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第4回 病院祭 ～Open Hospital～ 病院祭実行委員長（事務部長）　小田島 良一

７月８日（日）13時より第４回病院祭が行われました。
梅雨中ということもあり、前日までは雨模様でしたが、当
日は青空も見えるこの時期にしては良い天気に恵まれ過去
最高の来場者にお出でいただきました。
今年の４月に転勤してきて何も分からないまま実行委員

長という大役を仰せ付かったわけですが、不安な気持ちと
は裏腹に各部門の実行委員の方々の献身的なご協力により
無事病院祭を終えることができました。
梅雨入り後の６月中旬から晴天がつづき敷地内のラベン

ダーが例年より早く咲き始め「病院祭」までもってくれる
かヤキモキしていましたが、そんな心配は無用で香りと共

に立派に咲いていてくれました。
会場としては、研修棟で三部構成の講演を行い、一部：
物療主任・高橋茂「どうしたらいいの発達の遅い子」、二
部：整形外科・リハビリ
テーション科医長・高橋
美徳「中高年の膝痛」、
三部：麻酔部長・小形雅
子「ペインクリニックの
お仕事」を行い、多くの
来場者が興味深く聞き
入っていました。

■ 第4回病院祭 ～Open Hospital～
■ 新潟まつりにも参加
■ 第28回呼吸器センター公開講演会（COPD）
■ 第13回専門職のためのてんかん研修会開催

■ 西新潟中央病院アスリートクラブ
■ 工事中ご迷惑をおかけいたします
■ 西村ちなみ厚生労働副大臣が視察に
訪れました

■ 医師の紹介

■ リハビリテーション科 新人紹介
■ 連携クリニック紹介
■ 第3回西新潟中央病院臨床懇話会の
お知らせ

■ 外来診療担当・編集後記
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新潟まつりにも参加

第28回 呼吸器センター公開講演会（COPD） 第13回 専門職のためのてんかん研修会開催

８月３日（金）新潟まつり民謡ながしに参加しました。
毎年参加させていただいてますが、今年はいろんな思いを
込めて新病院を御輿にチームワークでわっしょい！

７月14日（土）当院で、
市民のみなさんを対象に
「COPDセミナー」を開催し
ました。100名を超える来場
があり、大盛況でした。講演
は医師が肺の生活習慣病につ
いて話し、理学療法士が肺に

は筋肉が重要な鍵であることを訴え、それらを支えるのが
栄養の役割であることを管理栄養士が講演しました。

小・中学校の先生方ならびに学校医の先生を対象として、
８月９日（木）に専門職のためのてんかん研修会を開催し
ました。140名もの参加があり、参加された方々は熱心に
聴講されていました。
当院はてんかんの基幹施設
として、出来る限りの情報を
提供し、これからもこのよう
な研修会や講演会を継続させ
ていきたいと思います。

デイケア棟では当院の医療実績などと各部門の紹介を行
うポスターセッション、健康チェック（身長・体重・血圧・
骨密度・肺年齢測定・血管年齢測定）、玄関ロビーでは吹奏
楽とフラダンスの実演を行い、今回初めて参加していただ
いた地元の五十嵐中学校吹奏楽部のジャズを取り入れた中
学生とは思えない洗練されたリズムには大喝采でした。
第一外来棟では、こちらも今回初めての企画で、当院自

前のラベンダーを用いたフラワー
アレンジメント教室を地元の講師
をお招きして行ったところ、最後
まで受講者が途切れない大盛況で
した。

薬剤科では、チョコレート分包、利きコーラなどを行い、
こどもたちに大人気で笑顔と歓声が絶えない状況でした。
栄養管理室の病院食体験では、食堂に沢山の体験者が来
られ貴重なご意見をいただきました。
そのほか、こどもの広場（エアトランポリン・的当ゲー
ム）、スタンプラリー、AED講習、ストレッチ体操、革細
工作業体験、車椅子体験など…、それぞれの企画に各職員
が一生懸命取り組み、お出でいただいた方々とのふれあい
を大切にしました。これからも「地域に根付いた病院」と
してがんばっていこうということを再確認した一日でし
た。帰りには来場者全員にラベンダーの花束をプレゼント
し「第４回病院祭」は終了いたしました。

イェ－ィ！！
ハァ～そりゃそりゃ！
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西村ちなみ厚生労働副大臣が視察に訪れました

