
日本海

新潟県

燕三条

新津

新潟

長岡

浦佐

柏崎

直江津

越後
湯沢

北陸自動車道

関越自動車道

上越新幹線

TAKE FREE 
ご自由にお持ち帰りください。

2018.8.24発刊  No.199

みなさまと病院をつなぐ情報誌

立川メディカル 検索

https://www.tatikawa.or.jp/top.php

糖尿病予防教室後期日程のお知らせ／豆知識講座
立川メディカルセンターグループご案内

管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ
健診センター特集③

… 10P

■TOPICS

………… 11P

……………………… 12P

おくむら耳鼻科クリニック／奥村仁先生
■登録医のご紹介
晴麗看護学校 晴麗祭／平和祭民踊流しに参加

特集1
…… 2・3P

病院見学体験会2018特集2 … 4・5P
……………………………………………………………………………… 9P

晴麗看護学校 大民踊流しに参加
（8月1日㈬、長岡まつり 平和祭）
※詳細は9Pでご覧ください。

第62回
創立記念式典／医療連携研究会2018

…………………………………………………………………………………………… 8P

アブラハム サミュエル先生講演会／貞弘教授講演会
■REPORT

〒940-8621 新潟県長岡市旭岡1丁目24番地  TEL（0258）33-3111  ＦＡＸ（0258）33-8811
https://www.tatikawa.or.jp　　E-mail tatikawa@tatikawa.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

………………………………………………… 7P特集4 食中毒の予防
～見えない敵 食中毒～

………… 6P特集3 薬局／薬の正しい保管方法

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 旭 岡 1 ‒ 2 4
TEL（0258）33－3111　FAX（0258）33－8811
■腎センター
〒940‒8621　新 潟 県 長 岡 市 旭 岡 1 ‒ 2 4
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 旭 岡 1 ‒ 2 4
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
TEL（0257）31－2122　FAX（0257）31－2120

社会福祉法人晴真会
指定障害福祉サービス事業所
米山自在館
〒945‒1341　新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2043
TEL（0257）21－1414　FAX（0257）41－5888

精神障害者地域生活支援センター
茨内地域生活支援センター
〒945‒1341　新潟県柏崎市大字茨目字巻山1260‒1
TEL（0257）22－1215  ［FAX兼用］

医療法人立川メディカルセンター
晴麗看護学校
〒940‒0041　新潟県長岡市学校町3丁目1‒22
TEL（0258）39－4181　FAX（0258）39－4188

学校法人晴陵医療学園
晴陵リハビリテーション学院
〒940‒2138　新 潟 県 長 岡 市 大 字 日 越 3 1 9
TEL（0258）47－4690　FAX（0258）47－4691

国営越後
丘陵公園 信  

濃  

川

至柏崎

至新潟

●

雪国植物園
●

北陸自
動車道

404

351

8 8

17

23

川崎
至
栃
尾

中沢

町田

高畑南

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

案内

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

12 Nagaoka Tachikawa



Ⅰ．医療連携の現況報告
 立川綜合病院　副院長　阿部博史

Ⅱ．当院における循環器低侵襲カテーテル治療の現状
 ～TAVI（経カテーテル大動脈弁置換術）、及びリードレスペースメーカについて～
 立川綜合病院　循環器内科　高橋　稔

Ⅲ．眼科外来を立ち上げました
 立川綜合病院　眼科　安藤伸朗

Ⅳ．舌下免疫療法
 立川綜合病院　小児科　太田匡哉

医療連携研究会2018第62回創立記念式典
立川メディカルセンター　 立川メディカルセンター　

特集 1

第1部／本　会

第1部／法人役員紹介・永年勤続表彰

第2部／記念コンサート 第2部／懇親会

5月16日㊌7月27日㊎

立川メディカルセンター
新任医師・研修医紹介

第2演題　高橋 稔 医師第1演題　阿部 博史 副院長

乾杯御発声
大貫内科医院 大貫 啓三 先生

開会挨拶
長岡市医師会長 長尾 政之助 先生ソプラノデュオ 山田姉妹

第4演題　太田 匡哉 医師第3演題　安藤 伸朗 医師

吉井 新平 理事長挨拶

研究会会場全体風景

永年勤続表彰

　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「立川綜合病院の現状と新任医師の紹介」を
テーマとして4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いただき、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月に着任された医師と立川綜合病院で臨
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、吉井新平立川メディカルセンター理事長か
ら日ごろから当法人に対し、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き
ただけるよう謝辞が述べられ、閉会となりました。

