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年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨年は豪雪や記録的な猛暑といった異常気象や災害の多い年でしたが、本年こそ

平穏な一年となりますように願っております。
当院の診療は呼吸器系疾患と神経難病・てんかんなどの神経・筋疾患を２本の柱

として、地域の皆様に質の高い、最先端の医療を提供するために、スタッフ一同日々
研鑽に励んでおります。院内には国立病院機構の病院として「臨床研究部」が設置
されておりますが、臨床研究活動を通して医学の発展に貢献したいと考えております。また、地域支援病
院として地域の医療機関と連携し、新潟市の二次輪番病院としての役割を担っております。併設の訪問看
護ステーションや重症心身障害者支援事業所（あかしあ）はフル稼働しておりますし、院内に設置されて
いる「新潟県・新潟市難病相談支援センター」とも密接に連携しております。当院ならではの地域支援を
引き続き実践していきたいと思います。

十二支の最後の亥年は「次の始まりに向けて、新たなエネルギーを蓄える年」と言われています。医療
を取り巻く状況の変化や社会のニーズに対応して、地域医療に貢献できるよう、職員一同力を合わせてい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

（臨床研究部長　小池 亮子）

PEARS（小児2次救命処置）資格取得講習会を終えて
11月17日（土）西新潟中央病院でPEARS（小児２

次救命処置）資格取得講習会を開催しました。講義と
演習を通して小児救急に関して深く学び、資格を取得
する研修です。

受講者16名の内訳は、当院看護師６名のほか、大学
病院など当院以外の病院、訪問看護ステーション、児
童相談所、こども専門学校などで勤務される看護師の
方々10名でした。

演習中に積極的に質問が飛びかうなど、学習意欲の
高い受講生ばかりで、16名全員が新たにPEARS資格を

取得しました。充実した研修の成果と言えます。
PEARS資格取得者の重要な役割は、年々増加傾向にある

医療的ケア児への対応です。成長発達や生活環境に関し、
地域や病院の積極的な支援を必要とするそういった子ども
達に対応するには、PEARS資格取得者の数が新潟県ではま
だまだ足りません。

病院の地域支援活動の一環として、本講習会を2019年度
も開催する方向で準備を始めています。医療的ケア児の安
全な療養生活や環境整備の重要性について、多くの医療関
係者が理解を深めてくださることを願ってやみません。

（小児救急看護認定看護師　篠田 まなみ）
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2018年11月、重症心身障害センターとてんかんセンターで七五三のお祝いを行いました。病棟のプレ
イルームや病室を神社に見立て、手作りした大きな鳥居を設置し「祝神社」と名前を付けて行いました。

対象児は、職員や家族と一緒に鳥居をくぐって参拝し、本物さながらの神主からご祈祷をしてもらいま
した。

重症心身障害センターでは、参加者全員でお祝いの歌を唄い、記念撮影を行いました。様々な困難を乗
り越え、成長した我が子の姿に涙されるご家族も見られ、職員一同感慨深いものがありました。

てんかんセンターでは、外国の患者さんのお祝いも行いました。千歳飴を手にした対象児は「ロングキャ
ンディー」と珍しそうにしていました。七五三や千歳飴の由来をお伝えするなど、日本の伝統行事に触れ
ていただくよい機会になったのではないかと思います。

厳かな雰囲気を感じつつも和やかに「子ども達の健やかな成長」を祈念しました。
（保育士　片桐 和美）

七五三をお祝いしました 療育指導室

国立病院総合医学会が行われ、外
科的治療をうける患児へ多職種と
連携してプレパレーションを行っ
た事について、「てんかん患児ケア
における病棟での保育士の役割」の
口演発表をしました。

プレパレーションは「子どもに
対して、それぞれの認知発達段階
に応じた方法で、病気、入院、検査、
その他の処置について遊びを通し
た説明を行い、子どもと家族の対
処能力を引き出すような環境や機
会をあたえること」です。遊びの力で入院治療を頑張る患児を応援したい！これからも子どもと家族が安
心と笑顔になれる様、「遊び」と「遊びを通した支援」を行っていきたいと思います。

（保育士　佐藤 香）

ベスト口演賞をいただきました 療育指導室

3西新潟中央病院 まさご通信 No.27



パーキンソン病に対するDBS治療について
１. DBSって何？

DBS（ディービーエス）はDeep Brain Stimulation
の頭文字をとって略されたもので、日本語では脳深部刺
激療法と訳します。つまり脳の中で深部にある構造物に
細い電極を入れて、それを刺激することによってパーキ
ンソン病の症状を改善する治療方法です。DBSは脳深部
に埋め込むリード、皮膚の下でリードと刺激装置をつな
ぐ延長ケーブル、胸部の皮膚の下に埋め込む刺激装置、
患者さんが自分で刺激のオン、オフを操作するリモート
コントロールから成ります。刺激装置には電池式と充電
式があって、充電式の場合には刺激装置の上に充電器を
あてることによって充電します。

２. DBS治療の対象になる患者さんは？
DBSもパーキンソン病そのものを治す治

療ではありません。薬の治療で動けなくなる
「オフ」の時間が長くなったり、薬の副作用
として勝手に身体が動いてしまう不随意運動

（ジスキネジア）がひどくなったりする患者
さんが対象になります。DBSはオフの時間
を短くしてジスキネジアを抑えてオンの時間
をながくする効果があります。またパーキン
ソン病の症状としてふるえが強くて日常生活に困る場合にもDBS治療の対象になります。

