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新年を迎えるにあたり

　明けましておめでとうございます。
　国は現在2018年度予算編成に向けて、診療報酬，介護報酬と障害福祉等サービス
報酬の改定を行っていますが、その改定率は昨年末に決まっています。医療業界の厳し
い状況を考えますと、今年はその改定により多少の経営改善は望めますが、それよりも
国民皆保険制度を守りぬくためにも、これまでよりも効率的な予算の実行が何よりも
必要であると思われます。
　そのためには、医療の受益者と提供者の間の日々の意見交換が何よりも大切であると
考えます。どうか遠慮せず、貴重なご意見をいただければ幸甚に存じます。
　本年も何卒宜しくご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

　立川綜合病院は新築移転2年目を迎えました。ドクターヘリを使った救急搬送件数も
増え、救急搬送からの入院割合が増加傾向にあります。特に外傷・整形外科担当の救急
入院増加が目立ちます。また救急ではありませんが、産科の件数も著しく増えています。
　新しく取り組んだ医療としては、平成29年6月から開始した経カテーテル大動脈弁
置換術（TAVIまたはTAVR）がありますが、件数を重ね12月で11件を超えました。対象
患者さんは多く控えているはずです。また、植え込み型人工心臓の管理施設にも認定
されました。こちらは大勢居るわけではありませんが、新潟県には植え込み施設があり
ませんので、県内の患者さんにとっては身近に管理可能施設があることは安心に繋がり
ます。また、腹膜透析や在宅血液透析導入指導、加えて悠遊健康村病院には慢性透析を
続けながら療養できる施設を設置と、腎臓内科は在宅治療という方向へも踏み出して
おります。
　新潟県内の医師不足は著しく、当院でも常勤医は不足し、科によっては非常勤で部分
開設している状態です。医師の働き方改革の達成には程遠い状況で、医師ひとりひとり
の献身的働きの上に医療・病院運営が成り立っているのが現状です。この方面でもなん
とか前進できるようにしたいものです。

　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。
　悠遊健康村病院及び悠遊苑は、来るべき超高齢化社会に対応するため「お年寄りと
若者の共生」をコンセプトとして平成9年に開設され20年が経過しました。今、超高齢
化の波が地域にとって重要な問題となり、改めて原点を見つめ直す必要を感じています。
　現在、当施設外来前に“風の子”“雪の子”像を設置しています。この像は、昭和57年
に旧立川綜合病院竣工を記念して安置されたものです。初代立川晴一理事長の言葉に
よると『この像をみたとき、病院にて病気が癒り元気溌剌と飛び廻る子供の姿として
うつった』とあります。そして『‘患者さんの健康恢復に全力を尽くします’という病院
の「上位目標」のシンボルとしたい』とも語っています。時代を超えて、患者さんに対する
思いを示すためこの像を移設しました。初心に立ち返り、今後もより良い医療、介護の
充実に邁進してゆく所存です。
　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。

2018年2018年

　年頭のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　立川綜合病院の移転から１年が経ちました。おかげ様で多くの患者さんにご利用頂いて
おりますが、まだまだご不自由をお掛けしているところもあります。これからも新病院の能力
を最大限発揮し、より質の高い医療を目指して参ります。
　新病院は設計コンセプトが先進的との評価を頂き、空間デザイン、風工学、照明普及、
サインデザインの４つの賞を受賞、６つ雑誌に紹介されました。建設共同企業体も安全衛生
が特に優秀で模範と認められ、労働大臣優良賞（全国で９件）を受賞しました。
　病院周辺の商業施設整備や住宅造成も進んでいます。東西道路の開通により悠遊健康村
病院群との連携も強化され柏崎厚生病院群との距離も縮まります。早期開通が待たれます。
　医療の高度化、複雑化が進んでいる現状では当法人としてもより広範な対応を視野に
入れていく必要性を感じております。
　立川綜合病院では県内初のＴＡＶＩ（大動脈弁狭窄症に対するカテーテルによる手術）
がスタートしました。上中越地区でのドクターヘリの運用も始まり、病院屋上のヘリポート
が大いに役立っております。広大な駐車場は冬期でも不自由なくご利用いただいております。
　悠遊健康村病院と腎センターの連携により、通院透析が困難となられた透析患者さんに
対して同院での受け入れも始まりました。
　今後とも立川綜合病院、悠遊健康村病院群、柏崎厚生病院群で共通する課題、特に医療
安全、急性期・回復期・介護系の連携、広報活動の強化を進めてまいります。
　引き続き法人職員挙げて地域医療・介護・医療人育成に邁進し、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。
　ご指導ご鞭撻のほどを切にお願い申し上げます。
　新年を迎えるにあたり、皆様のご多幸をお祈りしてご挨拶とさせて頂きます。
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悠遊健康村病院　院長