　立川メディカルセンターの第 62回創立記念式典が
7月27日㈮長岡市立劇場で開催され、全体で727名
の方にご参加頂きました。
　第1部の法人役員紹介に続いて、永年勤続表彰が
行われ、本年は勤続40 年2名、勤続 30 年11名、勤続
20 年53 名、勤続10 年79名の計145 名の職員が 表
彰されました。
　続いての理事長挨拶では昨年の創立記念式典より
１年間の法人の出来事を振り返るとともに、立川綜合
病院周辺の開発状況や広報活動の拡充についての話
があり、地域医療にこれからも一層貢献していきたい
とあいさつの中で述べられていました。
　第2部の記念コンサートでは“双子ソプラノデュオ ”
の山田姉妹のお二人より素晴らしい歌声を披露して
いただきました。J-POPの名曲のカバーなどの親し
みやすい曲から本格的なオペラのアリアまでお二人の
息の合った歌声を存分に聴かせて頂きました。

永年勤続者代表挨拶 理事長挨拶
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救急車をのぞいてみよう

長岡市消防本部のご協力により、普段
なかなか目にすることのできない救急車
内部の見学にも長蛇の列ができました。

医療クイズ大会
毎年ご好評いただいている医療クイズ大会も例年どおり開催 !
今年もたくさんの参加者で盛り上がりました。

器具を使ってリハビリ体験［リハビリ］

最新のリハビリ器具の使い方や効果について、
実際に器具を使用しながら体験していただきました。

めざせ！ おくすりマスター！［薬剤部］

お薬について学べるコーナーにも多数ご参加いただきました。

減塩なのにおいしい！ 病院食プチ試食会［栄養科］

栄養科による減塩食の試食会も大好評。
ご家庭で簡単にできる減塩調理法などのアドバイスも行いました。

ナースのお仕事［看護部］

看護師が日頃行なっている健康チェックを
楽しみながら体験していただきました。
さて、未来のナースは現れるでしょうか？

検査って？ ～ミクロの世界～［検査科］

肉眼では見ることができないミクロの世界を体験！
顕微鏡を覗き込んだ参加者からは驚きの声があがっていました。

病院見学ツアー
ハイブリッド手術室などの最新
医療機器やヘリポートを見学し
ていただきました。

　7月14日㈯立川綜合病院にて病院見学体験会2018
が開催され、約550名ととても多くの方にご参加いた
だきました。この会は、楽しみながら病院の現場を体
験することで、病院・医療への関心を高めてもらうこ
とと地域交流を目的として2003年より毎年開催して
います。
　今年は病院見学体験会と併せて立川綜合病院 小児
科 太田匡哉医師による「アレルギー講演会」を実施し、
約70名もの方にご参加いただきました。
　各ブースではコメディカル職員の指導のもと医療機
器などを使って検査や治療の体験、ナース体験および
身体測定、病院食の試食や子供部門と大人部門に分
けたクイズ大会を行いました。また、本年も長岡消防

本部より救急車を展示してもらい、救急車内部の見学
や救急搬送・救急処置の様子について説明していた
だきました。
　体験ブースとは別に、病院内を見学できる「病院見
学ツアー」を行い、一般の方が普段入ることができな
いハイブリッド手術室やヘリポートなどを見学して頂
きました。そして、将来医療職を目指す子供達のキャ
リア教育の一助となるよう「医療従事者への道」と題
して医師・看護師・薬剤師より職に就くまでの道のり
や医療職のやりがいなどについて講演を行いました。
　ご参加いただいた方からは、とても楽しかった、ま
た来年も楽しみにしているなどの声があり、大盛況の
イベントとなりました。

