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チャレンジ！　看護部 看護部長　野本 伊江子

2012年度は、新病棟の建築工事も順調に行われ、職員と
患者さんは新病棟の立ち上がりに眼を奪われて、気持ちが高
揚していると思われます。看護部のチャレンジを紹介します。
＊感染管理認定看護師2人体制の強味
感染管理認定看護師（以後ＩＣＮ）1名が感染防止対策

加算1と感染対策地域連携加算取得の取り組みにより、感
染対策マニュアルの見直しを行っています。更に8月もう1
名ＩＣＮ認定登録され、重心病棟と協働して療養環境の整
備に取り組み、病棟入り口の一足制の導入・床からベット

上の生活へ・清掃業者の個別指導等により、重心病棟の歴
史が変わりました。
＊在宅支援にも積極的に
4月より地域医療連携部に在宅支援室が開設され、退院
調整を担う在宅支援係長（看護師長）・看護師の2名が中心
となり、医師やがん疼痛看護認定看護師等と連携し「訪問
診療・訪問看護・訪問リハビリ・訪問薬剤指導等」を実践
して、4月～1月の間に381件の在宅支援に関与しています。
看護部では、退院調整看護師研修受講者7名で、月1回の
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厳しく指導するなかに優しさあり。最強の師長軍団！

未来の看護師を
育てるため、
教育師長を中心に
就活にも全力を
尽くしてます。
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男の約束 －病棟等立替整備工事より－

新潟日報るーと「健康アドバイス」に ３ヶ月連続で掲載されました。

チーム会とラウンドを行い、病棟と在宅支援室の連携を図
り、「患者さんの家に帰りたい」を支援するために地域の訪
問ステーションとの連携も取り入れています。この中で、
一度在宅に退院されて看取り（自宅又は病院）に至った方
もいますが、「家につれて帰れて良かった。」と言う家族の
声を聞いています。
＊良い医療に向けた、ＷＬＢ（ワークライフバランス）
看護部長として最大のチャレンジは、ＷＬＢ推進体制の取

り組みです。育児休業復帰者が「二交替ができるところな
ら、どこの配置でも良い」と3～4名から要望があり、重心
病棟・呼吸器病棟が希望者の二交替と三交替混合開始、療
養介助員と呼吸器外科病棟は二交替実践中です。今年度の
病院・看護部目標でもあるため、2月5日「二交替の取り組
み（4・5・8・10病棟）とＷＬＢワークショップの報告会

（看護部長）」を行いました。各々病棟看護師長がリーダー
シップをとり、スタッフ全員の意見を吸い上げ、二交替・三
交替双方の希望者が合意した上で、14.5時間の夜勤時間と
しています。また、ＷＬＢ推進体制の取り組みの中では、生
活と仕事の両立を求めている職員が過半数を占めており、超
過勤務を縮減し定時で勤務終了し自己研鑽や子育て・介護
支援の為の時間確保を要望していることが分かりました。
2013年度への課題としては、ＷＬＢ推進体制の継続1．
新病棟センター化の各病棟の特色を見いだす　2．横の連
携（院内：多職種間）と縦の連携（院外の地域医療連携と
在宅支援連携等）により、地域に根ざした看護が提供でき
る様に、看護部長が新潟県内の看護関係の方々と交流を持
ち、地域医療連携の一役を担う役割も重要と考えておりま
す。今後とも、よろしくお願い致します。

原田 　「この病院にきて、驚いたことは、職員が総出で作業を行ってい
たこと。また定例の打ち合わせに、いつも出席される院長は初め
てです。」

院長 　「皆でスクラムを組んで、一緒にという気持ちを大切にしていま
す。だからこそ、現在、建て替えができていると思います。」

原田 　「鉄筋コンクリート造りなので、苦労しています。冬場の風が大
敵で、クレーンが１週間止まっているため、工期が遅れています。」

院長 　「悪天候の中、よくやっていただいていると思います。長年の経
験が生かされているんでしょう。原田さんのような方が来てくれ
て、ラッキーだと思っています。ここの気候を知らない人間では、
工事ができないと思います。これまでどれくらいの建物を建てら