立 川  　浩

2 Nagaoka Tachikawa 3Nagaoka Tachikawa



新年を迎えるにあたり

　明けましておめでとうございます。
　国は現在2018年度予算編成に向けて、診療報酬，介護報酬と障害福祉等サービス
報酬の改定を行っていますが、その改定率は昨年末に決まっています。医療業界の厳し
い状況を考えますと、今年はその改定により多少の経営改善は望めますが、それよりも
国民皆保険制度を守りぬくためにも、これまでよりも効率的な予算の実行が何よりも
必要であると思われます。
　そのためには、医療の受益者と提供者の間の日々の意見交換が何よりも大切であると
考えます。どうか遠慮せず、貴重なご意見をいただければ幸甚に存じます。
　本年も何卒宜しくご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

　立川綜合病院は新築移転2年目を迎えました。ドクターヘリを使った救急搬送件数も
増え、救急搬送からの入院割合が増加傾向にあります。特に外傷・整形外科担当の救急
入院増加が目立ちます。また救急ではありませんが、産科の件数も著しく増えています。
　新しく取り組んだ医療としては、平成29年6月から開始した経カテーテル大動脈弁
置換術（TAVIまたはTAVR）がありますが、件数を重ね12月で11件を超えました。対象
患者さんは多く控えているはずです。また、植え込み型人工心臓の管理施設にも認定
されました。こちらは大勢居るわけではありませんが、新潟県には植え込み施設があり
ませんので、県内の患者さんにとっては身近に管理可能施設があることは安心に繋がり
ます。また、腹膜透析や在宅血液透析導入指導、加えて悠遊健康村病院には慢性透析を
続けながら療養できる施設を設置と、腎臓内科は在宅治療という方向へも踏み出して
おります。
　新潟県内の医師不足は著しく、当院でも常勤医は不足し、科によっては非常勤で部分
開設している状態です。医師の働き方改革の達成には程遠い状況で、医師ひとりひとり
の献身的働きの上に医療・病院運営が成り立っているのが現状です。この方面でもなん
とか前進できるようにしたいものです。

　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。
　悠遊健康村病院及び悠遊苑は、来るべき超高齢化社会に対応するため「お年寄りと
若者の共生」をコンセプトとして平成9年に開設され20年が経過しました。今、超高齢
化の波が地域にとって重要な問題となり、改めて原点を見つめ直す必要を感じています。
　現在、当施設外来前に“風の子”“雪の子”像を設置しています。この像は、昭和57年
に旧立川綜合病院竣工を記念して安置されたものです。初代立川晴一理事長の言葉に
よると『この像をみたとき、病院にて病気が癒り元気溌剌と飛び廻る子供の姿として
うつった』とあります。そして『‘患者さんの健康恢復に全力を尽くします’という病院
の「上位目標」のシンボルとしたい』とも語っています。時代を超えて、患者さんに対する
思いを示すためこの像を移設しました。初心に立ち返り、今後もより良い医療、介護の
充実に邁進してゆく所存です。
　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。

