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防災・防火・災害訓練実施
柏崎厚生病院 新潟地方検察庁より感謝状贈呈

管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ
冨田善彦先生ご講演／臨床研修医修了証授与式
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　青魚に多いとされるDHAやEPAなどの脂肪酸
は、動脈硬化を防ぐ働きが知られています。
　今回はそのDHAやEPAが手軽にとれる「サバの
水煮缶」を使った簡単レシピをご紹介します。お鍋
一つに材料を加えるだけなので、料理に慣れていな
い方でも簡単にできますよ。
　トマトの酸味、玉ねぎの甘味、ニンニクの風味を
活かして気になる塩分を抑えています。冷やして
食べても美味しいので、暑い夏にぜひどうぞ！

野菜たっぷり
さばのラタトゥイユ風

❶鍋にオリーブオイル、刻んだニンニクを入れて加熱する。ニンニク
の香りが出てきたら、ズッキーニ・玉ねぎ・キャベツを入れて炒める。
（弱火～中火）

❷クレイジーソルトと黒コショウを振り入れ、さば水煮缶を汁ごと鍋
に加える。軽く混ぜ、トマトを加えて蓋をして弱火で煮込む。

❸野菜から出てきた水分がふつふつ煮立ってきたら全体を軽く混ぜ
合わせ、お好みでケチャップを加える。

❹お皿に盛りつけて完成。

エネルギー 140ｋcal
たんぱく質 8.9g
塩　分 0.6g

栄養価＜1人分＞

＊ニンニクの風味が移りやすいように、弱火～中火でニンニク
を焦がさないように加熱しましょう。

＊野菜から水分が出てくるので、水は足さずに作りましょう。

調理の
ポイント

＊ニンニクはみじん切りにする。
＊ズッキーニは半月切り、玉ねぎ・キャベツはざく切り、ミディトマト
は串切りにする。

下準備

作り方

•さば水煮缶 1缶

•ズッキーニ 1本

•玉ねぎ 1/2個

•キャベツ 1/4カット（約150ｇ）

•ミディトマト 5個（約180ｇ）

•ニンニク 1かけ

•クレイジーソルト 少々

•黒コショウ 少々

•オリーブオイル 小さじ1～2

　（お好みで）トマトケチャップ 大さじ1/2

〒940-8621 新潟県長岡市上条町字谷内561番地1
TEL（0258）33-3111   ＦＡＸ（0258）33-8811
http://www.tatikawa.or.jp  E-mail tatikawa@niigata-inet.or.jp
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平成29年度お花見・新人歓迎会立川メディカルセンター
平成29年度
立川メディカルセンター新入職員入社式

特集 1

理事長あいさつ

青悠会と光悠会の皆様による悠久太鼓の演奏新入職員の挨拶

　新年度立川メディカルセンターグループでは看護師・助産師58名、医師・歯
科医師18名、薬剤師5名、介護士4名など84名の新入職員を迎えることがで
きました。晴麗看護学校、晴陵リハビリテーション学院には106名が入学してく
れました。グループ全体では総職員数1,872名、学生278名となります。
　入社式に続く新人オリエンテーションも順調で、一段落した4月20日にはア
オーレ長岡にてお花見新人歓迎会が総参加者520名で賑々しく行われ、新入職
員による決意表明も頂きました。
　私たちの使命である地域医療、介護、福祉、医育は地道に継続しつつも常に改
革・改善し、その質を高めていくことが求められております。
　今後とも新入職員を含め全職員で地域の期待に応えていく所存でございます。
皆様におかれましてはなにとぞよろしくお願い申し上げます。

　循環器内科・腎臓内科病棟に配属になりました。わ
からないことばかりで落ち込むこともありますが、先
輩看護師に多くの指導を受けながら、日々看護を行っ
ています。心臓カテーテル検査や不整脈、透析などの
看護を通して看護の楽しさや難しさを実感しています。
患者さんに元気と笑顔を与えられるよう、さらに知識・
技術を身につけ成長したいと思います。

立川綜合病院  看護師

　悠遊健康村病院の作業療法士として勤務し、3ヶ月
が経ちました。回復期の西3病棟に配属となり、現場
の雰囲気にも少しずつ慣れてきました。しかし、まだま
だ分からないことも多く、先輩方や他職種の皆様から

サポートして頂きながら、知識・技術を磨いています。
　患者様に寄り添える作業療法士を目指し、日々努力
していきたいと思います。よろしくお願いします。

悠遊健康村病院  作業療法士

　看護助手の仕事を始めて、3ヶ月が経ちました。始
めは、何も分からず慣れない環境で、不安だらけでし
たが、職場の皆さんに、とても親切に教えて頂いて、
少しずつ仕事にも慣れて、充実した毎日を送ってい
ます。これからも教えて頂いた仕事を身に付け、介護
福祉士の資格取得を目指して、頑張っていきたいと
思います。