医療や体について楽しく学ぼう！

病院見学体験会2018開催病院見学体験会2018開催

アレルギーの予防と治療 ～わかってきたこと・わからないこと～特別講演
小児科 太田医師による様々なアレルギーの仕組みや治療についての講演があり、皆さん熱心に耳を傾けていました。

小児科 太田匡哉 医師

特集2特集2 7月14日土
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薬は、医師、薬剤師の指示を守って、正しく使いましょう。
わからないことや気になることがあったら、薬を受け取る際に
薬剤師にご相談ください。

誤飲

 注
意！

加熱は十分に行いましょう。もし、食中毒菌がいたとしてもやっつけることができます。電子レン
ジを使うときは均一に加熱されるようにしましょう。
食卓では食事の前に手を洗い、長時間室温に放置せず、早めにいただきましょう。料理が残った場
合では、清潔な容器に移し、小分けにして冷やします。温めなおすときは十分に加熱しましょう。
時間が経ち、少しでも怪しいと思ったら思い切って捨てることも必要です。

3 やっつける

菌が増殖しやすい温度帯を避けましょう。食材の買い物は鮮度を保つよう、寄り道せずに帰りま
しょう。帰ったら食材はすぐ冷蔵庫へ！ 冷蔵庫はよく冷えますか？ 冷蔵庫内は詰めすぎると保冷
しにくいため、7割程度にしておくことも有効です。

2 増やさない

家庭では買い物の際、新鮮な食材を購入し、肉や魚はそれぞれ分けて包み、肉汁や魚などの水分が
漏れないようにしましょう。調理前や調理の途中でもこまめに手を洗いましょう。タオルや布巾は
清潔なものに交換しておきましょう。生で食べる食材はよく洗い、生の肉や魚などの食材とは離し
ておきましょう。特に生肉や魚を扱ったあとは、使用した器具の洗浄や手洗いをしっかり行うこと
が大切です。さらにまな板や包丁は使い終わったら熱湯をかけて消毒する、肉用、魚用、野菜用で
使い分けできるとさらに安全です。

1 つ け な い

●食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。

特集

3 薬の正しい保管方法

　食中毒には細菌性とウイルスがあり、一年を通じて
発生していますが、夏季はおもに細菌が原因となる食
中毒が多い傾向です。食中毒菌や腐敗菌が増殖しや
すい温度帯が10℃～45℃、なかでも30℃～37℃は
菌の最適温度帯です。そのため気温が上がる夏季に
は、特に食品の温度管理や台所の清潔に注意が必要
です。
　細菌の食中毒のおもな原因に、サルモネラ菌、腸炎
ビブリオ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、ボツリ
ヌス菌、ウェルシュ菌、腸管出血性大腸菌などがありま
す。食中毒菌に色でもついていればわかりやすいので

すが、残念ながら見た目には見えません。
　食中毒の発生過程は、 《食品に菌がつく → ついた
菌が増える → 菌の増えた食品を食べる → 食中毒発
生》 という経路をたどります。ある程度の菌数まで増
殖していなければ食中毒は発生しないとも言えます。
　つまり、予防対策の三原則は「つけない、増やさな
い、やっつける」ということになります。ですが、身近
なところで、うっかりしがちなこともあります。見え
ない敵に立ち向かうため、注意してほしい夏季での
買い物や食材の保存についてポイントをご紹介したい
と思います。

射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場
所が適しています。特に夏は、気温が高くなり、

日差しも強くなるため要注意です。窓辺の日の当た
る所や車の中は50℃を超えるかなりの高温になるの
で、薬を受け取った後やお出かけの時は車中に放置し
ないようにしましょう。

さいお子さんがいるご家庭は、子供の手が届
かないところに保管しましょう。決して、テー

ブルの上に置きっぱなしにしないでください。乳幼
児は何でも口に入れてしまいがちです。少し目を離
した瞬間に、おじいちゃんおばあちゃんが毎日何を
飲んでいるのだろうと興味津々で手に取ってしまう
かもしれません。

