
c o n t e n t s

南相馬市からの患者さん元気に帰郷 地域医療連携・在宅支援係長　小林 和加子

東日本大震災による福島第１原発の事故を受け、被災さ
れ南相馬市立総合病院から、西新潟中央病院に転院されて
いた３名の患者さんが、2012年10月26日１年半振りに無
事南相馬市近隣の病院へ全員帰郷することができました。

2011年３月11日震災発生後３日目に当院からは、てん
かん治療支援と共に、医療班の協力を行いました。その後
福島県より新潟県へ患者さんの受入れ要請があり、大平統
括診療部長（地域医療連携部長併任）を中心に、病棟と連
携し体制の準備を進め３名の受入れが決定されました。南
相馬市は、原発事故の影響で避難勧告が出た地域でした。
震災後８日目、３月19日１名、20日２名の方が、他県の救

急車を乗り継ぎ西新潟中央病院へ搬送されて来ました。入
院後１名の患者さんは心不全の増悪により呼吸器管理が必
要となり、一時重症でしたが徐々に病状も改善され、車椅
子に座り、看護師と会話しながら経口摂取が可能となりま
した。４月には病院の桜で一緒にお花見をすることができ
るまで回復されました。その後家族の受け入れ態勢が整い、
４月25日ご家族皆で迎えに来られ、福島県のご自宅へ元気
に帰ることができました。その日の病棟での写真です。私
は病棟看護師長を担当していましたが、地域医療連携係長

（横村看護師長）をはじめ、医師、看護師、MSWなどとこ
の笑顔で送ることでき、心が熱くなり別れを惜しみました。

■ 南相馬市からの患者さん元気に帰郷
■ 病棟等建替整備工事は、順調に進んでいます ！！
■ てんかんに関する看護師研修会
■ 中学生職場体験 ～燕中学校、坂井輪中学

校、小新中学校、赤塚中学校のみなさん～

■ TeNY医療の広場 「専門医のススメ」 に
　 桑原 克弘 呼吸器内科医長が出演しました
■ パーキンソン病患者さんと家族の
　 ための研修会を開催しました
■ 医師の紹介

■ 整形外科「骨粗鬆症 病診連携」
　 2013年１月開始！
■ 連携クリニック紹介
■ 第4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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病棟等建替整備工事は、順調に進んでいます ！！

てんかんに関する看護師研修会 看護師長　武田 さゆり

９月26日（水）～９月28日（金）３日
間開催されました。今年は帯広や広島等
の遠方からの参加や救急・急性期病棟に
勤務する看護師の参加など、過去最高の
24名もの参加者がありました。参加
者は熱心に聴講され、活発なグルー
プワークを行い各自の課題を解決、
達成することができ大盛況に終わり
ました。

７月は、現場周辺の環境を整備するた
め、樹木の伐採、道路・駐車場の整備を
行いました。８月に入ると大型重機が
次々と搬入され、本格的な工事が始まり、
杭打ち・掘削と進んでいます。

現在は、基礎部分のコンク
リートを打設しています。こ
れから毎週コンクリートの打
設を行い、来春に新病棟の躯
体が立ち上がる予定です。

今年４月に地域医療連携係長となり、２名患者さんを引
継ぎました。入院後容体は安定されていましたが、被災地
では、入所できる施設や病院の空床もなく帰郷は難航して
いました。家族の方々も福島県外へばらばらとなっていた
り、今でも仮設住宅での生活が続いており、自宅への退院
は困難でした。そんな中でも家族の希望は、患者さん（父
母）が１日も早く地元福島県へ帰れることを望まれ、福島
県内の病院や施設を探し、入所申し込みをしていました。
なんとか家族の希望が叶えられるよう、地域医療連携部で
再検討し、国立病院機構のネットワークで転院先の相談を
することになりました。福島県内、近隣県の地域医療連携
室へ相談し、国立病院機構宮城病院に受け入れの検討をお
願いし、その後家族が面談に伺い受入れが決まった時は、
地域地域医療連携部も安堵しました。宮城病院は、南相馬
市から30km北上、車で１時間程のところにあり、面会に行
かれると家族も喜んで下さいました。10月11日、26日２・