れましたか。」
原田 　「数え切れませんが、主に石川、富山、福井をまわってきました。
数だけで言えば、トップクラスだと思います。職人がついて来て
くれることが、僕の財産です。」

院長 　「これから、一年半、一緒に仕事できるのが楽しみです。」
原田 　「同じ目線若しくは下から目線で職人と話すことを部下には指導
しています。コミュニケーションが大切です。現場へ行くと煙た
がられるが、顔を出すことで、今現在、絆創膏１枚使うような事
故を起こしていないのが自慢です。」

院長　「６月中に病棟は完成しますか。」
原田 　「やりますよ。最初にストーリーが出来ているので、大丈夫で
す。「突貫工事の原田」と言われていますので。」

院長 　「病棟を建てると言い出して、最初は何を言っているかと思われ
ていましたが、徐々に形になって、みんなの楽しみになっている
と思います。建物が高くなっていくのに比例して、職員の意識も
高まっていくと思っています。」

原田 　「清水建設、関電工、ダイダンで
原田ファミリーとして、がんばっ
ていきます。」

院長 　「亀山ファミリーも協力しますの
で、一緒に仲良くやっていきま
しょう。」

亀山院長 VS 原田工事長（清水建設）　

「男の責任、物作りの責任、
６月にはきっちり病棟を
引き渡します」

12月号「インフルエンザかな？っと思ったら」
１月号「熱のひきつけ（熱性けいれん）について」
２月号「認知症かしら？と心配する前に」
読まれた方からたくさんの感想をいただきました。
とても好評だったと、新潟日報さまからも感謝の言葉を
いただきました。みなさまに、これからも健康について
情報発信していけたらと思っております。

内容に関しては当院のホームページにアクセスして
Topicsを検索いただけるとご覧になれます。
http://www.masa.go.jp 検索
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縁の下の力持ち！いつもありがとうございます。　営繕手　高橋　実さん紹介

1月17日・18日の両日、モンゴルの首都ウランバートル
にある大学病院から、Lkhagvadorj Khosbayar医師（ド
クター・ホソ）が、当院を訪れました。
昨今、東アジアではPM2.5や黄砂といった大気汚染物質
が、深刻な問題となっています。これらが人の健康に及ぼ

す影響を調査する国際
共同研究に当院は参加
していますが、ドク
ター・ホソは、この医
学研究に基づく交流の
一環として、当院を来
訪されたのです。共同

臨床検討会や病院見学を通して、呼吸器分野の医師、検
査・放射線スタッフとの間に親交が深まりました。

モンゴル国立保健科学大学の呼吸器内科ドクター来訪 統括診療部長　大平 徹郎

ドクター・ホソ　前列（右）

趣味は登山と釣り、奥さんは１人！（当たり前！）と冗
談を言いながら笑顔を見せてくれたのは、営繕手として院
内の修理・修繕をほとんど手がけてくれている高橋　実さ
ん（年齢は伏せておきます）。
物品だけでなく、職員の苦情の処理も一挙に引き受けて
おり営繕室は「悩みかけ込み室」「愚痴吐き出し室」になっ
ている噂もききます。
一度、足を運んでみてはいかがでしょうか？
色んな作業工程などもみれて感動してしまうかもしれま
せん。
自作の工芸品などもみ
れるかも。

ロシアから視床下部過誤腫の外科治療のために来院され
てくる患者さんが多く、この度ロシア語通訳の方を採用い
たしました。
この写真は一人目の患者さん（ニシュク アルチョム君）

と母親、通訳のタチヤナさんです。退院日前日に撮影した

もので入院した当初とは別人のように発作もなくなり翌日
には元気に帰国されました。（ちょっと、食べ過ぎるところ
が主治医の村上は気にかけているようでしたが・・。）タチ
ヤナさん、次々と来院されて来ますので通訳よろしくお願
いします。

ロシア語通訳　CHERNYSHEVA TATIANA（タチヤナ）さん紹介

タチヤナです。
よろしくお願いします。

まるで、孫に微笑ん
でいるような院長！
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Ｑ　どうして小児科を？
Ａ　実家が眼科をしてるんですが、親不孝で後継ぎせ

