
　俗に言う5月病とは、新入生や新社会人が4月
から新しい環境で緊張を重ねたあとに5月の連休
を過ごし、その後無気力状態になってしまうことを
言います。
　症状としては疲労を感じる、気力がなくなる、イ
ライラするなどです。神経を落ち着けるためには
カルシウムを多く摂るといいと言います。神経が
興奮しイライラしているときは、細胞の中にナトリ
ウムが増えています。
　生物学用語ではナトリウムチャンネルというイオ
ンチャンネルを通ってナトリウムが細胞に入るので
すが、カルシウムが周りにあるとこのナトリウムチ
ャンネルがうまく働か
ないのです。そのため、
ナトリウムが細胞に入
りにくくイライラしない
ということです。
　積極的にカルシウム
を摂り、自分の心を守り
たいですね。

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

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

お問い合わせ

TEL：0258-33-3111　FAX：0258-33-8811

5月病について

平成30年5月23日㊌
平成30年6月27日㊌
平成30年7月25日㊌

理学療法士
管理栄養士
管理栄養士

運動について
食事について
食事について

開催予定日 講　師 内　容

参加無料
申込不要

14：00～時　　間

筆記用具持 ち 物
立川綜合病院 3階講堂  ※直接会場へお越し下さい。会　　場

後期開催日程 ※講演ごとに内容は異なります。

識知
座講豆
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りませんか?それは鉄分不足が原因の一つかもしれま
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サバ缶と水菜の
トマトスパゲティ

一皿で鉄“がっつり”! パワーアップごはん
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調理の
ポイント
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特 集  1

　入社して数日が経ち、研修を受ける中で社会人と
しての自覚が高まってきました。新しい環境の中で
緊張していますが、同期と支え合い、先輩方のご指
導を頂きながら知識や技術を身に付け、社会人・看
護職者として成長していきたいです。また、助産師と
して安全かつ温かみのあるケアを提供できるように
日々努力していきたいと思います。よろしくお願い
致します。

立川綜合病院　助産師　鈴木 美雨

　4月から悠遊健康村病院で理学療法士として勤務
することになりました。毎日が緊張の日々ですが、こ
の春より入職した多くの仲間とともに、先輩方のサ
ポートを受けながら知識や技術を身に付け、成長し
ていきたいです。まだまだ未熟ではありますが、患
者さんに寄り添い、元気と笑顔を与えられる理学療
法士を目指し、精一杯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　理学療法士　川口 浩紀

平成30年度 立川メディカルセンター平成30年度 立川メディカルセンター

新入職員入社式

　柏崎厚生病院に配属になりました。これから看護
師として働くことに喜びがありながらも不安な気持
ちもいっぱいです。今は右も左もわからないような
状態ではありますが、一社会人としての第一歩を踏
み出すためにも、まずはきちんと挨拶ができ、マナー
を身につけることから意識していきたいと思います。
また、看護師として患者さんに寄り添える看護を提
供できるよう、日々精進して参ります。よろしくお願
いします。

柏崎厚生病院　看護師　木間菜里咲

　4月2日㈪に晴陵リハビリテーション学院、4月4日㈬
に晴麗看護学校にて入学式が行われました。

■晴陵リハビリテーション学院
　理学療法学科…33 名　　作業療法学科…20 名
■晴麗看護学校
　看護学科………44 名
　計 97 名の入学生を迎え入れることができました。
学生は、新しい地域・場所で身が引き締まる思いを
持ちながらも、はつらつとした晴れやかな表情で入
学式を迎えていました。

　当法人のお花見・新人歓迎会が、4月19日㈭にアオー
レ長岡にて開催され、総勢536名の職員が参加されま
した。今年度は医師17名、看護師59名、コメディカル
他31名の計107名を新入職員として迎えることがで
きました。
　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。続いて、新入職員を代表して医
師と看護師から挨拶があり、医局代表からは「より良
い医療が出来るよう頑張っていきたい」職員代表から
は「歴史と伝統のある立川綜合病院の一人として社会
人として頑張っていきたい」と力強い決意が述べられ
ました。

　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59名、医師・歯
科医師17名、臨床検査技師、診療放射線技師、リハビリテーション療法士など
合わせて107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97名が入学してくれました。グループ全体では総職
員数1,886名、学生276名となりました。
　大変多くの方々に当法人に加わって頂きました。心より感謝申し上げます。
　4月19日にはアオーレ長岡でお花見・新人歓迎会が総参加者536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、疾病予防は地道に進めつ
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。新入
職員には新しい職場に慣れるのみならず、新しい時代を切り開いていくパワー
を期待しております。
　今年度も引き続き法人挙げて地域医療・介護・医療人育成に邁進していく所
存でございます。皆様におかれましては何卒よろしくお願い申し上げます。

医療法人立川メディカルセンター
理事長　吉井 新平

入社式　理事長挨拶

お花見・
新人歓迎会

新 入 職 員 の 挨 拶
［平成30年4月1日入職］

入学式平成30年度
晴麗看護学校・晴陵リハビリテーション学院

平成30年4月19日㈭／アオーレ長岡

晴麗看護学校／平成30年4月4日㈬　　晴陵リハビリテーション学院／平成30年4月2日㈪　

平成30年4月2日㈪／立川綜合病院 講堂

入社式　新入職員決意表明

晴麗看護学校　入学式

職員代表
立川綜合病院　看護師
4D病棟　桐生 茉利 さん

医局代表
悠遊健康村病院　循環器内科
医長　山本 重忠 医師

晴陵リハビリテーション学院　作業療法学科　入学式 晴陵リハビリテーション学院　理学療法学科　入学式
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　4月より立川綜合病院にて研修し
ております、1年目の小林琢也です。
憧れであった医師として働き始め、
忙しいながらも毎日多くのことを学
び、充実した日々を過ごしています。
　初期研修の2年間は、患者さんと
の接し方や基本的な手技、救急対応
といった専門領域に関わらず必要な
能力を身につけると共に、自分の進
みたい道を探していく重要な時間で
あると考えています。1日1日を大切
に、自分自身で考え、何事にも積極
的に取り組んでいく所存です。
　まだまだ未熟者ではありますが、
ご指導のほどよろしくお願い致します。