３人目の患者さんが南相馬市からお迎えにきた家族と共に
元気に退院されました。その後、南相馬市在住の方のお話
では、施設はあるが、医師や看護師、病院職員が欠員となり、
患者さんを受け入れられない現状にあると知りました。

震災にあたり、微力ですが協力ができたことをうれしく
思うと同時に、まだまだ震災復興には時間がかかり、同じ
医療者（人）として、支援できることは何かを問われてい
る様にも思います。
１日も早く被災地の
復興を心から願うば
かりです。ご協力く
ださいました、国立
病院機構宮城病院の
皆様をはじめとする
関係各位に心から感
謝いたします。

病棟等建替整備工事は、６月５日に建築工事の契約締結
に至り、数年来の念願である工事着工の運びとなりました。
６月18日に安全祈願祭、７月９日周辺住民に対する説明会

を開催し、それ以降、順調に工事は、進捗しています。10
月30日には、「鎮め物」を病棟の中心に埋めました。

安全祈願祭で神社より預かっていた「鎮め物」を
病棟の中心に埋めました。
鎮め物とは、土地等が揺るがないようにするため
に神主さんにお祓いしてもらった物だそうです。

業務班長　田原 智
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パーキンソン病患者さんと家族のための研修会を開催しました

TeNY医療の広場 「専門医のススメ」 に桑原 克弘 呼吸器内科医長が出演しました

中学生職場体験 ～燕中学校、坂井輪中学校、小新中学校、赤塚中学校のみなさん～

リハビリテーション科　大日向 真理子

９月15日にパーキンソン病患者
さんと家族のための研修会を開催
しました。脳神経外科の増田医師
は「脳深部刺激療法」について、
神経内科の黒羽医師は「新しい薬
物治療」について、リハビリ科で
は伊藤言語聴覚士が「摂食・嚥下
療法」についてそれぞれ講演しま
した。初めて参加された診断後間
もない方や、すでに手術を受けら

れた方など、90名の方に
ご参加いただきました。
最新の情報を盛り込んだ
今回の内容は、病気でも
前向きに生活すること、
少しでも進行を遅らせる
にはどうすればいいのかなどを考えるきっかけにしていた
だけたようです。講演後の個別面談も15名の方が希望さ
れ、質問内容に応じて神経内科・脳神経外科・リハビリ科
が対応しました。

９月８日（土）「長引くセキの原因と治療」についてをテーマに放映されました。

１．セキが３週間以上続く場合は専門医に相談する
２．検査や診察によって原因がわからない事もある
３．呼吸器以外の病気が原因の場合や、服用している薬が

原因のこともあるので問診時に医師に相談する
４．治療は効果を見ながら行われる為、時間がかかること

もあり根気良く治療をしていくことが必要

長引くセキの
治療の注意点

薬局にて…
緊張するけど、笑顔！

大型医療機器、初体験

一人だったけど、
頑張りました。

まずは、
身だしなみからよ。

先生！
準備できました！

はじめまして。院内を案内してもらってます！

８月～10月
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Ｑ　どうして呼吸器内科を？
Ａ　学生時代は皮膚科を目指していたのですが、研修

医として母校で学んでいたときに、直感で“呼吸
器内科”って思ったんです。それにやりがいもあ
り、面白かったからかな。後悔なんてありません。
今も頼りになり、親切に教えてくれる先輩が身近
にたくさん居ますし、とても相談しやすくて助
かってます。

Ｑ　もし、宝くじが当たったら？
Ａ　世界遺産を巡る世界一周の旅！！
　　「行きたぁーい！！」
　　でも「当たらなーい！！」…現実…。
Ｑ　今、いちばん会いたい人は？
Ａ　天皇陛下です。会って、目と目をあわせ見つめあ