柏崎厚生病院  介護員

新入職員の挨拶　＜平成29年4月1日入職＞

　当法人のお花見・新人歓迎会が4月20日にアオー
レ長岡にて開催されました。
　最初に吉井理事長から新入職員へ歓迎の言葉を頂
き開会となりました。つづいて新入職員を代表して医
師と看護師からあいさつがあり、新入職員の看護師
からは「一日も早く、活躍できるようがんばりたい」と
力強い決意が述べられました。
　またアトラクションとして青悠会と光悠会の皆様に
は昨年８月の創立60周年記念式典に引き続き、悠久
太鼓の演奏を披露していただき、約500名の参加者
を一段と盛り上げていただきまいた。
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立川綜合病院初期研修医1年目の高野
世奈です。地元長岡で医師としての第一
歩を踏み出せたことを大変嬉しく思って
おります。
医師としても社会人としても未熟者であ
りますが、目の前のことすべてが学ぶこ
とばかりで、非常に充実した毎日を送ら
せていただいております。
まずは自分のできることに誠意をもって
取り組み、日々研鑽を積みたいと思いま
す。そして、長岡市、新潟県の皆様に貢
献できる医師となれるよう、精進してま
いります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

初めまして。研修医１年目の桑原佐知で
す。研修が始まり４ヶ月が過ぎました。
初めは分からないことたくさんありご迷
惑をおかけすることが多かったのですが
先生方や看護師さん、コメディカルの
方々にフォローして頂きながら毎日充実
した研修をしています。立川綜合病院は
他科の先生にも相談しやすく毎日学ぶ中
で困ったことや疑問点などにすぐにアド
バイスを頂けて本当に感謝しておりま
す。この２年間の研修中に身につけるべ
き知識や手技を学び医師としてしっかり
貢献できるようこれからも頑張りたいと
思います。

桑原 佐知 高野 世奈

立川綜合病院初期研修一年目の田中和
世です。四月から立川綜合病院での臨
床研修が始まり日々の診療の中からたく
さんのことを学んでいます。立川綜合病
院での研修は自由度が高く自分の興味
を伸ばすことができとても充実した臨床
研修を送っています。
まだまだ至らないところばかりですが
日々の診療に真剣に取り組み患者様に
真摯に向き合って一歩ずつスキルアップ
していきたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

4月より立川綜合病院初期研修医１年目
の佐久間杏子です。
現在循環器内科にて研修しております。
高い技術・幅広い知識・患者さんへの対
応など、私の目指す理想の医師像とする
ような先生方のご指導の元、患者さんの
笑顔と健康のために、目まぐるしくも新
鮮で刺激的な毎日を送っています。
医師を志して丁度10年の月日が経ちまし
た。これまでの努力を「ここ」で生かし、
「ここ」でさらに努力し、長岡の医療・新
潟の医療・日本の医療に貢献できるよう
精進してまいります。
まだまだ未熟ですが、これからどうぞ宜
しくお願いします。

佐久間 杏子 田中 和世

臨床研修医のご紹介
特集２

VOICE
臨床研修医の言葉

医療連携研究会
2017

Ⅰ．医療連携の現況報告
 立川綜合病院  副院長　阿部博史

Ⅱ．腎センターでの取り組み
 ～患者さんのライフスタイルに合わせた透析について～
 立川綜合病院  腎臓内科　青栁竜治

Ⅲ．女性と泌尿器科
 立川綜合病院  泌尿器科　石川晶子

Ⅳ．新規導入された３テスラＭＲＩのご紹介
 立川綜合病院  放射線科　技師　佐野広晃

Ⅴ．循環器領域での取り組みについて
 ・ＴＡＶＩの施設認定取得について
 ・埋め込み型補助人工心臓管理施設へ向けた取り組み
 立川綜合病院  循環器内科　布施公一

臨研修管理委員長

鳥羽 　健

　研修医の２年間は新しい経験の連続で、あっという間に過ぎてしまいます。ただ目
の前にあるものを一生懸命こなしているだけで十分な力がつくものですが、時々は
立ち止まって自分の将来像に考えを巡らし目的意識をもって研修に動機付けをする
ことも必要です。前期研修と後期研修が終われば、必然的に後輩に対する指導医と
して機能することが求められるようになります。そうなると現場の実践だけ経験を積
んでいても、底の浅さが後輩から見抜かれてしまいます。自ら疾患に興味をもって
病因論を含めた疾患に対する理解を深め、非定型的な患者における背景因子を読み
解けるようになって初めて「考える力のある臨床医」といえるようになり、それでこそ
後輩から畏怖される指導医となりえるのです。目的意識をもって研修が送れること
を期待します。

