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　恒例の法人忘年会をアオーレ長岡にて開催し、医師・職
員など約560名が参加しました。吉井理事長の挨拶で一
年の振り返りと来年の抱負が語られ、松田常務理事の高ら
かな乾杯の音頭で忘年会が始まりました。参加者は食べ
て、飲んで、語って大いに盛
り上がりました。
　また、毎年恒例の福引大
会では、抽選で名前が呼ば
れるたびに歓喜とため息が
入り混じり会場内は大賑わ
いとなりました。

大忘年会を盛大に開催

本を受け取る小児科：小林医師と水落師長

＜サンタ・プロジェクト・ながおか＞

入院児童に本を贈呈
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もみじの手保育園

クリスマス会
　もみじの手保育園のクリスマス会が一足
早く開かれました。0～2歳児18人はいつも
とは違うホール内の飾り付けに「きれい」と
目を輝かせていました。突然のサンタさん
登場で泣き出す園児もいましたが、歌や踊り
を通じてサンタさんと触れ合い、最後は一人
ひとりにプレゼントが渡され大喜びの様子
でした。

　長岡市の住民グループ「サンタ・プロジェクト・ながおか」よ
り小児病棟入院中の子供達に本が届けられました。病院にいる
子供達に本を贈る「サンタ・プロジェクト」は、新発田市にある
「敬和学園大学」の大澤秀夫教授の呼びかけで2009年に始め
られた活動で、現在では新発田市、村上市、新潟市、長岡市、魚
沼市をはじめ県外にも広がりをみせています。
　代表の佐藤さんは「市内のコメリ書房長岡店・文信堂書店
（CoCoLo長岡内）・蔦屋書店（美沢店・新保店・古正寺店）の
協力を得て活動さ
せていただきまし
た。今後もこの活
動を通じて市民か
らの温かい気持ち
を子供たちに届け
たい。」と語られま
した。
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　明けましておめでとうございます。
　我が国は国民の健康に対する関心が極めて高いとして、世界保健機
構は述べています。そしてそれを裏付けるものの一つとして、国民皆保険
体制を国民が支えていることを挙げています。
　この国民皆保険体制が成立したのは、1961年と言われています。「果
して戦後は終わったのか。国民医療の機会不均等は寒心に堪えない」と
して国民皆保険を実現するための努力が国を挙げて行われました。そし
て55年が経ちました。
　この国民皆保険体制は時代状況により様々に改革されてきましたが、
どのような時でも、その本来の趣旨を忘れてはなりません。皆様と共にこ
の体制を守っていきたいと思います。
　新年が皆様にとって幸せな年になりますよう祈念しております。

　2016年を迎え、皆様にとって良い年となることをお祈り申し上げます。
　2025年に向けての医療介護総合推進法、そして4月の診療報酬改定
により、病院運営にも変容が求められる年となりそうです。中越二次医
療圏の他の医療機関等との連携の上、積極的にこれに対応してまいりま
す。現行では、立川綜合病院は、主に超急性期・急性期を受け入れ、回
復期、慢性期は悠遊健康村病院で対応してきました。今年11月に立川
綜合病院はじめ神田町にある施設は新築移転いたします。基本的には、
現行の医療供給体制を維持したままの移転となりますが、完全電子化い
たします。また、ヘリポートや広大な駐車場を備え、アクセスは便利にな
ります。設備の新規更新により新しい検査法や、いくつかの最新治療法
の導入も予定しています。新立川綜合病院にどうぞご期待ください。