いながら、お話してみたいです。
　　先生、若いわりに昭和な人ですね…（笑）

　　テレビもあまり見
ないので芸能人の
ライブやコンサートは槇原敬之しか行ったことな
いかな。顔でなくて歌♪が好きなんです。（念の
ため）

Ｑ　料理はしますか？
Ａ　実家に居るので甘えて今はしてません。出来ない

のでなくしないだけですよ。（苦）
Ｑ　地域連携室に一言
Ａ　お世話になってます。引き続きおねがいします。
　　 「ハイ、こちらこそ。」
Ｑ　最後にもし医師になっていなかったら？
Ａ　ツアーコンダクター（添乗員さん）！！
　　仕事として世界中を旅してまわりたいで

すね。夢の中では英語はペラペラなはず
ですから。

医師の
紹介
DOCTOR INTRODUCTION

呼吸器内科医師

木村 夕香（きむら ゆか）
専門分野：呼吸器内科全般

整形外科「骨粗鬆症 病診連携」整形外科「骨粗鬆症 病診連携」整形外科「骨粗鬆症 病診連携」
2013年１月開始！2013年１月開始！2013年１月開始！

ご紹介・ご予約、お問い合わせ
は当院の地域医療連携室まで。

▶▶▶Tel : 025-267-4314

ご紹介いただければ腰椎がん転移などの鑑別、骨密度や骨代謝マー
カーの測定を行い、治療方針を策定したうえで逆紹介いたします。
既に治療中の患者さんの諸検査もお受けします。
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新潟市中央区女池で開院して９年目になりました。地域の子どもたち
の健康を守るため、身近な「かかりつけ医」として日々診療しておりま
す。一般診療では、継続して一貫した方針で喘息、アトピー、低身長な
どの慢性疾患をフォローし、単に時間軸の一断面として子供を診るので
はなく、「発育する」子供の時間経過を考えて診察するように心がけて
おります。

また、予防接種や健診を通じ、家族の育児不安の解消に努めるととも
に、子どもたちの健全な発育をサポートしたいと考えております。

最近は、社会的発言権の小さい子どもたちの代弁者として、小児科医
会の活動など社会的な活動にも微力ながら貢献したいと思っております。

西新潟中央病院には、普段から発達や発育の遅れが心配な子どもさん
を小児科に、睡眠時無呼吸症候群の子どもさんを呼吸器内科に紹介させ
ていただいております。先生方からはいつも快く受け入れていただき、
地域医療連携室の皆さまには丁寧な対応をしていただき、本当に感謝し
ております。

今後ともお世話になる
ことが多いと存じます
が、よろしくお願い申し
上げます。

新潟市中央区女池4-19-10
でんわ：025-281-8700

　　　クリニック紹介　　　クリニック紹介連

第4回 西新潟中央病院臨床懇話会のお知らせ
日　時：2013年１月24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：「腰痛に潜む意外な原因 −疑問があるときはご紹介を−」（予定）

整形外科医長　高橋　美徳
※内容が変更になる場合がございます。

問い合わせ：地域医療連携部　小松

整形外科医長　高橋　美徳

問い合わせ：地域医療連携部　小松

　　　クリニック紹介携

新潟県医師会生涯教育講座

診察室には優しい先生と熱帯魚
が待ってるよ！

かわさきこどもクリニック
川崎 琢也 先生

スタッフのみなさん

診療時間／曜日 月 火 水 木 金 土

午前 9:00-12:30 ● ● ● ● ● ●

午後 ３:00-６:00 ● ● ● ●
※火・金曜の午後は３：30～
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2012.12
 ◇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
クールビズ期間の終了を待っていたかのように季節が変わり、突然寒くなりました。
ここ数年、秋を飛び越してすぐに冬がやってきているような気がします。日本の四季はなくなって
しまうのでしょうか。	 （K・F）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎
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