３.DBSを埋め込む手術はどのようにするの？
西新潟中央病院では２回に分けて手術を行っています。まず１回目の手術では頭にフレームと呼ばれる

金属の枠をつけて、MRIを撮影し電極を入れる部位を決定します。頭皮に局所麻酔をして、頭蓋骨に100
円玉ぐらいの小さな孔をあけて、最初に先端が非常に細い針をゆっくり進めていきます。この細い針の先
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端から脳細胞の活動を記録して、実際に電極を入れる場所を確認します。場所が決まったら刺激する電極
に入れ替えをして、リードを頭の皮膚の下に埋め込んで１回目の手術を終了します。細い針を使って脳細
胞を記録し、入れた電極を実際に刺激して効
果を確認する時以外は、静脈麻酔も使って患
者さんは眠っている状態で手術が進みます。
左と右に電極を入れる場合には全体として３
時間から４時間ぐらいの手術時間です。

１〜２週間ぐらいの期間をあけて、延長ケー
ブルと刺激装置を埋め込む２回目の手術を行
います。この手術は全身麻酔で行われますの
で、患者さんはわからないうちに手術は終了
します。１〜２時間ぐらいの手術時間です。

４. DBSの手術後はどうなるの？
手術後１〜２週間かけて、どの電極を刺激するか、刺激の強さをどう

するかなどの調整を行い退院します。手術前に飲んでいた薬を減らすこ
ともあります。退院後３ヶ月ぐらいで再度１〜２週間入院してもらい、
刺激調整を行います。その後は１年毎に定期的に刺激調整と検査のため
に入院してもらいます。

５. DBSを入れた後に気をつけることは？
通常の生活ができますし、ジョギングなどの軽い運動も可能です。

ただ以下の点だけ気をつけましょう。
① IH式の炊飯器や電気コンロの近くには長く留まらないようにし

ましょう。刺激が勝手にオフになることがあります。
② 空港などの金属探知機によるセキュリティーチェックの際には

DBS手帳やカードを呈示しましょう。
③ 図書館やお店などに設置されている防犯ゲートに近づく際には

あらかじめ刺激装置をオフにしてゲートを通過したらオンにし
ましょう。

④ DBS以外の医療処置、手術が必要になった時には、担当の先生
に相談するようにしましょう。特にMRIについては対応のもの
と対応でないものがあるので、検査を受ける前に必ず相談して
ください。

最後に
DBSは根治的な治療ではありませんが、従来の薬の治療では得られない効果が期待できる治療方法です。

また病気が徐々に進行して症状が悪くなった場合に、刺激条件を変更することによってある程度の対応が
できます。DBSはパーキンソン病治療の最後の砦ではなく、前述のように薬による症状のコントロールが
難しくなった時に早めに行うべき治療方法です。ぜひ積極的に取り入れていただきたいと思います。

（神経部長　福多 真史）
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嚥下内視鏡検査を行えるようになりました
食べることはとても複雑な喉の動きによって行われています。そのため、病気や加齢などにより喉の動

きが悪くなると、ご飯を食べる時にむせたり、時には窒息や肺炎など命に関わる病気になる恐れがありま
す。そのような際は、喉の動きを詳しく調べる検査が必要です。

ごはんを食べる時の喉の動きを見る検査は大きく分けて２つあります。
１つはレントゲンを使いながらバリウムを入れた食べ物を飲んでもらう嚥下造影検査という方法。もう

１つは鼻から内視鏡を入れて、実際に食べているものを飲んでもらう嚥下内視鏡検査という方法です。
当院では、従来の嚥下造影検査に加えて、2018年9月から新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教

室の馬場先生がお越しくださり、嚥下内視鏡検査も実施できるようになりました。
嚥下造影検査と嚥下内視鏡検査を組み合わせることで、より細かな喉の動きが分析でき、正しい食事姿

勢や適切な食事形態を評価することができます。もし、ご飯を食べているとむせてしまう、食べている時
に喉の違和感があるなどの症状がおありでしたら、ぜひご相談ください。

（言語聴覚士　後藤 佑介）

新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室　馬場徳洋先生のコメント
高齢者の増加に伴い肺炎（誤嚥性肺炎）で亡くなられる方は増えています。肺炎を回避するため

に経口摂取の制限や胃瘻造設などを検討する一方、できるだけ長く経口摂取を保つことも求められ
ています。そのためには的確な評価が重要です。また評価することは院内における誤嚥・窒息事故
の対策の一つとしても重要と思いますので、気兼ねなくご紹介頂ければ幸いです。至らぬ点などあ
りましたら、ご意見ください。宜しくお願い致します。

馬場先生（中央）

検査の様子
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2019.2
 ◇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） 木村 夕香

木村 夕香 松山 菜穂 桑原 克弘

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

脳神経内科
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 青山 あずさ 金山 武史

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）
（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

中山 有美
（再来のみ）

放上 萌美
（再来のみ）

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 青山 あずさ 金山/長谷川 大学医/金山 青山 あずさ 青山/黒羽

リハビリ
テーション科

第４
14:00〜17:00 木村 慎二
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〒950-2085 新潟市西区真砂1-14-1
TEL 025-265-3171　FAX 025-231-2831　https://nishiniigata.hosp.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