　1年目研 修医の孔 憲 和と申しま
す。新潟大学を卒業し、この春より
立川綜合病院で勤務することになり
ました。
　研修医は月単位で診療科をローテ
ートします。指 導医の先 生をはじ
め、多くの方にお世話になります。
また、様々な患者さんの診療に携わ
っていくことになります。
　一期一会を大切にし、多くのこと
を吸収していきたいです。そして、早
く一人前の医師になれるよう、日々
精進してまいります。
　至らぬ点も多々ございますが、何
卒よろしくお願い申し上げます。

孔 憲和
(こう けんと)

小林 琢也
（こばやし たくや）

　立川綜合病院研修医１年目の若杉
優樹です。
　立川綜合病院のスタッフのみなさ
んや患者さんから様々なことを学ん
でおり充実した日々を過ごしており
ます。また、慣れ親しんだ地元で臨床
研修ができとても嬉しいです。
　お世話になった地元の方々に少し
でもご恩返しができるよう努めたいで
す。責任感と思いやりを忘れず、信頼
関係を築くことができる医師を目指し
て切磋琢磨して参りたいと思います。
　不慣れな点もあると思いますがご
指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い
いたします。

　立川綜合病院初期研修医１年目の
平山香菜です。
　４月より早速消化器内科での研修
が始まりました。先生方の診察や治
療、患者さんへの病状説明をする姿
を「見る」のと、実際に自分が「行う」
のとでは全く違い、思うようにでき
ない難しさ、自らの不勉強さに日々
直面しています。今はまだできない
こと、わからないことばかりですが、
受け身ではなく積極的に研修に臨
み、一歩ずつ成長していきたいです。
　未熟ではありますが、どうぞよろ
しくお願い致します。

平山 香菜
（ひらやま かな）

若杉 優樹
（わかすぎ ゆうき）

　立川綜合病院初期研修医一年目
の豊田広之と申します。
　医師としてのスタートを切ったば
かりで不安ばかりが募っております
が、優しく丁寧にご指導くださる先
生方の下、とても充実しております。
　腎臓内科もしくは放射線科をメイ
ンに将来の進路を考えておりますが、
幅広い視野を持って様々な科での研
修でたくさんのことを吸収できれば
と思っております。知識や手技の習
得はもちろんのこと、患者様への医
師としての接し方や立ち振舞も含め
て先輩方から学び吸収していきたい
と思っております。どうぞよろしくお
願い申し上げます。

　初めまして。立川綜合病院初期研
修医1年目の小林彩夏です。
　4月より研修が始まりました。こ
れから実際に医療に携わることへの
期待と同時に不安な気持ちもありま
す。学べる環境に感謝しつつ先生方
や看護師さん、コメディカルの方々
の助言を聴きながら充実した研修生
活を送りたいと思っています。
　自ら学ぼうとする姿勢と患者さん
に寄り添うことを忘れずに、研修医
としてできることに真面目に向き合
い取り組んでいきたいです。
　至らないところばかりですがよろ
しくお願いいたします。

小林 彩夏
（こばやし あやか）

豊田 広之
（とよだ ひろゆき）

VOICE
1年目初期研修医からのご挨拶 ①出身大学　②趣味　③出身地

臨床研修管理委員長

遠藤 彦聖

　今年度より立川綜合病院の臨床研修管理委員長に任命されました小児科の遠藤
と申します。私のような若輩者がこの大役を任されていいものかどうか不安は尽き
ませんが、気張らずにできる範囲で頑張っていきますので、ご指導の程よろしくお
願いいたします。
　立川綜合病院では、4月1日付で新しく6 名の研修医を迎えることができました。
研修医にとっては少なからず責任が伴う社会人としての第一歩で、期待と不安、更
に緊張感も相当にあると思います。まずはこれから巡り会う全ての人々との場面で、
いつも正義感と謙虚な気持ちを持って諸問題に取り組む姿勢を忘れずにいてくれた
ら、と思います。立川病院で研修した人間として、どこに行っても認めてもらえるよ
うな、人としての品格を作り上げていってくれることを期待します。
　また千里の道も一歩から、自分の将来像をしっかりと考え、自分の専門分野に向
かって着実に力をつけていく時期です。慌てる必要はないので、時には立ち止まっ
て患者さんの病態を深く考え、疾患に対する理解を深め、それを一つ一つ自分の力
として蓄積していってください。そして、与えられた条件の中で最高の結果を出す
ことがプロフェッショナルの使命と考え、立川綜合病院チーム一丸となって、患者
様の役に立てるよう頑張っていきましょう。
　最後に、自分自身の大切な体、健康と安全にだけは最低限留意して、有意義な研
修医生活が送れることを心から願っています。

臨床研修医修了証授与式
●3月16日㈮　ホテルニューオータニ長岡
　2年間の初期臨床研修プログラムを修了した研修
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
ねぎらいと激励の言葉が贈られました。