2018年2018年

　年頭のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　立川綜合病院の移転から１年が経ちました。おかげ様で多くの患者さんにご利用頂いて
おりますが、まだまだご不自由をお掛けしているところもあります。これからも新病院の能力
を最大限発揮し、より質の高い医療を目指して参ります。
　新病院は設計コンセプトが先進的との評価を頂き、空間デザイン、風工学、照明普及、
サインデザインの４つの賞を受賞、６つ雑誌に紹介されました。建設共同企業体も安全衛生
が特に優秀で模範と認められ、労働大臣優良賞（全国で９件）を受賞しました。
　病院周辺の商業施設整備や住宅造成も進んでいます。東西道路の開通により悠遊健康村
病院群との連携も強化され柏崎厚生病院群との距離も縮まります。早期開通が待たれます。
　医療の高度化、複雑化が進んでいる現状では当法人としてもより広範な対応を視野に
入れていく必要性を感じております。
　立川綜合病院では県内初のＴＡＶＩ（大動脈弁狭窄症に対するカテーテルによる手術）
がスタートしました。上中越地区でのドクターヘリの運用も始まり、病院屋上のヘリポート
が大いに役立っております。広大な駐車場は冬期でも不自由なくご利用いただいております。
　悠遊健康村病院と腎センターの連携により、通院透析が困難となられた透析患者さんに
対して同院での受け入れも始まりました。
　今後とも立川綜合病院、悠遊健康村病院群、柏崎厚生病院群で共通する課題、特に医療
安全、急性期・回復期・介護系の連携、広報活動の強化を進めてまいります。
　引き続き法人職員挙げて地域医療・介護・医療人育成に邁進し、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。
　ご指導ご鞭撻のほどを切にお願い申し上げます。
　新年を迎えるにあたり、皆様のご多幸をお祈りしてご挨拶とさせて頂きます。
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1）デマンドタクシー：デマンド型乗合タクシーとは、あらかじめ利用者登録した方が、
希望する乗車場所から降車場所を予約し、乗合タクシーで移動する公共交通サービ
ス。（door to door サービス）

2）腹膜透析：お腹に透析液を入れ、自分の腹膜を利用して血液をきれいにする方法。
通院は月に1から2 回。1日に数回透析液を交換する方法や、就寝中に器械で自動
的に交換する方法などがある。チューブをお腹に植え込む手術が必要。残腎機能を
より長く保つ良い治療であるが、腹膜機能の低下などにより5～8 年で他の腎代替療
法への変更が必要となる。全国で1 万１千人の患者数。
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腎センター直通　0258-35-5379

   在宅血液透析の開始
　在宅血液透析は自宅に透析装置を設置し、自分自身
で回路を組み立て、透析装置の立ち上げから穿刺、後
片付けまですべての透析治療を自分自身で行うもの
です。患者さん本人の意欲とスタッフの熱心な指導の
成果が実り昨年12月に始まりました。経過はとても
順調です。患者数は全国で約530人、新潟県では1人
とまだまだ少人数ですが自分の生活サイクルに合わ
せた透析が可能となります。

   オンラインHDF の積極的導入
　オンラインHDFは最近注目されている治療の一つ
です。HDF（血液ろ過透析）では透析回路から点滴し
血流量を増やすことで透析膜からより多くの老廃物を
除去することができます。透析液清浄化の進歩で大量
点滴が可能となり普及しました。透析アミロイドーシス、
関節痛、かゆみ、むずむず脚症候群、低血圧の患者さ
んの症状改善が報告され、当院でも約20％の患者さ
んに試みています。この治療はアルブミンの損失があ
るため栄養状態の悪い方は慎重に行います。

   教育施設としての役割
　スタッフはそれぞれ積極的に県内外の学会、研修会
に参加し発表を行っています。医師3名は透析専門医
です。臨床工学技士は血液浄化治療のスペシャリスト
である血液浄化専門臨床工学技士が2名、透析技術
認定士が8名います。また、透析技術認定士の資格を
持つ看護師は2名おり人材は豊富です。当院における
患者さんに寄り添った取り組みや技術を内外に伝えて
ゆくことは腎センターの使命と考えます。これからも
患者さんにより良い治療が提供できるよう腎センター
を発展させたいと思います。