　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
　悠遊健康村病院では、屋外リハビリテーションもできるように、施設内
にある多くの自然を心の和む空間として手入れをしています。桜、紫陽花
やもみじといった花木が植えられ、施設の中にいても四季を感じやすい
環境を造り出しています。昨年敷地の一部に芝生を張り、歩行訓練がで
きる場所を造りました。今年はリハビリを兼ねたグランドゴルフ場にも使
いたいと考えています。また、昨年拡張したリハビリ菜園でも多くの収穫
を味わうこともできましたので、より充実させたいと思っています。さらに
敷地内には桜並木がありますが、回遊できる遊歩道を造る予定です。こ
れからも、来られた方々が気持ちの落ち着く環境づくりをして、心も体も
健康に過ごせるよう取り組んでいきたいと考えております。
　皆様にとりまして、良い一年でありますよう心よりお祈りします。

立川綜合病院　院長

岡 部 正 明

柏崎厚生病院　院長

松 田 ひ ろ し

悠遊健康村病院　院長

立 川  　浩

　新年明けましておめでとうございます。
　本年は当法人設立60周年の年にあたります。秋には立川綜合病院ほか神田地区
３施設の新築移転が控えており、節目の年にあたります。皆様方からのこれまでのご支援
に心より感謝申し上げますとともに、本年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。

　新病院建設の進捗状況ですが、一昨年10月の起工式以降工事の安全を最優先とし
現在外構も含め順調に進んでおり、8月に完成、秋に移転の予定となっております。
　新病院は東に奥深い里山、南に田園、西側に商業施設、北側に住宅地、文京施設が
広がるため、低層で景観に配慮した構造と色彩となっており、当地方の伝統的な家屋や
街並みの様式も随所に取り入れております。春夏秋冬に、一日の移ろいに様々な表情を
見せてくれると思います。多くの方々に親しまれ年月を重ねることにより、より風景に
馴染んでほしいと願っております。
　病院内にはこの土地が最近まで美田で、千年前にも人々の暮らしがあった記憶を目に
見える形で残すことで、土地をご提供いただいた方々への感謝の意を表したいと思い
ます。なお目に見えにくいと思いますが、免震構造など災害時対応で可能なものは
すべて取り入れてあります。
　新病院は利用者様からの視点を重視して設計されております。駐車場も2,000台分
以上確保、1台分の幅も十分あり降雪期には３分の２が融雪可能です。現在の神田３施設
が同一施設内に入るメリットはもとより、救急外来や手術室・集中治療室などの大幅
な拡充、最新の診断・治療機器の整備、外来エリアや病室の上質なアメニティ、屋上ヘ
リポート設置、さらに人々の賑わいやコミュニケーションが自然と多くなる空間演出など
多くの最新コンセプトが盛り込まれています。
　やや専門的になりますが、県内初の大型ハイブリッド手術室の設置により、これまで
県内ではできなかった手術も可能となります。地理的にも悠遊健康村病院群との連携
がより進みます。
　今後の医療・介護需要に関し、長岡市のみの予測ではありますが、2035年までの20
年間の高齢者人口は、65歳以上は2021年がピークで2014年より9.2％増加、75歳
以上は2030年がピークで20.6％増加、2035年でも16.2％増加が予測されております。
当法人としても引き続き全職員挙げて地域医療・介護・医療人育成に邁進していく所存
です。

　本年も地域の皆様の安心・安全へ
の貢献と地域の発展に微力ながらも
寄与させて頂きたいと存じます。今後
ともご指導ご鞭撻のほどを切にお願い
申し上げます。
　皆様のご多幸をお祈りして、新年の
ご挨拶とさせて頂きます。

医療法人　立川メディカルセンター
理事長

吉 井 新 平

JA屋上からの病院定点写真 ［平成27年11月27日撮影］
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キャノピー鉄骨施工状況［平成27年12月7日］