研修開始にあたって

乾杯のご発声
大貫内科医院　大貫啓三先生

新任医師の自己紹介 臨床研修医の自己紹介

ご祝辞
長岡市医師会長／長尾医院
長尾政之助先生

理事長挨拶

　医療連携研究会は地域の開業医と病院勤務医が
円滑な地域連携を行うことで、地域住民が安心して
医療を受けられることを目的として平成9年から毎
年開催しています。
　今回は昨年11月に立川綜合病院が長岡市上条
町に移転後、初めての開催ということで「新しい立
川綜合病院で開始した新たな取り組み」をテーマに
５つの講演が行われました。
　研究会終了後の懇親会では長岡市医師会長で長尾
医院の長尾政之助先生からご祝辞を頂きました。

乾杯は立川綜合病院OBを代表して大貫内科医院
の大貫啓三先生よりご発声をいただきました。
　乾杯後、4月に着任した医師と現在立川綜合病院
で臨床研修を行っている医師の自己紹介がそれぞれ
行われました。
　最後に吉井理事長から日頃から当法人に対し、
格別のご高配をいただいているお礼と、今後もさら
なる連携強化を図っていただけるよう謝辞が述べ
られ、閉会となりました。

特集3
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くお願いいたします。

4月より立川綜合病院初期研修医１年目
の佐久間杏子です。
現在循環器内科にて研修しております。
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潟の医療・日本の医療に貢献できるよう
精進してまいります。
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しくお願いします。

佐久間 杏子 田中 和世

臨床研修医のご紹介
特集２

VOICE
臨床研修医の言葉

医療連携研究会
2017

Ⅰ．医療連携の現況報告
 立川綜合病院  副院長　阿部博史
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Ⅲ．女性と泌尿器科
 立川綜合病院  泌尿器科　石川晶子

Ⅳ．新規導入された３テスラＭＲＩのご紹介
 立川綜合病院  放射線科　技師　佐野広晃

Ⅴ．循環器領域での取り組みについて
 ・ＴＡＶＩの施設認定取得について
 ・埋め込み型補助人工心臓管理施設へ向けた取り組み
 立川綜合病院  循環器内科　布施公一

臨研修管理委員長

鳥羽 　健
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んでいても、底の浅さが後輩から見抜かれてしまいます。自ら疾患に興味をもって
病因論を含めた疾患に対する理解を深め、非定型的な患者における背景因子を読み
解けるようになって初めて「考える力のある臨床医」といえるようになり、それでこそ
後輩から畏怖される指導医となりえるのです。目的意識をもって研修が送れること
を期待します。

研修開始にあたって

乾杯のご発声
大貫内科医院　大貫啓三先生

新任医師の自己紹介 臨床研修医の自己紹介

ご祝辞
長岡市医師会長／長尾医院
長尾政之助先生

理事長挨拶

　医療連携研究会は地域の開業医と病院勤務医が
円滑な地域連携を行うことで、地域住民が安心して
医療を受けられることを目的として平成9年から毎
年開催しています。
　今回は昨年11月に立川綜合病院が長岡市上条
町に移転後、初めての開催ということで「新しい立
川綜合病院で開始した新たな取り組み」をテーマに
５つの講演が行われました。
　研究会終了後の懇親会では長岡市医師会長で長尾
医院の長尾政之助先生からご祝辞を頂きました。

乾杯は立川綜合病院OBを代表して大貫内科医院
の大貫啓三先生よりご発声をいただきました。
　乾杯後、4月に着任した医師と現在立川綜合病院
で臨床研修を行っている医師の自己紹介がそれぞれ
行われました。
　最後に吉井理事長から日頃から当法人に対し、
格別のご高配をいただいているお礼と、今後もさら
なる連携強化を図っていただけるよう謝辞が述べ
られ、閉会となりました。

特集3
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災害訓練
　立川綜合病院では毎年、火災や災害発生時に適切・迅
速に対応できるために、防災・防火・災害訓練を実施し
ています。
　本年6月16日㈮に、平日の昼間に災害発生（地震想
定）し、その後に二次災害として火災が発生した想定で
訓練を実施しました。
　新病院移転後、はじめての訓練となるため、災害訓
練目的を⑴災害発生直後からの初動行動、⑵患者受け
入れ準備から対応、⑶各部門間の連携と設定し、マニュ
アル（アクションカード）に準じた行動ができるかを机上

訓練で実施しました。避難訓練は、搬送資機材を用い
て、模擬患者役の状態に合わせた避難搬送訓練を実施
しました。このように災害・避難訓練を実施した結果、
新たな対応に関する課題が明らかになりました。新病
院は免振構造となっておりますが、有事の際には病院
職員が一致団結して対応しなければ、患者の安全を守
ることはできません。今回の訓練での学びを活かせる
ように、今後も訓練・検証を繰り返して、安全確保のた
めに取り組んでいきたいと思います。