　当院では旅行、出張、帰省などで長岡に来られた
患者さん向けに臨時透析を受け付けております。また、
日本腎臓学会臨床研修施設、日本透析医学会教育関連
施設および日本腎臓財団透析療法従事職員研修施設
となっています。医療関係者の見学は随時受け付けて
いますので、いつでもご連絡ください。

   腹膜透析 2）の開始
　昨年6月に腹膜透析治療が始まりました。腎セン
ターは病棟スタッフとチームを組み腹膜透析導入時の
教育や指導、外来腹膜透析の管理を行います。現在8
名の患者さんが腹膜透析中です。腎代替療法の選択
肢が増え、より患者さんの生活にあった治療が可能と
なりました。

腎センター 
最新の取り組みご紹介●②
前回号からに引き続き腎センターの紹介をいたします。今回は、腎センター
の最近の取り組みを紹介します。主に、以下のような取り組みを行っています。

   透析患者用デマンドタクシー 1）の導入
　高齢化により自力通院が困難な患者さんが増加し
ています。患者会から要望があり各透析施設、長岡市
ハイヤー協会、長岡市福祉課が協力し低料金で自宅
から透析施設までの送迎をタクシーで行う中越地区
透析患者用デマンドタクシーの運用を実現させました。
平成23年に当院6名の患者さんから開始。その後、
各病院にコースが設置されました。平成26年は見附
市にも拡張され、現在4施設の約65名がこのデマン
ドタクシーを利用しています。

   長期療養型病棟での入院透析の開始
　体調不良のため通院ができなくなる患者さんが
います。残念ながら長岡市には、透析患者が長期入院
できる医療療養型病棟や透析施設までの送迎をサ
ポートする有料老人ホーム、特別養護老人ホーム（特
養）などがありません。そこで、このような透析患者
さんが入院し透析できる施設を当グループの悠遊健
康村病院に新設しました。透析装置は3台で11月17
日に稼働しました。通院困難な患者さんはこれから増
加することが予想され、とても貴重な施設であると考
えています。
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腎センター透析室

■当院血液透析患者数の推移

腎センタースタッフ

立川綜合病院
腎センター　センター長
腎臓内科　主任医長
　　　　　 青栁 竜治
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悠遊健康村病院

柏 崎 厚 生 病 院

松田先生によるスキルアップ研修会

●植込型補助人工心臓（VAD）管理施設認定
　について
　立川綜合病院は2017年10月に心臓移植の待機患
者の命綱となる治療装置「植込型補助人工心臓」の管
理施設に、新潟県内で初めて認定されました。これは
補助人工心臓治療関連学会協議会が平成 29 年 4 月
から認定を始めた制度で、術後の定期検診や装置の
チェックをする施設を増やすことで、心臓移植を受ける
までの間、患者が住み慣れた自宅で療養しやすくし、
負担を軽くすることを目指しています。

●植込型補助人工腎臓（VAD）とは
　植込型補助人工心臓（VAD）は、心臓のポンプ機能
が低下し、全身に血液を送れなくなった末期の心不全
患者の体内に人工ポンプを埋め込み、心機能をサポー
トする医療機器で、心臓移植を申請している患者が保
険適応の対象です。現状では移植まで平均3年近くか
かるとされ、装置を使用することでその期間を在宅で
過ごすことが出来ます。埋め込み手術を行う「実施施
設」は全国に約50施設ありますが、新潟県周辺には少
なく、実施件数としては東京や大阪の病院が多く全国
から患者が集中しています。患者は抗血液凝固薬の服
用と万一の機械トラブルや傷口からの感染などに備え、
対応可能な施設まで２時間以内の距離に居住する必要
があります。当院が管理施設となることで、新潟県の
患者が手術を受けた場合の新たな受け皿になり得ると
考えています。

●心不全チームについて
　当院では認定までに、管理を担当する医師、看護師、
臨床工学士でチームを形成し東京や大阪の施設で研
修を受け、装置や管理などに関する資格を取得しなが
ら準備を進めてきました。またチーム全員が定期的に

