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病院長就任のごあいさつ　大平徹郎
呼吸器疾患と神経難病　─　当院のツインタワー

次の時代が「令和」と発表された４月１日、新病院長
に就任しました大平徹郎（おおだいら てつろう）と申し
ます。よろしくお願いいたします。

私たち西新潟中央病院は、呼吸器疾患と脳神経疾患
（難病）を中心とした専門性の高い診療を行っています。
当院でこそ可能な、質の高い安心・安全な医療に努めて
います。第一に心がけているのは、病める方々も笑顔に
なれる患者満足度の高い病院です。

地域医療を支え、グローバルにも注目される西新潟中央病院
・当院は400ベッドを有する「地域医療支援病院」です。
・呼吸器疾患は、肺がん、アスベスト関連疾患、肺炎・肺抗酸菌症、間質性肺疾患、閉塞性肺疾患COPD、

喘息、睡眠時無呼吸などの方々を診療しています。
・特に肺がんでは、「がん診療連携準拠点病院」として、手術や放射線治療、緩和ケアや在宅医療までトー

タルな対応が特徴です。
・脳神経疾患は、てんかん、パーキンソン病をはじめとする神経難病、重度心身障害、さらには子どもの

整形外科といった方々を診療しています。
・全国で13施設しかない厚労省認定の「てんかん治療拠点病院」です。患者さんは海外からも訪れます。

2019年１月にはロシアのお嬢さんがインターネット（読売新聞サイト・ヨミドクター）で紹介されまし
た。６ページをごらんください。

　　https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20190108-OYTET50039/
・新潟エリアの多くの医療機関と協力連携体制にあります。
・救急医療では、３つの診療科（内科、小児科、整形外科）が新潟市の救急輪番に参加しています。
・訪問看護ステーションは、他の施設では対応が困難な在宅人工呼吸療法の方や、難病で寝たきりの方を

支援しています。

看護学科と臨床検査技師科　─　おとなりには新潟医療技術専門学校
2017年４月に開学した新潟医療技術専門学校・西新潟中央病院キャンパスで学ぶのは、看護学科（各学

年80名）、臨床検査技師科（同40名）の学生たちです。
新潟県では医師、看護師をはじめ医療職種の不足が深刻です。医療者をめざす若者が増え、新潟の未来

に貢献することが期待されます。

◆大平徹郎（おおだいら てつろう）
　呼吸器内科医。新潟市西蒲区（旧巻町）生まれ。1986年新潟大学医学部卒業。
　1993年同大学院修了。1999年当院着任。2019年４月より病院長。
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当院、本当に様変わりしました。かつては松林の中のひっそりし
た療養所でした。現在は丘の上にそびえる７階建て、陸（新幹線と
高速）、海（佐渡航路）、空（新潟便）の全てから見えます。建物だ
けではなく、ハード、ソフト、そして職員の心も、いい方向に大き
く変わっています。土屋元院長と亀山前院長に続き、乗客400名、
乗員600名の大きな船を2015年から４年間航海させて来ました。時
に荒波を被りながらも、沈没せずに任務を終えることが出来ました。

当院はツインタワーの専門医療を展開しています。ツインとは呼吸器疾患と神経難病であり、前者は肺
がんや結核、睡眠時無呼吸、COPDなど、後者はてんかんやパーキンソン病、重症心身障害やこどもの整
形外科です。診療は世界レベルであり、Yahooのトップページに紹介されたこともあります。世界だけで
なく、他がやれないことをやる当院は、地域にとってなくてはならない病院になっています。結核は新潟
県全域から患者を受け入れ、地域医療の安全保障を担っています。

職員は貴重な人材であり、地域の宝です。病院では大勢の人が、いろいろな立場で働いています。患者
さんと接する人だけでなく、見えない所で夜通し働く人、暗いうちに出勤して窯の火を入れる人など、多
くの人の力で病院は動いています。職員の皆様を誇りに思いながら、定年退職させていただきます。世界
に、地域に、西新潟中央病院の益々の発展をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

（前院長　内山 政二）

【採用・転入】
整形外科　　八幡　美緒　　呼吸器内科　倉重　理恵　　呼吸器内科　関谷　友樹
脳神経内科　中村　航世　　神経小児科　岡﨑　健一　　神経小児科　大野　　武
神経小児科　平岩　明子　　脳神経外科　村井　志乃

【退職・転出】
整形外科　　内山　政二　　脳神経内科　金山　武史　　神経小児科　眞柄　慎一
神経小児科　小松原孝夫　　神経小児科　中山　有美　　脳神経外科　東島　威史

2019年２月28日に第25回臨床懇話会を行いました。
「睡眠薬の適切処方　その基本的な考え方」と「高齢者や認知症患

者の不安症状への対応」の２つのテーマで講演が行われ、今回は
2019年４月から適用される、ベンゾジアゼピン系製剤の減算規定に
対応するための講習会として開催しました。

70名を超える多くの先生方にご参加いただきました。お忙しい中
ご参加いただいた先生方、有り難うございました。

世界レベルの病院 ─ 院長退職に当たり感謝

医師異動のお知らせ

第25回臨床懇話会 地域医療連携室
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肺がん治療も新しい時代へ
「令和」の新しい時代になりますが、肺がん治療も大き

く変化しています。特に昨年ノーベル賞を受賞した免疫
治療が、肺がんの診断と治療に大きな影響を与えていま
す。簡単に肺がんの進行期別の最新の治療について述べ
ます。