小山究太郎 先生 新潟大学医歯学総合病院　消化器内科

平成29年度
［第13期生］

①新潟大学
②卓球、旅行
③東京都足立区

①新潟大学
②旅行
③埼玉県本庄市

①山形大学
②旅行
③新潟県村上市

①岩手医科大学
②バドミントン
③新潟県長岡市

①杏林大学
②ダイビング、ランニング、
　スポーツ観戦
③新潟県上越市

①東京大学
②空手、筋トレ、文房具
③長崎県対馬市

臨床研修医のご紹介特集２

今後の進路
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　4月より立川綜合病院にて研修し
ております、1年目の小林琢也です。
憧れであった医師として働き始め、
忙しいながらも毎日多くのことを学
び、充実した日々を過ごしています。
　初期研修の2年間は、患者さんと
の接し方や基本的な手技、救急対応
といった専門領域に関わらず必要な
能力を身につけると共に、自分の進
みたい道を探していく重要な時間で
あると考えています。1日1日を大切
に、自分自身で考え、何事にも積極
的に取り組んでいく所存です。
　まだまだ未熟者ではありますが、
ご指導のほどよろしくお願い致します。

　1年目研 修医の孔 憲 和と申しま
す。新潟大学を卒業し、この春より
立川綜合病院で勤務することになり
ました。
　研修医は月単位で診療科をローテ
ートします。指 導医の先 生をはじ
め、多くの方にお世話になります。
また、様々な患者さんの診療に携わ
っていくことになります。
　一期一会を大切にし、多くのこと
を吸収していきたいです。そして、早
く一人前の医師になれるよう、日々
精進してまいります。
　至らぬ点も多々ございますが、何
卒よろしくお願い申し上げます。

孔 憲和
(こう けんと)

小林 琢也
（こばやし たくや）

　立川綜合病院研修医１年目の若杉
優樹です。
　立川綜合病院のスタッフのみなさ
んや患者さんから様々なことを学ん
でおり充実した日々を過ごしており
ます。また、慣れ親しんだ地元で臨床
研修ができとても嬉しいです。
　お世話になった地元の方々に少し
でもご恩返しができるよう努めたいで
す。責任感と思いやりを忘れず、信頼
関係を築くことができる医師を目指し
て切磋琢磨して参りたいと思います。
　不慣れな点もあると思いますがご
指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い
いたします。

　立川綜合病院初期研修医１年目の
平山香菜です。
　４月より早速消化器内科での研修
が始まりました。先生方の診察や治
療、患者さんへの病状説明をする姿
を「見る」のと、実際に自分が「行う」
のとでは全く違い、思うようにでき
ない難しさ、自らの不勉強さに日々
直面しています。今はまだできない
こと、わからないことばかりですが、
受け身ではなく積極的に研修に臨
み、一歩ずつ成長していきたいです。
　未熟ではありますが、どうぞよろ
しくお願い致します。

平山 香菜
（ひらやま かな）

若杉 優樹
（わかすぎ ゆうき）

　立川綜合病院初期研修医一年目
の豊田広之と申します。
　医師としてのスタートを切ったば
かりで不安ばかりが募っております
が、優しく丁寧にご指導くださる先
生方の下、とても充実しております。
　腎臓内科もしくは放射線科をメイ
ンに将来の進路を考えておりますが、
幅広い視野を持って様々な科での研
修でたくさんのことを吸収できれば
と思っております。知識や手技の習
得はもちろんのこと、患者様への医
師としての接し方や立ち振舞も含め
て先輩方から学び吸収していきたい
と思っております。どうぞよろしくお
願い申し上げます。

　初めまして。立川綜合病院初期研
修医1年目の小林彩夏です。
　4月より研修が始まりました。こ
れから実際に医療に携わることへの
期待と同時に不安な気持ちもありま
す。学べる環境に感謝しつつ先生方
や看護師さん、コメディカルの方々
の助言を聴きながら充実した研修生
活を送りたいと思っています。
　自ら学ぼうとする姿勢と患者さん
に寄り添うことを忘れずに、研修医
としてできることに真面目に向き合
い取り組んでいきたいです。
　至らないところばかりですがよろ
しくお願いいたします。

小林 彩夏
（こばやし あやか）

豊田 広之
（とよだ ひろゆき）

VOICE
1年目初期研修医からのご挨拶 ①出身大学　②趣味　③出身地

臨床研修管理委員長

遠藤 彦聖

　今年度より立川綜合病院の臨床研修管理委員長に任命されました小児科の遠藤
と申します。私のような若輩者がこの大役を任されていいものかどうか不安は尽き
ませんが、気張らずにできる範囲で頑張っていきますので、ご指導の程よろしくお
願いいたします。
　立川綜合病院では、4月1日付で新しく6 名の研修医を迎えることができました。
研修医にとっては少なからず責任が伴う社会人としての第一歩で、期待と不安、更
に緊張感も相当にあると思います。まずはこれから巡り会う全ての人々との場面で、
いつも正義感と謙虚な気持ちを持って諸問題に取り組む姿勢を忘れずにいてくれた
ら、と思います。立川病院で研修した人間として、どこに行っても認めてもらえるよ
うな、人としての品格を作り上げていってくれることを期待します。
　また千里の道も一歩から、自分の将来像をしっかりと考え、自分の専門分野に向
かって着実に力をつけていく時期です。慌てる必要はないので、時には立ち止まっ
て患者さんの病態を深く考え、疾患に対する理解を深め、それを一つ一つ自分の力
として蓄積していってください。そして、与えられた条件の中で最高の結果を出す
ことがプロフェッショナルの使命と考え、立川綜合病院チーム一丸となって、患者
様の役に立てるよう頑張っていきましょう。
　最後に、自分自身の大切な体、健康と安全にだけは最低限留意して、有意義な研
修医生活が送れることを心から願っています。