西新潟中央病院アスリートクラブ

工事中ご迷惑をおかけいたします 病院リニューアル風景

キャプテン（脳神経外科医師）　村上 博淳

統括診療部長　大平 徹郎

スラムダンクになりたくて
「おーい、花道。部紹介書けたのかよ？」
「うっせー、良平、俺はこーゆーの苦手なんだ。
あ、晴子ちゃーん＼(^O^)／」
「もぅ、桜木君、ちゃんとやらなきゃだめだよ(｀_´)」
「そうだぞ～花道、おまえまだレイアップもまともにできてないでしょ？」
「ぬぁに～！？ アヤコさん、そんな庶民シュート、俺様には必要ないわい！」
見よ、このダーンク…「ゴッ」…
「ぶぁ～かもの～！！ ゴール下シュート
も決められんヤツが百万年早いわぁ！！」
「ぬ…ゴリめ…」
「けけけ…」
「りょーちん、笑うな！！」
「あーあー、花道、シュート練習くらいしとけよ～」‘シュパッ’（3ポイント）

「ぬ…ミッチーまで…」
…シュパッ (3ポイント)→グッ(--)V
「ぬぅぅ！！ ルカワ、貴様だけは許せん！！！
あ、晴子ちゃん、目がハートになっちゃってるぅ～(T_T)」
「さ、花道、一緒に練習しようぜ！」
「ぬ…メガネ君、じゃあ代わりに部紹介書いといて(>_<)」

みたいな会話を写真を見ながら、ご想像下さい。

８月16日（木）午後、西村ちなみ厚生労働副大臣が当院を視察されました。
国立病院機構は厚生労働省の管轄下にありますが、現職の副大臣が当院を訪
れるのは初めてのことです。てんかんの外科手術を希望して、遠く欧米から
も患者さんが来院することに強く関心を持たれたり、新潟の地域医療に当院
がどう貢献しているかといった説明に、熱心に耳を傾けてくださいました。

視察の様子は、西村副大臣のホームページ
（ちなみブログ 行動日誌　2012年８月16日 http://www.chinami.net/）
でも紹介されています。

2013年６月
竣工予定

新病院完成予定図
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Ｑ　どうして呼吸器内科を？
Ａ　呼吸器内科医を選んだことより、人生において一

番価値あること、それは他人の命を救うことです。
医療者にとって人を救命する行為は日常茶飯事で
あり、医療に携わるというのは、それだけで人生
における大きな喜びだと私は考えます。自分が正
しいと思うことをその通りにやれば感謝され、総
じて賞賛されます。こんな恵まれた職業は多くな
く私自身、総じて集中力が高いこと、感情的にな
らず、おおむね気分が一定している性格は医者に
向いてると自分では思っています（^-^）

Ｑ　今興味を持っていることは？
Ａ　健康の維持！ 自己流の健康法は充実してます。

アーモンドとリンゴだけで断食…肉と白砂糖は極力
口にしない…。など…。ぶら下がり健康器も欠かし
ません。お陰様で見た目とは違い実に健康です！ 
仕事をはじめて19年、病欠したことありません！

Ｑ　好きな食べ物は？
Ａ　食べることにさほどの興味がありません。他に関

心のあることが多
いので食べ物のこ
とまで考えが回らないみたいです。（えぇ～！！）

Ｑ　普段、心がけていることは？
Ａ　今年の目標が、自分のためにむさぼるのをやめる

ことなんです。必要なものはすべて手に入れまし
た。この先、新しく求めるものはなく、むしろ、
人と分かち合う喜びについて学ぼうと思ってます
（ニコッ）

Ｑ　地域連携室に一言
Ａ　いつも助けていただき、本当に感謝してます。　 
「どーいたしまして…」

Ｑ　最後にもし医師になっていなかったら？
Ａ　幼少の頃、ある占い師から「あなたには大昔の良

き医者の魂が宿っている」と告げられて「秘密の名
前」をもらいました。その言葉の通り歩み、今が
あります。だから、この仕事は私にとって天職な
のです。この仕事以外は考えたことはありません。

医師の
紹介 呼吸器内科医長

松本 尚也（まつもと なおや）
専門分野：肺がん、呼吸器内科一般

リハビリテーション科 新人紹介

理学療法士の花岡伸一です。福島の病
院で３年勤め、地元の新潟に戻ってき
ました。マイブームは釣りです！！ 最
近は趣味と仕事と家庭のバランスをう
まくとるために奮闘中です！

伊藤恵太です。言語聴覚士で
す。出身は山形県で、鶴岡市
の病院で脳血管疾患の患者さ
んを主にリハビリをして参り
ました。この病院では重症心
身障害、てんかん等の患者さ
んで以前とは違う知識や技術
が必要であり日々努力してお
ります。