～見えない敵 食中毒～
食中毒の予防特 集 4

病院や保険調剤薬局から受け取った薬を、どこに置いていますか？
薬の保管には　温度・光・湿度、さらには誤飲事故防止等、
気を付けるべきことがあります。

ートに入っている薬は、シートのまま保管しま
しょう。シートには湿気を避け、光を遮る加工

がしてある場合があります。
　包装シートは1 錠ずつ切り分けないでください。テ
レビを見ながらついうっかりシートのまま飲み込んで
しまったなどの危険があります。シートのまま飲んで
しまうと、のどや胃など突き刺さって穴をあけるなど
大変なことになります。　

を他の袋や容器に入れ替えると、内容や飲み方
がわからなくなることが あります。薬 袋や箱、

説明書は一緒に保管しておいてください。

師が処方した薬は、患者さんの体調や病状に
あわせた最適な薬です。

　同じような病状でも原因が違うこともあります。以
前もらった薬を自己判断で使ったり、他の人に渡した
りしてはいけません。古い薬は処分しましょう。

直 シ

薬

医

小

？

「ついうっかり…」
包装シートのまま間違って
飲み込んでしまった事例は、
25年間に報告されている
だけで635件もあります。

おくすりは、必ず包装シートから
取り出してお飲みください。
1錠ずつ切り離さない！
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Lecture Report
講演会・研修会

報告

貞弘教授の講演会

アブラハム サミュエル先生の講演会

山形大学医学部外科学第二講座　貞弘 光章 教授
心臓血管外科へのイノベーション

講　師

テーマ

アブラハム サミュエル 先生
日本・インド協同の再生医療について

講　師

テーマ

　5月25日㈮立川綜合病院 講堂にて医学博士のアブ
ラハム サミュエル 先生よりご講演頂きました。
　心臓血管外科を学ぶ為に山梨大学へ留学したことを
機に再生医療の道へ進み、現在では日印再生医療セン
ター理事として再生医療における日本とインドの橋渡

し役だけでなく、カナダのトロント大学特別客員教授を
務めるなど多方面でご活躍されています。
　今回はインドで開始した眼の角膜細胞を培養して移
植することで視力回復を行う再生医療についてご講演
頂きました。治療には日本の共同研究者と開発した最
先端のナノ素材が不可欠で、正に日印協同の再生治療
と言えます。今後、角膜移植に関する様々な問題を解
決できる治療法となることが期待されています。

　6月29日㈮立川綜合病院　講堂にて山形大学外科
学第二講座教授 貞弘光章 先生よりご講演いただきま
した。
　前半は自身が主体的に取り組んだ心臓血管外科を
含む大学病院に勤務する外科医の勤務環境のイノベー
ションについてお話いただきました。その中でも高度

手術、緊急対応にあたる医師の処遇改善や Image  
Overlay Surgery、低侵襲手術への挑戦を通じたス
タッフのモチベーション向上への取り組みは大変興味
深いものでした。
　後半は心臓血管外科の治療を取り巻くイノベーショ
ンについてお話いただきました。
　希少な遺伝病の治療経験や大学で行っているコホー
ト研究の成果を例に外科治療分野でも個人ごとの遺伝
子情報に基づいて治療法を選択する時代がすぐそこま
で来ていることを紹介していただきました。

●平成30年6月29日㊎
●立川綜合病院 講堂

●平成30年5月25日㊎
●立川綜合病院 講堂

　6月23日㈯毎年恒例の晴麗祭が行われました。今
年のテーマは「笑顔満祭～楽しく健康になろう！～」こ
のテーマには、今後の生活で役立つことを楽しく紹介
し、お越しいただいた地域の皆様と学生全員が笑顔で
満たされるような晴麗祭にしたい、という願いが込め
られています。
　クイズや筋トレ、ストレッチに挑戦しながら身近な健

康について学べる「健康すごろく」や、マッサージの
コーナーで楽しんだ後は、晴麗食堂でお食事を。
　毎年人気の晴麗茶会ではきりりとしたお点前を披露
しました。涼しげな飾り付けとあわせて初夏の爽やか
な風情を楽しんでもらえたのではないでしょうか。
　また、学校を紹介するコーナーでは、学生たちが来
場者と一緒にモデル人形やシミュレータを使いながら