診療棟屋上室外機ユニット搬入据え付け［平成27年12月5日］

オイルタンク据え付け消防立会検査［平成27年12月2日］

病棟4階軽鉄間仕切り施工状況［平成27年11月27日］

法人役員による現場巡回［平成27年12月10日］敷地南西面からの全景写真［平成27年11月30日］ラジコンヘリによる定点写真［平成27年11月30日］

JA屋上からの造成エリア全景写真［平成27年11月27日］

診療棟3階サブ電気室キューピクル搬入状況［平成27年11月25日］

進捗状況 ［平成27年11月25日～12月12日］

立川綜合病院・腎センター・健診センター 3施設 　新立川綜合病院の建設工事は順調に進んでおります。現在は建物内部の内装工事と駐車場などの外構工事
が並行で進行しています。エントランスに延びるキャノピー（雁木）の支柱が立ち、病院の顔が見えてきました。
工事は安全に細心の注意が払われ、着工以来の無災害労働時間は11月末日現在で、444,352時間を超え、
竣工時には120万時間達成を目指し無災害で作業が行われております。

●立川綜合病院・腎センター・たちかわ総合健診センター移転情報サイト 　http://www.tatikawa.or.jp/newhp/index.php　　進捗情報は左記サイトでも随時更新ご紹介しております。どうぞご覧下さい。

今秋の
完成に向けて
進捗状況を

 連載いたします。

●移転予定地／上条高畑地区土地整理区内  ※アクセスマップ（P8）

3階先行ルーム施工完了状況［平成27年11月26日］

JA屋上からの病院定点写真［平成27年11月27日］
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Lecture Report講座・講演会レポート

立川メディカルセンター　地域交流事業

　精神科医療のご紹介と入院・入所の患者さんとご家族との交
流の場を持って頂くことを目的に毎年恒例の行事となっています。
開催内容は、入院患者さんの家族会『あゆみ会』によりますあり
がた市（フリーマーケット）と水ようかんの配布、その他にも豚
汁・ジュース類の無料配布がありました。3階のメイン会場を中
心に作品展示・販売、ボランティアによる演奏、演舞をしていた
だきました。今年度は真言宗豊山派の青年部の方々による大太
鼓演奏と市内にて活動しているよさこいcome2くらぶによる、
よさこい演舞をして頂き、大変好評に終了いたしました。ご協力
いただきました皆様に重ねてお礼申し上げます。

　10月24日土曜日に悠遊健康村病院において、毎年恒例とな
りましたYOUYOUフェスティバル2015が開催されました。前
日までの天気予報では当日は雨の予報でしたが、良い天気に恵
まれ、多くの方々からご来場いただきました。リハビリ部の「理
学・作業・言語の森」では、各専門スタッフの導きで優しく楽しく
リハビリを体験していただきました。また「村の保健室」では看
護師が血圧測定や肺年齢、認知症などの健康チェックを行い、
皆様とても参考になった様子でした。他にも、フリーマーケット
や医師によるバンド演奏、地元の方によるカラオケショー、幼稚
園児のよさこいなど、悠遊健康村と多くの地域の方々が触れ合
えた充実した一日となりました。

米山福祉の里文化祭
　立川綜合病院では、火災や災害発生時に適切・迅速
に患者さんおよび職員の安全を確保する為、春と秋の
年2回、消火器使用訓練・避難訓練・災害訓練を実施
しています。
　春は、午後外来を休診にして勤務時間に災害が発生
した想定で、各部署の被害状況や患者さんの受け入れ
可否の報告および患者さんのトリアージと搬送を中心
に実施します。その後、二次災害火災発生想定にて消
火器の使用訓練と患者さんの避難誘導搬送訓練を実施
しています。
　秋には、勤務時間外の勤務者の少ない時間帯を想定
した火災避難訓練を実施しました。今年は患者役28
名、消火役5名、勤務役19名、訓練監視員等9名、総
勢61名で訓練を実施し、経過時間および搬送方法の
改善を図っています。

病棟倉庫より
出火し初期消火

患者さんの搬送訓練

講評・意見交換

　新病院では地震に強い免震構造と聞いて少し安心し
ておりますが、火災についても各フロア幅が非常に長
い構造の利点を生かし、患者さんが安全に避難できる
方法で訓練を実施していきたいと考えます。