ずに勤務医として子どもたちを診療してます。大
人より子どもの診療がしたかったし、子どもが好
きだからかなぁ・・・。

Ｑ　趣味は？
Ａ　地図を片手にどこでも旅してます！外国でもどこで

も！楽しいですよぉ。
Ｑ　先生！泣いたりしますか？
Ａ　うん！泣きますよ。感動したときに。テレビのド

キュメンタリー見ても泣くし。
　　事実！！年をとったせいか、ホント涙もろくなっ

たかな。しかも、もの忘れもでてきたし。
　　見た目はとっても若いですけどね（笑）
Ｑ　外食しますか？ 料理しますか？
Ａ　たまにはします。

 家族で？
 一応（^-^）
　　料理もします！　半年に１回くらい（>-<）
Ｑ　見ためしなさそうですがスポーツはしますか？
Ａ　しませーん！でも、スポーツ観戦は好きです。
　　（うらぎらないですねぇ・・先生！）
Ｑ　地域連携室に一言
Ａ　いつも、きれいなお姉さんたちに会えるのが楽し

みです（笑）今後とも小児科チームをよろしくお
願いします。（もちろんです）

Ｑ　最後にもし医師になっていなかったら？
Ａ　職人かなぁ。技術を身につけて何かものをつくっ

たりしてみたい。

医師の
紹介

神経小児科医長

遠山　潤（とおやま じゅん）

専門分野：小児てんかん，　　　　
神経小児・一般小児全般

2013年1月24日、臨床懇話会を開催いたしました。日
頃からお世話になっている登録医の先生をはじめ近隣の先
生方を招き整形外科医長の高橋による「腰痛に潜む意外な
原因」について開催しました。講演後には活発な質問や意
見交換などをしながら閉会いたしました。

2013年2月1日、新潟大学医歯学総合病院の小児科教授
齋藤昭彦先生をお招きし、「抗菌薬の適正使用」について
講演していただきました。齋藤教授の専門的な内容に医師
以外の職員もみんな熱心に聴講されてました。

第4回 西新潟中央病院臨床懇話会開催 まさご集談会特別講演会開催
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2010年11月に開院した一般
内科の診療所です。
心のつながりを大切に「やさしく
わかりやすい」医療を心がけています。
高血圧・慢性腎臓病・糖尿病・脂質異常症などの成人
病の専門外来と、地域の「かかりつけ医」としてお役に
立てるよう一般内科診療、健康診断、ワクチン接種を行っ
ています。
また、有料老人ホーム（ナーシングホーム文京町・青
山・松美台）に入居されている医療必要度の高い方々の
訪問診療・訪問看護を担当しています。

新潟市中央区文京町27番30号
（ナーシングホーム文京町内）
TEL：025－234－7217

　　　クリニック紹介連連

第5回 西新潟中央病院臨床懇話会のお知らせ
日　時：2013年５月23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）「抗酸菌症の外来診療 」　　呼吸器内科医長　桑原　克弘
　　　　2）症例検討
※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

携携

新潟県医師会生涯教育講座

勉強会風景

ナーシングメディカルクリニック
さかつめ内科
坂爪 　実 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 15:30-18:00 ● ● ● ●

【専門領域】
内科全般（総合内科専門医）
高血圧・腎臓病・糖尿病・脂質異常症・
アレルギー・膠原病
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http://sakatsume-naika.or.jp/ さかつめ内科 検　索
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　西新潟中央病院外来診療担当医表  2013.3
 ◇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 杵渕 進一 杵渕 進一 齋藤 泰晴
(びまん性肺疾患)

清水/松本 桑原/宮尾 齋藤/木村

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
少しずつ寒さも和らぎ、春の訪れを感じられるようになってきました。
暖かそうな陽の光に気が緩んだせいでしょうか。風邪をひいてしまいました。
まだまだ油断は禁物ですね。桜の開花が待ち遠しいです。
 （Y・ K ）

編集者：統括診療部長　大平 徹郎
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