集まって、患者に対応する際に注意することなどの院
内マニュアルを作成し、現在は1名のVAD装着後患
者を東京の実施施設と連携しながら外来で管理をして
います。

●当院の役割と今後
　補助人工心臓は一度入れたら生涯働き続ける夢の
機械ではなく、移植までの間、患者の体と心のケア、
装置の管理など慎重なフォローが重要となります。今
後は新潟県の患者の在宅医療を支えるべく更なる患
者の受け入れを見据えて準備を進めていきたいと考え
ています。

専門医療機関・専門職としての認知症地域支援
　柏崎厚生病院は認知症の専門医療機関として、行政
から認知症総合支援事業を委託されていますが、今年
度あらたに柏崎市・刈羽村から委託を受け、「認知症
初期集中支援チーム」が設置されました。
　認知症初期集中支援チームは、認知症の方（疑いを
含む）で、医療や介護サービスを受けていない人や中
断している人、またはサービスは受けていても病状の
悪化により周りが対応に苦慮している人に対し、一定
の期間、面談や訪問、会議での検討を行うなどして
支援します。“認知症の初期段階”の対応ではないの
ですが、チーム員が専門的な視点で支援することに
より、課題が早めに解決し、ご本人もご家族も安心して
暮らせることを目標としています。

（相談窓口：柏崎市はお住いの地区の地域包括支援セ
ンター、刈羽村は村役場まで）

　一方、認知症地域支援・ケア向上事業（平成22年
度柏崎市より委託）では、例年行っている医療介護職
員向けのスキルアップ研修会を、認知症サポート医で
ある院長 松田ひろし先生を講師に行いました（平成
29年10月）。今回は“介護者支援”をテーマにし、介
護されている家族への対応が、ひいては認知症の方へ
の支援をより良いものにするということなどを学びま
した。

　認知症支援は医療だけではなく、介護分野との連携、
介護家族支援、支援に関わる職員への支援、地域への
取り組みなど多岐にわたります。こういった認知症の
地域支援全般について、当院は専門機関として、関わ
る職員の専門性を活かしながら、積極的に協力し、取
り組んでいます。

　11月17日㈮より悠遊健康村病院で、入院透析を開始
しました。体調不良のため通院困難な透析患者さんに
対して、立川綜合病院腎センターとの連携により、長期
療養型病棟での入院透析ができる施設として、ベッド３床
で、以前病歴室として使用していた部屋を改修して透析
室とし、透析機器を使用しての血液透析を行っています。
　外来は行わず、立川綜合病院の後方支援病院と
しての転院受け入れの役割を担っています。当面は
透析専門の職員３人が立川綜合病院より助勤として
悠遊健康村病院で透析業務を行います。
　今後は、立川綜合病院との連携をより一層密にし、
透析患者さんに、より安心して頂ける医療を提供して
まいります。
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認知症初期集中支援推進事業

認知症の対応に苦慮しているケースの面談・訪問・会議

認知症地域支援推進員（精神保健福祉士）
認知症サポート医（松田ひろし）

支援関係機関との連携推進、地域の実情に応じた支援

入院透析が開始となりました。

認知症地域支援・ケア向上事業
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医長　布施 公一
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Lecture Report
講座・講演会レ

ポート

［演題①］
感染管理認定看護師からの報告
　立川綜合病院  看護師長

　小池認定看護師

［演題②］
栄養管理の取り組みについて
　悠遊健康村病院・悠遊苑
　栄養科主任

　安澤管理栄養士

［演題③］
障害者地域移行支援の取り組み
について
　茨内地域生活支援センター

　中村施設長

NIC健康セミナー特別編 長岡で講演新潟大学大学院 寺井教授の講演会

東京医科大学 菅野教授の講演会

　12月11日㈪立川綜合病院 講堂にて東京医科大学 
腎臓内科学分野　主任教授 菅野義彦 先生より透析患
者の栄養管理についてご講演頂きました。
　患者像の変化や透析技術の進歩に伴い、透析患者の
栄養管理は食事制限から食事療法へとシフトしており、
食事療法の基準値の捉え方も変化しているとのお話が
ありました。
　具体的には水分や塩分を基準値内にコントロールす