臨床研修医修了証授与式
●3月16日㈮　ホテルニューオータニ長岡
　2年間の初期臨床研修プログラムを修了した研修
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
ねぎらいと激励の言葉が贈られました。

小山究太郎 先生 新潟大学医歯学総合病院　消化器内科

平成29年度
［第13期生］

①新潟大学
②卓球、旅行
③東京都足立区

①新潟大学
②旅行
③埼玉県本庄市

①山形大学
②旅行
③新潟県村上市

①岩手医科大学
②バドミントン
③新潟県長岡市

①杏林大学
②ダイビング、ランニング、
　スポーツ観戦
③新潟県上越市

①東京大学
②空手、筋トレ、文房具
③長崎県対馬市

臨床研修医のご紹介特集２

今後の進路
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　3月28日㈬、立川綜合病院内で新潟県消防防災航
空隊と長岡市消防本部協力の下、高度管理医療機器
（PCPS※1、IABP※2）を伴う、防災ヘリコプターでの転院
搬送訓練が実施されました。
　救急搬送用ヘリコプターには2種類あり、医師や看
護師を乗せ、すぐ現場に直行できるドクターヘリと、よ
り大型で救助活動・救急活動・火災防ぎょ活動など多
岐に渡る用途があり、転院搬送も一つの任務となって
いる消防防災ヘリがあり、当院のヘリポートで離発着
可能です。
　訓練は、高度管理医療機器を装着した患者役の職
員を、当院のMICUからエレベーターを使用し、屋上
に着陸している防災ヘリに収容、離陸。上空を旋回し
ながら機内状況を確認。着陸後、患者役をヘリから引
き継ぎMICUまで搬送する訓練を行いました。
　なお、本訓練では緊急を要するため、本番を意識し
ながら職員は訓練を行っていました。搬送ルートや医
療機器のラインの確保等、確認事項・改善策を出し合
い、消防と病院が連携を密にすることができ今後の搬
送に繋がる有意義な訓練となりました。

新潟県消防防災ヘリ「はくちょう」

病室ベッドから搬送用
ストレッチャーへ移乗

着陸後、患者及び機器をヘリから降ろし、病棟へ搬送

立川綜合病院内MICU

患者・高度管理医療機器を乗せ、離陸準備完了

病棟から実際使用する経路を使用し、
ヘリポートまで搬送

立川綜合病院
高度管理医療機器を伴う転院搬送対応訓練

TOPICS
3/28
㊌

※1　PCPS …経皮的心肺補助法。人工心肺補助装置とも呼ばれ、
一時的に心臓と肺の機能を代行する医療機器である。虚血
性心疾患、弁膜症、大血管疾患、先天性心疾患などの心疾患
の手術の際に短時間だけ使用されるものである。一般的に
手術の際、心臓をとめる必要がある場合や、肺への循環が保
てない場合などに、一時的に用いる装置である。

※2　IABP…大動脈内バルーンパンピング法。心臓の働きを助け
る補助循環法の一種です。急性心筋梗塞などの重症冠動脈
疾患や心不全症例において、バルーン（風船）のついた大動
脈内カテーテルを心臓に近い大動脈に留置し、心臓の動き
に合わせてバルーンを拡張・収縮させることで心臓の働きを
助けることが可能となります。

▶医師紹介
　眼科主任医長の安藤伸朗です。
　昭和52年（1977年）に新潟大学医学部卒業、その
後すぐに新潟大学眼科学教室（当時、岩田和雄教授）
に入局、18年間大学に在籍しました。大学時代は、網
膜硝子体疾患の治療に専念し、当時導入された硝子体
手術を手掛けて、手術に学会にと「進め、進め」の時代
でした。平成8年（1998年）から22年間、済生会新
潟第二病院眼科部長を務めました。毎日が世のため
人のため診療に追われるという日々で、手術もバリバ
リとやっていましたが、次第に心療眼科の領域にも興
味を膨らませてきました。治らない患者さんと向き合
う時間が多くなりました。

▶眼科の歴史
　この40年で眼科の診療は大きく変わりました。40
年前は日本でようやく手術顕微鏡が普及したころでし
た。白内障手術後は牛乳瓶の底のような厚いレンズの
眼鏡を必要としました。緑内障治療は限られた点眼が
主流でした。網膜剥離の治療は眼球壁にシリコンスポ
ンジを縫い付ける術式でした。
　その後、超音波白内障手術・眼内レンズ、緑内障の
点眼薬は次々に登場、網膜剥離の復位には硝子体手
術がメインになりました。さらに最近では、加齢性黄
斑変性や糖尿病黄斑浮腫・網膜静脈閉塞症の黄斑浮
腫に薬物療法が使用されるようになり、手術で治す時
代から薬で治す時代に変わってきました。