１〜２期の肺がんは限局した病気ですので、現在も手
術が標準治療です。胸腔鏡というカメラを使用し、小さ
な傷で手術を行うようになりました。身体への負担が少
ない手術です。様々な理由で手術困難な方には、がんを
ピンポイントに攻撃する定位放射線治療が有用です。

３期の肺がんは抗癌剤と放射線治療を併用
した治療を行い、その後に免疫治療を行うよ
うになってきました。

４期の肺がん治療には遺伝子検査が必須で
す。がんの一部を採取して遺伝子検査を行い、
もっとも効果のある抗がん剤または免疫治療
薬を選択して使用します。

西新潟中央病院は、手術、定位放射線治療、
抗がん剤、免疫治療薬の全てを提供できる新潟市
西区唯一の病院です。肺がんでお悩みの方はぜ
ひ当院肺がん治療センター医師にご相談下さい。
一緒に肺がん治療の方針を決めていきましょう。

また肺がん治療に伴い、副作用対策、リハビリ、栄養・薬物の管理、痛みの管理、金銭面の悩みなど、
想像以上に多くの出来事に圧倒されそうになります。肺がん治療センターでは医師のみならず、看護師、
薬剤師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、リハビリ・栄養部門担当者等が力を合わせてみなさんを
支えます。治療開始前から治療後まで切れ目のない支援を続けていきますので、なんでもご相談下さい。

これからも肺がん治療センターをよろしくお願いします。
（肺がん治療センター長　渡辺 健寛）

【外来化学療法室】

【放射線治療装置】
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そろそろ骨ケア　骨密度測定のすすめ
脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折は高齢者に多い怪我で、骨折を契機に自立生活ができなくなってしま

う方が沢山おられます。この骨折は骨粗鬆症のため弱くなっている状態の骨に、しりもち転倒といった比
較的小さな外傷が加わって発生します。

骨折が起きてしまえば、これまで生きてきた中で最も痛いと話され、入院・手術が必要になる場合もしばし
ばです。骨は日々代謝をしており、吸収と形成を繰り返し、その積み重ねで形態と強度が維持されています。
骨粗鬆症は骨折を起こすまで自覚症状がほとんどなく、折れて初めて気がつくため沈黙の疾患といわれてます。

骨代謝には喫煙や飲酒、食事、運動といった生活習慣、内服している薬剤、家族歴などが関係していま
すが、自分の骨量を把握するためには骨密度測定が必要です。

今年３月に当院の骨密度測定装置が最新機種に更新されました。測定速度も速くなり、患者さんにお渡
しする検査結果もわかりやすくなりました。

50歳を超えたらそろそろ骨ケアの時期です。骨粗鬆症がご心配の方は是非整形外科にご相談ください。
（整形外科医長　髙橋 美徳）

2019年３月に骨密度測定装置を更新しました。DXA法による腰椎・大腿骨・全身・前腕骨の骨密度の
測定ができ、全身を測定することにより体組成検査（筋肉量）も可能になりました。

筋肉量はサルコペニア（筋肉減少症）の診断に使用されます。

【測定部位（検査時間）】
腰椎：L2〜L4（60秒）
大腿骨近位部：頚部・転子部・骨幹部（30秒）
筋肉量測定の場合は全身を撮影（７分）

骨密度測定装置が新しくなりました

【骨粗鬆症外来】
毎週月・火・水・金曜日
13：30〜15：30
検査結果は当日お渡しできます

アジアのワーキンググループによる
サルコペニアの診断基準
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読売新聞社 無断転載禁止 2019/3/19

2018/12/28 露の難病少女 治療順調

2018年12月28日　読売新聞全国版の夕刊
に当院を掲載していただきました。
この他、2019年１月５日の読売新聞英字
版、2019年１月９日読売新聞オンライン

（yomiDr）にも掲載されました。

当院が新聞に掲載されました
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2019.4
 ◇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
（予約制）

大平 徹郎 宮尾 浩美
（肺がん外来） 森山 寛史 宮尾 浩美

（肺がん外来）
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） 桑原 克弘 木村 夕香

木村 夕香 松山 菜穂 倉重 理絵 土屋 俊晶 倉重 理絵

松山 菜穂
（睡眠時無呼吸）

松山 菜穂
（睡眠時無呼吸）

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 八幡 美緒 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 中村 航世

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

岡﨑 健一
（再来のみ）

遠山 　潤
（再来のみ）

遠山 　潤
（再来のみ） 遠山 　潤 岡﨑 健一

大野 　武
（再来のみ）

小林 　悠
（再来のみ） 大野 　武 小林 　悠

平岩 明子
（再来のみ）

放上 萌美
（再来のみ）

午後
（予約制）

遠山 　潤
（再来のみ） 放上 萌美 遠山 　潤

（再来のみ）

平岩 明子
（予防接種）

平岩 明子
（予防接種）

放上 萌美
（予防接種）

大野 　武
（予防接種）

放上 萌美
（予防接種）

難病リハビリ 9:00〜15:00 中村 航世 中村 航世 大学医/黒羽 青山 あずさ 青山 あずさ

リハビリ
テーション科

第４
14:00〜17:00 木村 慎二
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交通のご案内

まさご通信No.28　発行責任者：院長 大平 徹郎
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　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