理学療法士長の川上司です。10年ぶ
りに西新潟中央病院に戻って来まし
た。今後ともよろしくお願いします。

理学療法士の飯塚ななみです。新潟市秋葉区出身の22歳です☆学
生の頃ダンス部で見るのもやるのも大好きです！！ 社会人１年目！ 
ご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。

作業療法士の中野珠江で
す。新潟市東区出身の22
歳！ 学生時代は１人暮ら
しでしたが、今は実家か
ら通えるので楽してます！ 
みなさんと楽しく仕事をし
ていきたいと思います。よ
ろしくお願いします。
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新潟県庁のまん前にありますマンション（セントラ
ルコート）の一階で平成22年10月１日より、相馬芳
明初代院長から相馬神経内科を引き継いで県庁前神経
内科クリニックを開院しています。なぎさ調剤薬局の
裏です。神経学的検査、頭部CT、頸動脈エコー、動
脈硬化度検査などを用いて、神経内科専門医として、
脳卒中をはじめパーキンソン病など神経難病、認知症
の早期発見と治療に力を入れています。また頭痛、め
まい、しびれについて検査結果に基づき患者様の症状
をできるだけ改善するように努めています。さらに動
脈硬化予防のため地域の「かかりつけ医」として高血

圧、高脂血症、糖尿病など生
活習慣病の治療に携わってい
ます。患者様の数もスタッフの
数もまだまだ少ないですが、病院の
先生方やまわりの開業医の先生方からご紹介いただき
診療にあたっております。頭部MRI、MRA、VSRAD、
脳波、神経伝導速度、睡眠時無呼吸などの検査を含め
西新潟中央病院の皆様には強い地域連携を通じていつ
もお世話になっております。今後ともよろしくお願い
します。

新潟県新潟市中央区出来島1-5-52
☎025-282-2266

診療時間／曜日 月 火 水 木 金 土

午前 9:00-12:30 ● ● ● ● ● ●

午後 14:30-17:30 ● ● ● ●

※日・祝は休診

　　　クリニック紹介連

第3回 西新潟中央病院臨床懇話会のお知らせ
日　時：2012年９月13日（木）19：00～20：00
会　場：国立病院機構西新潟中央病院　研修棟研修室
話　題：１）「長引く咳の原因と対策」　 呼吸器内科医長　桑原 克弘
　　　　２）症例検討

問い合わせ：地域医療連携部　小松

携 県庁前神経内科クリニック
小林 央 先生

スタッフのみなさん

新潟県医師会生涯教育講座

受付 待合室

マルチスライスCT診察室

院長　小林 央
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2012.9
 ◇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 齋藤 泰晴 大平 徹郎
（在宅呼吸療法） 松本 尚也

齋藤 泰晴 桑原 克弘 松本 尚也 宮尾 浩美 杵渕 進一

清水 　崇 杵渕 進一 木村 夕香 桑原 克弘 木村 夕香

清水　 崇 土屋 俊晶

午後
（予約制）

大平 徹郎
(睡眠時無呼吸)

杵渕 進一
(睡眠時無呼吸)

杵渕 進一
(睡眠時無呼吸)

齋藤 泰晴
(びまん性肺疾患)

清水/松本
(睡眠時無呼吸)

桑原/宮尾
(睡眠時無呼吸)

齋藤/木村
(睡眠時無呼吸)
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 内山 政二 （手術日） 榮森 景子

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 亮子
（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
増田　 浩

(手術日）

亀山 茂樹 増田　 浩

(手術日）
白水 洋史 村上 博淳 村上/白水

午後
（予約制）

増田　 浩
（ふるえ外来）

新患
（予約制） 増田　 浩 亀山 茂樹

てんかん科
午前 笹川 睦男 笹川 睦男 長谷川 直哉

新患
（予約制） 笹川 睦男

神経小児科

午前
赤坂 紀幸 遠山　 潤 遠山　 潤 大橋　 伯

大橋/大野 赤坂 紀幸

午後
（予約制）

遠山　 潤 遠山　 潤

大橋　 伯
（予防接種）

赤坂　紀幸
 （予防接種）

大野　 武
 （予防接種）

新患
（予約制） 大橋　 伯 遠山　 潤 赤坂 紀幸

難病リハビリ 9:00～15:00 松原 奈絵 畠山/長谷川 山田/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

ペイン
クリニック外科

午前
（予約制） 小形 雅子

編 集 後 記
訪問看護にお伺いしている患者さんから、鈴虫をおすそ分けしていただき、毎晩鳴き声を楽しんでい

ます。今年の夏も暑かったですね。突然のゲリラ豪雨にも驚きました。季節の変わり目になります。体
調管理に気をつけてますます元気に頑張りましょう。 （W.K）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎
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