▶科の概要
　人間の情報の８割は目からの情報と言われています。
それほど人が生きていくためには、「見る」ことが大切
です。糖尿病や高血圧など様々な全身疾患からも目は
合併症を起こすことが多いです。高齢化を迎えた現代
社会では、加齢とともに目には様々な変化が現われ、
加齢に伴い様々な目の病気が発症します。いずれ見
づらさや見え方の異常を引き起こし、高齢者の日常生
活に大きな影響を与えることになります。
　眼科の検査装置や治療技術が大きく発達し、病変を
初期のうちに発見して治療できるようになってきまし
た。当科も様々な最先端技術を導入し、小児から高齢
者まで全ての年代の目の病気の治療に日々取り組ん
でいます。

眼科　主任医長　安藤 伸朗

▶特色ある治療
　当院では、最新の機器を導入し、白内障・緑内障・
網膜疾患など多くの眼科疾患に対応しています。
　最新のOCT（眼底三次元画像解析）を導入し、硝子
体から脈絡膜まで詳細な情報を得ることが出来ます。
造影剤を使用することなく（すなわち無侵襲で）高感
度かつ高侵達な血流検出が可能です。網膜脈絡膜疾
患のみでなく、緑内障の診断にも威力を発揮します。
　網膜光凝固は最新のレーザー機器を導入し、糖尿病
網膜症、網膜静脈閉塞症、中心性漿液性脈絡網膜症、
網膜裂孔などの眼底の病気に対して最新の治療が可
能です。
　視野計は、静的量的視野のトレンド解析をルーティ
ン的に行い、緑内障の進行状況を把握します。

立川綜合病院　TEL.0258－33－3111㈹　眼科外来　5ブロック問い合わせ先

特集

3 眼科再開のお知らせと紹介

●屈折の異常（近視・遠視・乱視、老視）
●急性・慢性・アレルギー性結膜炎、角膜炎・角膜

ヘルペスや角膜異物など前眼部疾患
●白内障
●緑内障
●ブドウ膜炎
●糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、加齢黄斑変性症、

中心性漿液性脈絡網膜症、網膜裂孔などの眼底
の病気

●神経眼科および頭蓋内疾患の定期的検査

対象とする疾患
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　3月28日㈬、立川綜合病院内で新潟県消防防災航
空隊と長岡市消防本部協力の下、高度管理医療機器
（PCPS※1、IABP※2）を伴う、防災ヘリコプターでの転院
搬送訓練が実施されました。
　救急搬送用ヘリコプターには2種類あり、医師や看
護師を乗せ、すぐ現場に直行できるドクターヘリと、よ
り大型で救助活動・救急活動・火災防ぎょ活動など多
岐に渡る用途があり、転院搬送も一つの任務となって
いる消防防災ヘリがあり、当院のヘリポートで離発着
可能です。
　訓練は、高度管理医療機器を装着した患者役の職
員を、当院のMICUからエレベーターを使用し、屋上
に着陸している防災ヘリに収容、離陸。上空を旋回し
ながら機内状況を確認。着陸後、患者役をヘリから引
き継ぎMICUまで搬送する訓練を行いました。
　なお、本訓練では緊急を要するため、本番を意識し
ながら職員は訓練を行っていました。搬送ルートや医
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特集

3 眼科再開のお知らせと紹介

●屈折の異常（近視・遠視・乱視、老視）
●急性・慢性・アレルギー性結膜炎、角膜炎・角膜

ヘルペスや角膜異物など前眼部疾患
●白内障
●緑内障
●ブドウ膜炎
●糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、加齢黄斑変性症、

中心性漿液性脈絡網膜症、網膜裂孔などの眼底
の病気

●神経眼科および頭蓋内疾患の定期的検査

対象とする疾患
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Lecture Report
講演会・研修会

報告

NST委員会　職員向け研修東京医科大学 小田原教授の講演会 ●平成30年2月16日㊎
●立川綜合病院 講堂

立川綜合病院  避難訓練 ●平成29年2月23日㊎
●立川綜合病院内（5C病棟）

●平成30年2月1日㊍
●立川綜合病院 講堂

新潟大学大学院 堀井教授の講演会 ●平成30年3月14日㊌
●立川綜合病院 講堂

誠心会　吉田病院　院長　吉田 英毅 先生
栄養療法と摂食嚥下リハ・高齢者医療を
取り巻く状況

講　師

テーマ

新潟大学大学院医歯学総合研究科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野　堀井 新 先生

講　師

東京医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科
　　　　　　　 主任教授　小田原 雅人 先生

糖尿病治療  UPDATE
–DPP4 阻害薬・SGLT2 阻害薬を含めて–

講　師

テーマ

　平成30年2月1日㈭立川綜合病院 講堂にて東京医
科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授 小田原
雅人 先生よりご講演いただき、現代病であり生活習慣
病・5大疾患の一つである糖尿病治療についてご講演
をいただきました。

　糖尿病患者は年々増加傾向で、疾患をもたない人と
では平均寿命に10 歳ほどの差があるとのことでした。
糖尿病は早期診断から“予防”することが大切で、その
中で高血圧対策が重要であり、更に慢性的な合併症と
しての糖尿病性細小血管症である腎炎や網膜症、冠動
脈疾患や脳血管障害の予防のために、生活習慣病を含
めた総合的な管理の重要性を強調されました。
　最後に、近年新しい経口糖尿病薬が次々に開発され
てきているという、希望のあるお話をいただきました。

　２月16日㈮ 立川綜合病院 講堂にて行われたNST
委員会の研修にて誠心会 吉田病院 院長 吉田英毅
先生よりご講演頂きました。
　近年、高齢者の誤嚥性肺炎は増加傾向にあり、昨年
に公開された成人肺炎治療ガイドラインにも高齢者の
繰り返す誤嚥性肺炎には治療しないという選択肢が加
わったため、栄養療法の適応でありながら適切な栄養
管理が行われないということも危惧されます。高齢者