晴麗看護学校での学びを
説明してくれました。
　最後になりますが、ボラ
ンティア委員会で実施した
募金活動は、ご来場いただ
いた皆様のご協力により
熊本地震への義援金とす
ることができました。（詳細
はホームページに掲載しま
した）お気持ちをいただい
た皆 様に心より感 謝 申し
上げます。

晴麗看護学校 晴麗祭開催

TOPICS
6/23

㊏

　当地、長岡でも記録的な暑さが続いていますが、長
岡まつり大民踊流しへ今年も出演しました。「明るく楽
しく元気よく」をモットーに、毎年実行委員会の学生を
中心に取り組んでいます。
　実行委員の学生たちは、2年生を中心に構成されて
います。6月頃からはじまる大民踊流しの主催者説明
会や練習会に参加して、準備を進めていきます。通常
の学校生活もかなり忙しくなる時期ですが、その中で
経験のない新入生に踊りを教えたり、備品や飲料の手

配をするなど、よく頑張ってくれました。
　当日は予想よりは涼しくなりましたが、やはり暑かっ
た。連日熱中症の話題が報じられていますが、幸い体
調不良を訴える者もおらず、無事終えることができま
した。
　当日応援に駆け付けてくださった職員や卒業生のみ
なさんと、毎年飲料や軽食を提供してくださる立川メ
ディカルセンターのバックアップにお礼申し上げます。
そして来年もまたよろしくお願いいたします。

晴麗看護学校  長岡まつり平和祭 大民踊流し参加
～今年も大民踊流しに出演しました～

8/1
㊌
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6/23
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8/1
㊌
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　心臓病は、悪性新生物(がん)・脳血管疾患と並ぶ3
大死因の1つであり、日本人の死亡原因第2位であり、
虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）はその代表格です。
　虚血性心疾患の原因は、心臓の栄養血管である冠動
脈の狭窄・閉塞で、主な要因は動脈硬化ですが、他に
冠攣縮、血栓塞栓、動脈解離、血管の起始異常等も
あります。
　心臓ドックの目的は、冠動脈の狭窄の有無、動脈
硬化をみることです。
　心臓MRI撮影をし、冠動脈の評価や血管内の血流が
判断可能となり、更に心臓超音波検査と運動負荷心電
図検査を行い、心臓弁膜症や心筋症等も判明出来ます。
　高血圧症・脂質異常症・糖尿病・肥満症、喫煙など
冠危険因子を有する方、ご家族で狭心症や心筋梗塞の
既往歴のある方、冠動脈疾患が心配な方が対象となり
ます。
　運動・労作時の胸部不快感、夜間の胸の苦しさや
痛みなど、既に自覚症状のある方は直接循環器内科

受診をお願いしております。
　放射線被曝の心配はない検査
となりますが、ペースメーカーを植え込まれている方、
取り外し不可能な体内金属が留置されている方等は
撮影装置の特性上お受けすることが出来ません。予約
受付時に確認していただきますようお願い致します。
　また、1日に受け入れ可能人数に制限がございます。
お問い合わせ時にご確認下さい。
　ご希望の方には、健診センター所長による結果説明
も後日実施しております。
　心臓ドック受診希望の方、心臓ドックについて詳しく
説明を受けたい方は、お気軽に当健診センターまでご連
絡いただければと思います。
（TEL：0258-36-6221）
『心臓ドック単独：70,000
円（税別）・人間ドック併用：
60,000円（税別）』

たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司心臓ドックについて

健 診 セ ン タ ー 特 集 ❸ 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。

暑い季節がやってきました。夏は美味しい野菜がたくさん
採れますが、今回はトマトを使った簡単レシピをご紹介し
ます。そのまま食べてももちろん美味しいトマトですが、
はちみつとレモン汁をしみ込ませることで、デザート感覚
の甘いトマトが出来上がります。はちみつは女性にうれし
い美肌効果、レモンはクエン酸による疲労回復効果が期
待できます。作り方はとても簡単で、常備菜としても役立
ちます。美味しい野菜を食べて暑い夏を乗り切りましょう！

