PCR）検査

GeneXpertシステムについて

ピーシーアール

ジーン　　エキスパート

はじめに
当院は、県内で唯一、結核症治療を専門とする病棟を常時備え

る病院です。それに伴い検査科にある検査装置は、最新の機器が
整備されています。

県内における結核症患者さんの数は、年々減少してきています
が、全国に目を向けて見ると、結核症治療の薬（抗結核薬）が効
かない多剤耐性結核菌（MDR-TB）の検出が多数報告されていま
す。その対策のため、2017年４月にGeneXpertシステムが導入
されました。

なぜ、結核菌に感染するの？
患者さんの咳やくしゃみから出る飛沫（ひまつ）に菌が含まれていることが多く、この菌を含む

飛沫（ひまつ）を、肺へ取り込むことで人への感染を起こします。最近では、潜在性結核症と言っ
て症状が乏しく、菌を排出していない感染者が増えています。

どのような検査？
今回紹介する検査は、痰（たん）の中に菌や菌の一部分（かけら＝遺伝子）が含まれていれば、

2時間程度で結核菌群遺伝子を検出できる高感度で特異的な検査法です。GeneXpertシステムで
は、薬の効かない菌が持っているリファンピシン耐性遺伝子も同時に検出します。

何故？　薬が効かない菌が持つ遺伝子を検出する必要があるの？
効かないお薬を使い続けると、薬の効かない度合い（耐性）を上げてしまいます。その結果、治

療が困難になってしまいます。特に多剤耐性結核菌（MDR-TB）の検出は急務となっており、耐
性遺伝子を検出することができれば、早く耐性菌治療に移ることが出来ます。

おわりに
今後、入国する海外渡航者の増加にともない、結核蔓延国からの結核症を含む輸入感染症の増加

が懸念されます。GeneXpertシステムの導入は、早期発見と結核治療の改善に効果が期待されて
います。

（臨床検査科　微生物検査室　病理主任　古江 裕志）
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第51回 日本てんかん学会に参加して

難病リハビリ合同クリスマス会を開催！

2017年11月３日～５日まで、秋の観光シーズンで賑わう京都市で第51回日本てんかん学会が開催され
ました。当院からは口演発表４題、ポスター発表４題がなされ、ほかにマラソンレクチャー、ワークショッ
プ発表も行われました。その中で、白水洋史先生がEnglish presentation賞を、長谷川直哉先生が優秀ポ
スター賞をいただきました。てんかんセンターでは引き続き、てんかん診療と臨床研究を推進していきた
いと思います。 （統括診療部長　遠山 潤）

12月８日（金）、ラベンダーホール（旧大会議室）にて難病リハビリ合同クリスマス会を開催し、パー
キンソン病等の利用者19名が参加されました。

初の試みとなったフライングディスク大会は、手に汗握る熾烈な闘いが繰り広げられ、3m部門と5m部
門の各１～３位を表彰しました。午後には神経内科医師団、訪問看護ステーションとリハビリ科のコラボ
での合唱を楽しんで頂き、プレゼント交換で閉会しました。

全体的には好評で、「（職員らの）芸達者ぶりに驚いた」という声や、来年は「チーム対抗戦で」「カラオ
ケも」という要望も出ました。

普段は各曜日別々に利用されている方々が一堂に会して楽しく過ごされ、皆さんよい表情で帰られたの
で、開催して本当によかったと思いました。 (リハビリテーション科　長谷川 拳)

右から2人目　てんかん科　長谷川直哉 先生

ゴールへ向かって１枚入魂！

左から1人目　脳神経外科　白水洋史 先生

みんなで歌いました！
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10月27日、あかしあの
療育活動の一環として、ハ
ロウィンパーティーを開催
しました。

利用者のダンス（おばけ
のパーティー）から始ま
り、目玉リレー、お絵かき伝言等のゲームを行いま
した。普段と違う雰囲気の中で沢山の笑顔が見られ
ました。さらに利用者の方はもちろん、職員全員が
思い思いの仮装で盛り上げてくれました。仮装大賞
は満場一致でスーパーマリオでした！！

新年戌年を迎え、あかしあの皆さんでお正月を満喫しています。書き初
めで今年の決意を表明、獅子舞に噛まれて大喜びのみんなは無病息災、福
笑いで大笑いしたのでたくさん福が舞い込むことでしょう。

今年も笑顔の絶えない１年になりますように♡
 （保育士　田村 幸太）

ハロウィン＆お正月 あかしあ
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全国てんかんセンター協議会総会（JEPICA 2018 in Niigata）が開催されます
この度、当院てんかんセンター主催で2018

年２月10日（土）～11日（日）に第５回全国
てんかんセンター協議会総会が朱鷺メッセで
開催されます。全国てんかんセンター協議会
は、医師中心の学会とは異なり、てんかん医
療に携わる多職種の人々が一堂に会しててん
かんケアについて議論することを目的とする
ユニークな会であります。

新潟大会2018では、各職種の方々がてん
かん医療に関係する幅広い知識の向上ができ
るように各セッションを企画し、また、患者
さんやご家族とも手をつないでてんかん医療
の輪をひろげていくために、協力会員である
家族会の方々にも講演していただくことにい
たしました。患者さんやご家族の持っている
問題点の共有やてんかんセンターへ期待する
ことなどを実際にお話していただくことによ
り、これまで気がつかなかったてんかんセン
ターの任務なども各自が再認識できることと
考えました。

この会は、医療従事者であれば会員施設で
なくともどなたでも参加できます。新潟の多
くの皆様にもご参加いただき、てんかんにつ
いての理解を深めていただければと思います。
 （統括診療部長　遠山 潤）

SWANネットの連携について
当院では、在宅医療・介護連携情報共有システムのSWANネット

（Net4U）の運用を開始しております。またより多くの情報を提供す
るためNet4U CONNECTを導入し、登録患者の入退院情報、処方、
血液検査結果などを電子カルテからSWANネットへ自動的に送信し
ています。

まだ登録患者は少ないですが、今後積極的に連携を行っていきたい
と考えておりますので、お気軽に登録患者のご招待、連携のご相談を
いただきますようお願いいたします。

地域医療連携室
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2018.2
 ◇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）

松山 菜穂
（睡眠時無呼吸） 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）

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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坂井輪
コミュニティーバス

西小針線

A

B

C

日本海

萬代橋

信濃川

越
後
線

バス始発

●
市役所

●
Honda Cars
新潟

上越新幹線

●コンビニ

●聖園病院●

●
小針小学校

アピタ●
●
G.S

●
G.S

至巻

至長岡

至長岡

国
道
８
号

新潟西
I.C

新潟中央
I.C

黒埼
I.C

至会津磐越自動車道

日本海東北自動車道

新潟バイパス

至村上方面
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病院前

西新潟中央病院

病院前

西大通り
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北陸自動車道

国道 402 号

小針十字路

小針十字路

小針駅

コンビニ

新潟駅

交通のご案内

まさご通信No.24　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
Ｃ．坂井輪コミュニティーバス「国立西新潟中央病院前」下車徒歩約２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