は予備能力や回復力も低いため、肺炎を繰り返すと、
元の状態に戻ることが困難であり、早期回復のために
は栄養状態・嚥下機能に合わせた栄養療法及び摂食嚥
下リハビリを肺炎療法と並行して行うことが重要とのお
話でした。
　実際に吉田病院で行われている栄養療法や摂食嚥
下リハビリの実例を交えての説明は普段はNSTの活動
と関わりの少ない職員にも大変に興味深い内容でした。
　参加した職員からも今後はより積極的に早期から低
栄養や嚥下障害に介入し、患者さんの健康寿命が延長
されるようにとの意見が出されていました。

　2月23日㈮に立川綜合病院内（5C病棟）で今年1
回目となる夜間想定の避難訓練が開催されました。
　出火元は、病棟内倉庫という想定でした。訓練中は
担送患者役や護送患者役・勤務者役等に分かれ、エア
ストレッチャーを使用した平地搬送や避難誘導・声かけ
を本番さながらに実施し、いつ火災が起きても対応で
きるよう参加者一同真剣に取り組んでいました。
　有事の際には病院職員が一致団結して対応しなけれ
ば患者さん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。
　これから乾燥しがちな季
節が続きます。火の元には
十分注意をし、まずは原因
となる火災を起こさないよ
うにしなければと、気が引
き締められる訓練となりま
した。

　3月14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　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
教授 堀井 新 先生よりご講演頂きました。
　近年はめまいを回転性、非回転性という分け方では
なく、その発症様式で分類して治療にあたるよう変化し
ているとお話がありました。
　めまいの中でも急性に発症しためまいには脳梗塞な
ど重篤な疾患も含まれるため、診断フローチャートを活
用して素早く鑑別することが重要とのことでした。
　また発作性めまいであるメニエール病やBPPV（良
性発作性頭位めまい症）についても最新の知見をご紹
介いただきました。
　本年5月以降、堀井教授によるめまい外来がスター
トする予定です

・めまいの定義と末梢性めまいの発症メカニズム
・急性めまいの診断アルゴリズム
・発作性めまい（メニエール病、BPPV、前庭性片頭痛）
・慢性めまいPPPD( 持続性知覚性姿勢誘発めまい)

テーマ
発症様式から見た めまいの診断と治療について
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OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム

野々村医院
院長

野々村 直文 先生
●開業年／平成3年3月（平成11年4月継承）
●診療科目／耳鼻咽喉科・アレルギー科
●中心となる診療科／耳鼻咽喉科
●住所／〒940-0026　長岡市石内1-1-1
●ＴＥＬ／0258-32-8733　ＦＡＸ／0258-32-4355
●ご出身地／新潟県長岡市
●ご趣味／ゴルフ、旅行

診療日
診療時間

8：30～12：30

14：30～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

自院の特徴と診療方針
耳鼻咽喉科の専門知識にもとづき診療、相談に応じ
ています。一部予約制で診療していますので受診の
際はお電話下さい。

※電話予約可
※診療時間終了３０分前までに受付をお済ませ下さい。

　人間ドックは『高血圧症』・『脂質異常症』・『糖尿病』と
いった生活習慣病の兆しを見つけることに重きをおいて
います。一方『脳梗塞』・『脳出血』・『くも膜下出血』などを
含む『脳卒中』に関する検査は殆ど含まれていません。
『脳卒中』は死亡原因第4位にランクされている疾患であ
り、その兆候を発見することは多くのメリットがあります。
　たちかわ総合健診センターでは、MRI検査(磁気共鳴断
層撮影)とMRA検査(磁気共鳴脳血管撮影）による頭部撮
影と、頸部血管超音波検査を脳ドックで実施しております。
(脳ドック単独：60,000円・人間ドック併用：40,000円)
　MRI検査は磁気と電波を利用して、あらゆる断面の
画像を得ることが可能です。MRA検査では、頭蓋内血
管のみを立体的に描出することができます。
　MRI検査は主に、『脳梗塞』・『脳出血』・『脳腫瘍』など
の鑑別目的に、MRA検査は『くも膜下出血』の原因と
なる『脳動脈瘤』の発見目的に用いられます。頸部血
管超音波検査においては、『脳梗塞』を引き起こす動脈
硬化の診断を行っております。
　共に、放射線被爆のない検査となりますが、ペース
メーカーを植え込まれている方や、取り外し不可能な体

内金属が留置されている方などは、
撮影装置の特性上検査が行えない
場合がありますので、予約受付時
にご確認下さいますようお願い致します。
　また、1日に受け入れ可能な人数に制限がございます。
お電話にてご確認下さい。
　ご希望の方には脳神経外科専門医による結果説明も
実施しております。脳ドックをご希望される方、脳ドック
について詳しくお聞きになりたい方は、お気軽に当健診
センターまでご連絡下さい。（TEL：0258-36-6221）

たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司脳ドックについて

健 診 セ ン タ ー 特 集 ❷ 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。

吉濱淳先生（センター長）による認知症予防講話

　「認知症疾患医療センター」とは、認知症患者とそ
の家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるた
めの支援の一つとして、都道府県や政令指定都市から
指定を受けた医療機関のことです。新潟県内に９カ所
の認知症疾患医療センターが設置されており、柏崎
厚生病院は平成3年に県の指定を受け、認知症の治療
や認知症に関する様々な相談に対応しております。
　認知症専門医や専門の相談員を配置し、医療機関
受診前の相談から、介護保険の申請やサービス等の
紹介や、専門医による認知症の鑑別診断や治療、かか
りつけ医や介護福祉関係者へのアドバイスなどを行っ
ています。他にも、認知症に関する正しい理解を深め
るための情報発信や、県や市と連携しながら一般市民
むけの認知症予防に関する講演会を行ったり、介護
福祉関係者への認知症に関する研修会に協力したり
など、認知症に関する幅広い支援を行っております。
　また、平成29年度より“働き盛りの認知症 ”とも
いわれる若年性認知症の方やその家族を支援するた
め、「若年性認知症支援コーディネーター」が配置され
ました。

□もの忘れがひどい
　 ● 今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる
　 ● 同じことを何度も言う・問う・する
　 ●しまい忘れ・置忘れが増え、いつも探し物をしている
　 ● 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

□判断・理解力が衰える
　 ● 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
　 ● 新しいことが覚えられない
　 ● 話のつじつまが合わない
　 ● TV番組の内容が理解できなくなった

□時間・場所がわからない
　 ● 約束の日時や場所を間違えるようになった
　 ● 慣れた道でも迷うことがある

□人柄が変わる
　 ● ささいなことで怒りっぽくなった
　 ● 周りへの気づかいがなくなり頑固になった
　 ● 自分の失敗を人のせいにする
　 ●「このごろ様子がおかしい」と周囲からいわれた

□不安感が強い
　 ● 一人になると怖がったり、寂しがったりする
　 ● 外出時、持ち物を何度も確かめる
　 ●「頭が変になった」と本人が訴える

□意欲がなくなる
　 ● 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった
　 ● 趣味や好きなことに興味を示さなくなった。
　 ● ふさぎ込んで何をするのもおっくうがり嫌がる

●認知症に関する悩みや心配ごとがありましたら、認知症疾患医療センター柏崎厚生病院にご相談ください。
（相談費用は無料、秘密は固く守られます）

認知症疾患医療センター柏崎厚生病院 TEL.0257－23－1234（専用ダイヤル）
柏崎厚生病院　医療相談室 TEL.0257－22－0111（代表）

（出典：認知症の人と家族の会ホームページより）

認知症早期発見の目安

相談窓口

認知症疾患医療センター
柏崎厚生病院のご紹介

10 Nagaoka Tachikawa 11Nagaoka Tachikawa



OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム

野々村医院
院長

野々村 直文 先生
●開業年／平成3年3月（平成11年4月継承）
●診療科目／耳鼻咽喉科・アレルギー科
●中心となる診療科／耳鼻咽喉科
●住所／〒940-0026　長岡市石内1-1-1
●ＴＥＬ／0258-32-8733　ＦＡＸ／0258-32-4355
●ご出身地／新潟県長岡市
●ご趣味／ゴルフ、旅行

診療日
診療時間

8：30～12：30

14：30～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

自院の特徴と診療方針
耳鼻咽喉科の専門知識にもとづき診療、相談に応じ
ています。一部予約制で診療していますので受診の
際はお電話下さい。

※電話予約可
※診療時間終了３０分前までに受付をお済ませ下さい。

　人間ドックは『高血圧症』・『脂質異常症』・『糖尿病』と
いった生活習慣病の兆しを見つけることに重きをおいて
います。一方『脳梗塞』・『脳出血』・『くも膜下出血』などを
含む『脳卒中』に関する検査は殆ど含まれていません。
『脳卒中』は死亡原因第4位にランクされている疾患であ
り、その兆候を発見することは多くのメリットがあります。
　たちかわ総合健診センターでは、MRI検査(磁気共鳴断
層撮影)とMRA検査(磁気共鳴脳血管撮影）による頭部撮
影と、頸部血管超音波検査を脳ドックで実施しております。
(脳ドック単独：60,000円・人間ドック併用：40,000円)
　MRI検査は磁気と電波を利用して、あらゆる断面の
画像を得ることが可能です。MRA検査では、頭蓋内血
管のみを立体的に描出することができます。
　MRI検査は主に、『脳梗塞』・『脳出血』・『脳腫瘍』など
の鑑別目的に、MRA検査は『くも膜下出血』の原因と
なる『脳動脈瘤』の発見目的に用いられます。頸部血
管超音波検査においては、『脳梗塞』を引き起こす動脈
硬化の診断を行っております。
　共に、放射線被爆のない検査となりますが、ペース
メーカーを植え込まれている方や、取り外し不可能な体

内金属が留置されている方などは、
撮影装置の特性上検査が行えない
場合がありますので、予約受付時
にご確認下さいますようお願い致します。
　また、1日に受け入れ可能な人数に制限がございます。
お電話にてご確認下さい。
　ご希望の方には脳神経外科専門医による結果説明も
実施しております。脳ドックをご希望される方、脳ドック
について詳しくお聞きになりたい方は、お気軽に当健診
センターまでご連絡下さい。（TEL：0258-36-6221）

たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司脳ドックについて

健 診 セ ン タ ー 特 集 ❷ 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。

吉濱淳先生（センター長）による認知症予防講話

　「認知症疾患医療センター」とは、認知症患者とそ
の家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるた
めの支援の一つとして、都道府県や政令指定都市から
指定を受けた医療機関のことです。新潟県内に９カ所
の認知症疾患医療センターが設置されており、柏崎
厚生病院は平成3年に県の指定を受け、認知症の治療
や認知症に関する様々な相談に対応しております。
　認知症専門医や専門の相談員を配置し、医療機関
受診前の相談から、介護保険の申請やサービス等の
紹介や、専門医による認知症の鑑別診断や治療、かか
りつけ医や介護福祉関係者へのアドバイスなどを行っ
ています。他にも、認知症に関する正しい理解を深め
るための情報発信や、県や市と連携しながら一般市民
むけの認知症予防に関する講演会を行ったり、介護
福祉関係者への認知症に関する研修会に協力したり
など、認知症に関する幅広い支援を行っております。
　また、平成29年度より“働き盛りの認知症 ”とも
いわれる若年性認知症の方やその家族を支援するた
め、「若年性認知症支援コーディネーター」が配置され
ました。

□もの忘れがひどい
　 ● 今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる
　 ● 同じことを何度も言う・問う・する
　 ●しまい忘れ・置忘れが増え、いつも探し物をしている
　 ● 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

□判断・理解力が衰える
　 ● 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
　 ● 新しいことが覚えられない
　 ● 話のつじつまが合わない
　 ● TV番組の内容が理解できなくなった

□時間・場所がわからない
　 ● 約束の日時や場所を間違えるようになった
　 ● 慣れた道でも迷うことがある

□人柄が変わる
　 ● ささいなことで怒りっぽくなった
　 ● 周りへの気づかいがなくなり頑固になった
　 ● 自分の失敗を人のせいにする
　 ●「このごろ様子がおかしい」と周囲からいわれた

□不安感が強い
　 ● 一人になると怖がったり、寂しがったりする
　 ● 外出時、持ち物を何度も確かめる
　 ●「頭が変になった」と本人が訴える

□意欲がなくなる
　 ● 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった
　 ● 趣味や好きなことに興味を示さなくなった。
　 ● ふさぎ込んで何をするのもおっくうがり嫌がる

●認知症に関する悩みや心配ごとがありましたら、認知症疾患医療センター柏崎厚生病院にご相談ください。
（相談費用は無料、秘密は固く守られます）

認知症疾患医療センター柏崎厚生病院 TEL.0257－23－1234（専用ダイヤル）
柏崎厚生病院　医療相談室 TEL.0257－22－0111（代表）

（出典：認知症の人と家族の会ホームページより）

認知症早期発見の目安

相談窓口

認知症疾患医療センター
柏崎厚生病院のご紹介

10 Nagaoka Tachikawa 11Nagaoka Tachikawa



　俗に言う5月病とは、新入生や新社会人が4月
から新しい環境で緊張を重ねたあとに5月の連休
を過ごし、その後無気力状態になってしまうことを
言います。
　症状としては疲労を感じる、気力がなくなる、イ
ライラするなどです。神経を落ち着けるためには
カルシウムを多く摂るといいと言います。神経が
興奮しイライラしているときは、細胞の中にナトリ
ウムが増えています。
　生物学用語ではナトリウムチャンネルというイオ
ンチャンネルを通ってナトリウムが細胞に入るので
すが、カルシウムが周りにあるとこのナトリウムチ
ャンネルがうまく働か
ないのです。そのため、
ナトリウムが細胞に入
りにくくイライラしない
ということです。
　積極的にカルシウム
を摂り、自分の心を守り
たいですね。

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

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

お問い合わせ

TEL：0258-33-3111　FAX：0258-33-8811

5月病について

平成30年5月23日㊌
平成30年6月27日㊌
平成30年7月25日㊌

理学療法士
管理栄養士
管理栄養士

運動について
食事について
食事について

開催予定日 講　師 内　容

参加無料
申込不要

14：00～時　　間

筆記用具持 ち 物
立川綜合病院 3階講堂  ※直接会場へお越し下さい。会　　場

後期開催日程 ※講演ごとに内容は異なります。

識知
座講豆

春なのに、体がだるくて調子が悪い…ということはあ
りませんか?それは鉄分不足が原因の一つかもしれま
せん。毎日の食事に鉄たっぷりの食材をプラスして、
コンディションアップ（1食分で鉄5㎎以上 !）を目指
しましょう。

サバ缶と水菜の
トマトスパゲティ

一皿で鉄“がっつり”! パワーアップごはん

鉄がたっぷり5㎎以上とれる料理です。
鉄が多い食材を複数組み合わせるのがポイント !
［鉄たっぷり食材］
●サバ水煮缶 95gで1.5㎎　 ●水菜 125gで2.6㎎
●スパゲティ 乾75gで1.1㎎

一人分　564kcal
たんぱく質　32.0g
脂質　17.8g
塩分　2.8g

❶ミニトマトはへたを除き、半分に切る。水菜は食べやすい
長さに切る。にんにくはつぶす。

❷スパゲティはたっぷりの湯に塩大さじ1弱(分量外)を加え
て袋の表示どおりにゆでる。残り1分になったら、水菜を
加えてゆで、いっしょにざるにあげる。

❸フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて火にかけ、
にんにくが色づいたら、サバを缶汁ごと加える。ミニトマ
トを加えてさっといため、❷を加えて全体を混ぜる。醤油、
塩で味をととのえ、こしょうをふる。

作り方

●サバ水煮缶 1缶（190g）
●ミニトマト 10個
●水菜 1束（250g）
●にんにく 1/2かけ

●スパゲティ 乾150g
●オリーブ油 大さじ1～2
●醤油 小さじ1
●塩・あらびき黒こしょう 各少量

材料（2人分）

調理の
ポイント

とっておき 簡単レシピ
★管理栄養士おすすめ★

TAKE FREE 
ご自由にお持ち帰りください。
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