トマトの
はちみつレモン漬け

「赤いトマトは冷蔵庫・青いトマトは常温で保存」
青いトマトは常温で2～3日追熟させ、赤くなって
きたら冷蔵庫へ入れましょう。その際はポリ袋に
入れてへたを下にし、トマト同士がなるべく重なら
ないようにすると長持ちします。

●ミニトマト …………………………… 10個
●はちみつ …………………………… 大さじ2
●レモン汁 …………………………… 小さじ1

材　料

ワンポイント
アドバイス
ワンポイント
アドバイス

とっておき 簡単レシピ
★管理栄養士おすすめ★

❶ミニトマトの皮を湯むきする（皮付きのままでも良いです
が、皮をむくと味がしみ込みやすくなります）
❷湯むきしたトマトをはちみつ、レモン汁で和える。
❸そのまま密閉容器に移し、味がしみ込むまで冷蔵庫で
寝かせればできあがり。

作り方

注意 はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。!

　夏になると食べたくなるのが枝
豆！ビールのお供に最適ですよね。
　枝豆は野菜の中で唯一、肉や魚な
どと同じように良質のたんぱく質を
多く含む食品です。
　またビタミンも豊富で、中でも多
く含まれているビタミンB1は、体内
で糖質を活動エネルギーに変換す
る際のサポートをする役割がありま
す。ごはんやパンなどの糖質を効率
よくエネルギーに変えることで疲労
も回復しやすく
なり、夏バテ予
防に効果が期
待できます。

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

夏バテ予防に
効果抜群の枝豆

平成30年 9月26日㊌
平成30年10月24日㊌
平成30年11月28日㊌

管理栄養士

管理栄養士

理学療法士

食事について

食事について

運動について

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
まめ

おくむら耳鼻科クリニック
院長

奥村　仁 先生
●開業年／平成30年5月
●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／〒940-0841　長岡市花園南1丁目64番地
●ＴＥＬ／0258-89-6088　ＦＡＸ／0258-89-6089
●ご出身地／胎内市
●ご趣味／読書

診療日
診療時間

8：30～12：30

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
当院では的確な診断とわかりやすい説明のために
可能な限り、モニター画面に病変の部分を映して見て
いただくことで、疾患をわかりやすく、より理解を深め
ていただくことができるように診療を行っております。
迅速で丁寧な診察を心がけ、気軽に受診していただ
けるクリニックを目指します。

OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム
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■登録医のご紹介
晴麗看護学校 晴麗祭／平和祭民踊流しに参加

特集1
…… 2・3P

病院見学体験会2018特集2 … 4・5P
……………………………………………………………………………… 9P

晴麗看護学校 大民踊流しに参加
（8月1日㈬、長岡まつり 平和祭）
※詳細は9Pでご覧ください。

第62回
創立記念式典／医療連携研究会2018

…………………………………………………………………………………………… 8P

アブラハム サミュエル先生講演会／貞弘教授講演会
■REPORT
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■編集・発行

………………………………………………… 7P特集4 食中毒の予防
～見えない敵 食中毒～

………… 6P特集3 薬局／薬の正しい保管方法

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 旭 岡 1 ‒ 2 4
TEL（0258）33－3111　FAX（0258）33－8811
■腎センター
〒940‒8621　新 潟 県 長 岡 市 旭 岡 1 ‒ 2 4
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 旭 岡 1 ‒ 2 4
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
TEL（0257）31－2122　FAX（0257）31－2120

社会福祉法人晴真会
指定障害福祉サービス事業所
米山自在館
〒945‒1341　新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2043
TEL（0257）21－1414　FAX（0257）41－5888

精神障害者地域生活支援センター
茨内地域生活支援センター
〒945‒1341　新潟県柏崎市大字茨目字巻山1260‒1
TEL（0257）22－1215  ［FAX兼用］

医療法人立川メディカルセンター
晴麗看護学校
〒940‒0041　新潟県長岡市学校町3丁目1‒22
TEL（0258）39－4181　FAX（0258）39－4188

学校法人晴陵医療学園
晴陵リハビリテーション学院
〒940‒2138　新 潟 県 長 岡 市 大 字 日 越 3 1 9
TEL（0258）47－4690　FAX（0258）47－4691
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