るだけではなく、カロリーやたんぱく質を基準値まで
しっかりと摂ることが必要とのことでした。特に高齢
の透析患者のサルコペニアやフレイル予防には重要と
のことでした。また、一般食におけるカロリーや塩分・
脂質量などの基準値についてもチェーン店の牛丼やハ
ンバーガーなどを例に出してわかりやすく説明をしてい
ただきました。
　普段から患者と接する機会の多いコメディカルに
とっても大変に興味深い内容であり、また、一般職員
にとっても生活習慣の意識改革につながる大切な内容
でした。

●平成29年11月5日㊐
●アオーレ長岡

平成29年度 職員研修会 ●平成29年11月11日㊏
●立川綜合病院3F講堂

●平成29年11月13日㊊
●立川綜合病院 講堂

●平成29年12月11日㊊
●立川綜合病院 講堂

　11月5日㈰アオーレ長岡にて「NIC健康セミナー」
が開催されました。この会は新潟日報社を中心に地域
密着で行われる医療や介護について学ぶ会です。
　今回は「福祉・介護・健康フェア2017」と同時開催
とのことで特別編と銘打って長岡市内の医療機関から
4人の先生方による講演が行われました。

　立川綜合病院からは、循環器内科 医長の池田 佳生 
医師が「高血圧」についての講演を行いました。
　当日は定員の100名を超える聴講者が詰めかけて、
池田医師の講演に熱心に耳を傾けていました。
　講演は血圧測定の歴史に始まり、高血圧が引き起こす
病気の怖さや日頃の血圧管理の心得、薬による治療な
ど高血圧についてのエッセンスが詰まった内容でした。　11月13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 消化器内科学分野 教授 寺井崇二 
先生よりご講演頂きました。
　肝硬変の治療について肝臓の繊維化の仕組みに始
まり、寺井先生の研究の原点とも言える自己骨髄細胞
投与療法から最新の他家細胞を用いた治療まで大変
分かりやすくお話頂きました。
　特に今夏より治験が開始された脂肪組織由来の他
家細胞製剤は低侵襲というだけでなく、多くの患者さ
んに治療の選択肢を提供できる可能性があるもので、
当日詰めかけた医師だけでなくコメディカルにとっても
大変に興味深い内容でした。

循環器内科 医長　池田 佳生 医師
高血圧について

講　師
テーマ

東京医科大学　腎臓内科学分野
主任教授　菅野 義彦 先生
新時代を迎えた透析患者の栄養管理

講　師

テーマ

新潟大学大学院 医歯学総合研究科
消化器内科学分野 教授
肝疾患相談センター センター長
　　　　　　　　　　  寺井 崇二 先生

肝硬変に対する次世代再生医療の開発

講　師

テーマ

　平成29年度職員研修会が11/11㈯の午後から立川
綜合病院3F講堂にて行われました。この研修会は役
付職員を対象に知識を深めることを目的としています。
　3名の演者が現状報告や取り組みについて発表し、
演題毎に質疑応答と吉井理事長の講評を行う形で会
が進みました。
　一昨年は立川綜合病院の移転時期と重なり実施
で きなかったため、2 年ぶりの開催となりましたが
約150名の職員が参加しました。
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NEWS FLASH
TACHIKAWA MEDICAL CENTER 

参加無料
申込不要OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院

オープンシステム

大矢医院
院長

大矢 敏裕 先生
●継承年月／平成28年4月
●診療科目／内科、外科、消化器内科、肛門外科
●中心となる診療科／内科、外科、消化器内科、肛門外科
●住所／〒947-0003　小千谷市大字薭生乙933ｰ7
●ＴＥＬ／ 0258-83-0111　ＦＡＸ／ 0258-83-0063
●ご出身／群馬県榛名町（現高崎市）
●ご趣味／酒を嗜むこと。ロックのライブに行くこと

診療日
診療時間

9：00～12：30

15：00～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 　 ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

自院の特徴と診療方針
20年の歴史ある谷口医院を昨年より引き継いでいます。
小千谷地域の患者さんの健康を守ること、そして、ご高
齢の方にできるだけ長く好きな畑仕事をしてもらうこと
が当院の使命と考えています。力の続く限り、地域の皆
さんのために働きたいと思っています。