防火・防災管理者　吉原正弘

演　題
⑴ 新・立川綜合病院について報告
 新病院建設準備室室長 ……………………… 上原　　徹

⑵ 医療事故調査制度について
 安全管理委員会　医療安全管理者 ……… 町永　梅代

⑶ 認知症　看護・介護の現場から
 認知症看護認定看護師 ……………………… 栗和田直樹

　11月14日㈯に、平成27年度立川メディカルセンター
職員研修会が行われ、医師や役付職員など約160名が
参加しました。
　この研修会は中堅以上の役付職員を対象に知識を深
めることを目的に毎年1回実施しています。
　今回は3名の演者による発表・報告が行われ、「新・立
川綜合病院」「医療事故調査制度」「認知症の看護・介護」
と多岐に渡りました。最後は吉井理事長の講評を行い
閉会となりました。

防災・防火避難訓練実施 11／20㈮

平成27年度職員研修会　 11／14㈯　きぼう3階

講評を行う
吉井理事長 

研修会風景

10月24日㊏

10月25日㊐

YOUYOUフェスティバル 悠遊健康村まつり2015

★販売コーナー

★太鼓演奏

★演舞ステージ

★ありがた市★作品販売★作品展示

★健康相談 ★理学・作業・言語の森

★催し物ステージ

日頃、悠遊健康村病院が行っているリ
ハビリテーションを一般の方向けに
ゲーム性を取り入れ、楽しく体験してい
ただきました。

１階ロビーで行ったフリーマーケットで
す。日用品をはじめ、珍しい掘り出し
物がたくさんで、大盛況でした。

看護師が健康相談を行いました。肺年
齢や認知症チェックを専門の機器を使
用して、ご来場の方に分かりやすく説
明していました。

「唄多音会」の皆さんによるカラオケショーです。
今回も新しい趣向を取り入れ、大いに会場を盛
り上げていただきました。
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　恒例の法人忘年会をアオーレ長岡にて開催し、医師・職
員など約560名が参加しました。吉井理事長の挨拶で一
年の振り返りと来年の抱負が語られ、松田常務理事の高ら
かな乾杯の音頭で忘年会が始まりました。参加者は食べ
て、飲んで、語って大いに盛
り上がりました。
　また、毎年恒例の福引大
会では、抽選で名前が呼ば
れるたびに歓喜とため息が
入り混じり会場内は大賑わ
いとなりました。

大忘年会を盛大に開催

本を受け取る小児科：小林医師と水落師長

＜サンタ・プロジェクト・ながおか＞

入院児童に本を贈呈

12/21
㊊

12/24
㊍

もみじの手保育園

クリスマス会
　もみじの手保育園のクリスマス会が一足
早く開かれました。0～2歳児18人はいつも
とは違うホール内の飾り付けに「きれい」と
目を輝かせていました。突然のサンタさん
登場で泣き出す園児もいましたが、歌や踊り
を通じてサンタさんと触れ合い、最後は一人
ひとりにプレゼントが渡され大喜びの様子
でした。

　長岡市の住民グループ「サンタ・プロジェクト・ながおか」よ
り小児病棟入院中の子供達に本が届けられました。病院にいる
子供達に本を贈る「サンタ・プロジェクト」は、新発田市にある
「敬和学園大学」の大澤秀夫教授の呼びかけで2009年に始め
られた活動で、現在では新発田市、村上市、新潟市、長岡市、魚
沼市をはじめ県外にも広がりをみせています。
　代表の佐藤さんは「市内のコメリ書房長岡店・文信堂書店
（CoCoLo長岡内）・蔦屋書店（美沢店・新保店・古正寺店）の
協力を得て活動さ
せていただきまし
た。今後もこの活
動を通じて市民か
らの温かい気持ち
を子供たちに届け
たい。」と語られま
した。

12/22
㊋
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