新潟地方検察庁より感謝状贈呈
　この度、柏崎厚生病院へ新潟地方検察庁より感謝状
が送られました。永年にわたる精神鑑定依頼および当
庁主催の刑事精神鑑定研究会や精神鑑定事例検討会
に病院を挙げて出席し、専門的見地からの見解を開陳
するなど、検察業務に協力され刑事司法の適正な運用
に貢献したことに対する功績をたたえたものです。

柏崎厚生病院

新潟大学大学院 医歯学総合研究科　腎泌尿器病態学分野
教授 冨田 善彦 先生

　4月27日㈭立川綜合病院講堂にて　新潟大学大学
院医歯学総合研究科　腎泌尿器病態学分野教授　
冨田善彦先生よりご講演頂きました。
　医師以外にも多くのコメディカルが詰め掛け会場は
満員となりました。ご講演は腹腔鏡による前立腺がん
手術の創成期の話題に始まり、ダヴィンチによるロボッ
ト手術の成績を保ちながら後輩にどう技術継承するか
といったマネジメントの話題、そして最新の抗がん剤
である免疫チェックポイント阻害薬の話題まで大変に
興味深いお話を伺うことができました。

1
NEWS

　2 年間の初期臨床研修プログラムを修了した4 名
の研修医に対し「臨床研修修了証」が授与されまし
た。指導にあたった上級医・指導医をはじめ後輩研修
医からは労いと激励の言葉が贈られました。

平成28年度 【第12期生】臨床研修医修了証授与式2
NEWS

立川メディカルセンターニュースフラッシュ

冨田善彦先生 ご講演

3月16日㈭　ホテルニューオータニ長岡

石井 夏樹 鈴木 尚真

長谷川宝史 松田 リラ

石井　夏樹 新潟大学医歯学総合病院　整形外科

鈴木　尚真 立川綜合病院　循環器内科

長谷川宝史 柏崎厚生病院　精神科

松田　リラ 東京医科大学病院　眼科

■今後の進路

6/16
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みなさまと病院をつなぐ情報誌

立川メディカル 検索
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立川綜合病院全景

防災・防火・災害訓練実施
柏崎厚生病院 新潟地方検察庁より感謝状贈呈

管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ
冨田善彦先生ご講演／臨床研修医修了証授与式
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　青魚に多いとされるDHAやEPAなどの脂肪酸
は、動脈硬化を防ぐ働きが知られています。
　今回はそのDHAやEPAが手軽にとれる「サバの
水煮缶」を使った簡単レシピをご紹介します。お鍋
一つに材料を加えるだけなので、料理に慣れていな
い方でも簡単にできますよ。
　トマトの酸味、玉ねぎの甘味、ニンニクの風味を
活かして気になる塩分を抑えています。冷やして
食べても美味しいので、暑い夏にぜひどうぞ！

野菜たっぷり
さばのラタトゥイユ風

❶鍋にオリーブオイル、刻んだニンニクを入れて加熱する。ニンニク
の香りが出てきたら、ズッキーニ・玉ねぎ・キャベツを入れて炒める。
（弱火～中火）

❷クレイジーソルトと黒コショウを振り入れ、さば水煮缶を汁ごと鍋
に加える。軽く混ぜ、トマトを加えて蓋をして弱火で煮込む。

❸野菜から出てきた水分がふつふつ煮立ってきたら全体を軽く混ぜ
合わせ、お好みでケチャップを加える。

❹お皿に盛りつけて完成。

エネルギー 140ｋcal
たんぱく質 8.9g
塩　分 0.6g

栄養価＜1人分＞

＊ニンニクの風味が移りやすいように、弱火～中火でニンニク
を焦がさないように加熱しましょう。

＊野菜から水分が出てくるので、水は足さずに作りましょう。

調理の
ポイント

＊ニンニクはみじん切りにする。
＊ズッキーニは半月切り、玉ねぎ・キャベツはざく切り、ミディトマト
は串切りにする。

下準備

作り方

•さば水煮缶 1缶

•ズッキーニ 1本

•玉ねぎ 1/2個

•キャベツ 1/4カット（約150ｇ）

•ミディトマト 5個（約180ｇ）

•ニンニク 1かけ

•クレイジーソルト 少々

•黒コショウ 少々

•オリーブオイル 小さじ1～2

　（お好みで）トマトケチャップ 大さじ1/2

〒940-8621 新潟県長岡市上条町字谷内561番地1
TEL（0258）33-3111   ＦＡＸ（0258）33-8811
http://www.tatikawa.or.jp  E-mail tatikawa@niigata-inet.or.jp

※バックナンバーをご希望の方は上記までご連絡下さい。
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