　当健診センターは、日本人間ドック学会および日本総
合健診医学会の人間ドック健診専門医研修施設であり、
日本乳癌検診精度管理中央機構のマンモグラフィー健
診施設に認定されております。各専門科の医師をはじ
め、看護師、保健師、臨床検査技師、放射線技師、管理
栄養士、受付事務員など多職種の専門スタッフが一丸
となって、皆様の健康サービスに日々努めております。
　また、綜合病院の一施設として充実した検査機器を
完備しており、各種専門ドック（脳ドック・心臓ドック・肺
がんドック）やオプション検査もご用意しており、ご自身
に合った健診や検査をお選びいただけます。さらに、健
康サポートの一環として、皆様の健康状況と生活習慣に
ついて、経験豊富な保健師と管理栄養士による面談方
式のアドバイスを実施し、生活習慣病予防の一助として
お役立ていただけます。
　また、当センターは、これまでも、健診受診者の皆様
のご協力をいただいて、多くの論文を発表してまいりま

したが、2016年からWHOの生活
習慣病危険因子共同研究ネット
ワーク（NCD-RisC）への参加を通
して、ランセットなど一流医学雑誌
の論文に寄与することができるようになり、ささやかな
がら、世界の予防医学の発展に貢献しております。
　皆様の健康管理に、是非、当健診センターをご利用
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司

センター長あいさつ

8号連続でたちかわ総合健診センターの特集を掲載いたします。

健 診 セ ン タ ー 特 集 ❶
　里芋は新潟県の郷土料理「のっぺ」に欠かせない冬の食
材の代表です。独特なヌメリがありますが、ガラクタンとム
チンという成分が含まれています。効能として、ガラクタン
は免疫力をアップさせる、ムチンは胃腸を保護し、はたらき
を促進させます。紹介した料理は、年末年始のごちそうで、
疲れた胃腸に優しい食材です。酒粕を使うことで鮭の臭み
も気にならなくなり、さらに牛乳でコクも深まります。体も
温まり、寒い冬にお試しいただきたいメニューです。

鮭と里芋のあったかミルク粕煮

❶里芋は洗って皮をむき、大きめに切る。
❷野菜は洗い、しめじは石づきを取り除く。チンゲン菜は茹でておく。
❸鍋にだし汁を入れ、沸騰したら里芋を入れて煮る。
❹里芋に火が通ったら、鮭、しめじを入れる。
❺材料全体が煮えてきたら、牛乳、酒粕を入れる。
❻火を止め、茹でておいたチンゲン菜を添えて出来上がり。

酒粕は溶かしにくいため、材料のなかの牛乳を少量使い、伸ばして
おくと全体が混ぜやすくなります。
甘塩鮭を使うため、旨味や塩味はちょうどよく全体になじみ、調味料
は使用していません。

調理の
ポイント

作り方

とっておき

　 簡単レシピ 2
8★管理栄養士おすすめ

材料（2人分）
・甘塩鮭 2切れ
・里芋 2個
・しめじ 30g
・チンゲン菜 60g
・牛乳 100ℊ
・酒粕 10g
・だし汁 100g

　毎年恒例の法人大忘年会を12月22日㈮アオーレ長岡
にて開催し、今年は医師・職員合わせ601名と多くの方々
が参加しました。吉井新平理事長の挨拶で一年の振り返り
と来年の抱負が語られ、松田ひろし常務理事（柏崎厚生
病院長）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。
　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。
　また、職員間の交流の場となり、結束力が高まる良
い時間となりました。

1
NEWS

立川メディカルセンターニュースフラッシュ

平成29年度 大忘年会開催
医療法人 立川メディカルセンター

ステージイベントも大盛況

～生活習慣病である
　糖尿病の予防について、
　理解を深めよう～

エネルギー 235ｋcal
たんぱく質 22g
塩　分 1.6g

栄養価＜1人分＞

14：00～
立川綜合病院　3階講堂
※直接会場へお越し下さい
筆記用具

時　　間
会　　場

持 ち 物

平成30年1月24日㊌

平成30年2月28日㊌

平成30年3月28日㊌

管理栄養士

管理栄養士

薬 剤 師

食事について

食事について

薬につ い て

開催予定日 講　師 内　容

糖尿病予防教室
後期日程
糖尿病予防について、皆さまが気に
なっているテーマをご用意してお待
ちしております。当院の各専門職が
お話させていただきます。皆さまお
誘いのうえ、お気軽にご参加下さい。

担当：栄養科
TEL：0258-33-3111
FAX：0258-33-8811

後期開催日程 ※講演ごとに内容は異なります。

お問い合わせ

理事長挨拶理事長挨拶
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〒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下記までご連絡下さい。

■編集・発行

立川綜合病院
■消化器センター
■循環器・脳血管センタ－
■生殖医療センター
〒940‒8621　新潟県長岡市上条町字谷内561‒1
TEL（0258）33－3111　FAX（0258）33－8811
■腎センター
〒940‒8621　新潟県長岡市上条町字谷内561‒1
TEL（0258）35－5379　FAX（0258）35－5334
■たちかわ総合健診センター
〒940‒8621　新潟県長岡市上条町字谷内561‒1
TEL（0258）36－6221　FAX（0258）34－1113

悠遊健康村病院
リハビリセンター
〒940‒2138　新 潟 県 長 岡 市 大 字 日 越 3 3 7
TEL（0258）47－8500　FAX（0258）47－8555
■たちかわ訪問看護ステーション
TEL（0258）47－8518  ［FAX兼用］

グループホーム  晴遊庵
〒940‒2138　新 潟 県 長 岡 市 大 字 日 越 3 3 7
TEL（0258）47－8520  ［FAX兼用］

介護老人保健施設  悠遊苑
〒940‒2138　新 潟 県 長 岡 市 大 字 日 越 3 3 7
TEL（0258）47－8511　FAX（0258）47－8507
■居宅介護支援事業所　悠遊苑
TEL（0258）47－8523　FAX（0258）47－8507

柏崎厚生病院
■よねやま訪問看護ステーション
〒945‒1392　新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2071‒1
TEL（0257）22－0111　FAX（0257）22－0112

介護老人保健施設  米山爽風苑
〒945‒1392　新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2071‒1
TEL（0257）22－0111　FAX（0257）22－0112

認知症高齢者グループホーム
米山五楽庵
〒945‒1392　新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2071‒1
TEL（0257）32－2010　FAX（0257）32－2018

柏崎市東地域包括支援センター
〒945‒1432　新潟県柏崎市大字善根6769‒1
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高畑

長倉

●

アオーレ長岡

●

県立
近代美術館●

長生橋

大手大橋

長岡大橋

越路橋

長岡西
郵便局●

フェニックス大橋 （予定）

信越本線
上
越
線

上
越
新
幹
線長岡南越路

スマートIC

長岡
JCT

長岡IC

宮
内
駅

来迎寺駅

晴麗看護学校

悠遊苑
晴遊庵

晴陵リハビリ
テーション学院

悠遊健康村病院
リハビリセンター

至東京至小国

旧立川綜合病院

長
岡
駅

立川綜合病院

長岡市市民体育館

263

467

498

48

8

8

252

353

152

522

11
151

522

柏崎駅

茨目駅

信越本線

越
後
線

柏崎
総合高校

●

鏡が沖中学校

柏崎市役所

●

枇杷島小学校●

●県立
柏崎アクアパーク

至上越

至新潟

至新潟

至直江津

● 柏崎常盤高校●

●

柏崎
自動車学校

●

●

柏崎地方合同庁舎●

柏崎市総合体育館
●

柏崎IC

北陸自動車道

柏崎厚生病院
米山自在館

茨内地域生活
支援センター米山爽風苑

米山五楽庵

佐藤池運動広場

半田小学校

日本海日本海

日本海

新潟県

燕三条

新津

新潟

長岡

浦佐

柏崎

越後
湯沢

北陸自動車道

関越自動車道

上越新幹線
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