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タルティフレットは、フランスの東側にあるサヴォワ地方の
郷土料理です。本来は「ルブロション」というチーズを使い
ますが、ちょっと高価なのでピザ用チーズで代用しました。
とろ～りとろけたチーズと熱々のじゃがいもが体を温めてく
れる料理です。

タルティフレット

この季節、免疫力をアップして風邪予防に摂り
たいビタミンＣ。熱に弱く水に溶けだしやすい
栄養素ですが、じゃがいもとカリフラワーに含
まれるビタミンＣは加熱しても壊れにくいと
言われています。

一人分　399kcal
たんぱく質　10.4g
食塩相当量　1.1g

●じゃがいも ……… 200ｇ（小2個）
●玉ねぎ …………… 100ｇ（小1個）
●カリフラワー …… 150ｇ（1／2株）
●ベーコン ……………… 30ｇ（2枚）
●ピザ用チーズ ………………… 40ｇ
●サラダ油 ……………………大さじ１
●塩 ……………………………… 少々
●こしょう………………………… 少々

材料
（2人分）

調理の
ポイント
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★

❶じゃがいもと玉ねぎは皮をむく。
❷カリフラワーは下ゆでする。
❸じゃがいも、玉ねぎ、カリフラワー、ベーコンは食べやすい大きさ
に切る（写真は1.5㎝角）。
❹フライパンにサラダ油を熱し、じゃがいもを炒める。
❺他の切った材料も加え、塩・こしょうをし、じゃがいもに焼き色が
ついて軟らかくなるまで炒める。
❻炒めた材料は耐熱皿に盛り付け、ピザ用チーズをかける。
❼シュレッドチーズがとろけるまでオーブンで焼いたら、できあがり。

作り方

管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ
平成30年度 大忘年会開催

中村整形外科医院／中村敬彦先生
ながおか生協診療所／羽賀正人先生
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災害訓練・避難訓練
新潟県消防防災航空隊取材

　毎年恒例の法人大忘年会が12月20日㈭
にアオーレ長岡で開催されました。
　今年は医師・職員合わせ約550名の方々
が参加しました。吉井新平理事長のスライド
を使った挨拶でメディカルセンター内の連携
体制、移転の結果や今後について、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。
　上原徹常務理事（立川綜合病院）による万歳
三唱で会は締めくくられ、職員間の交流の場
となり、来年に向け結束力が高まる良い時間
となりました。
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NEWS 平成30年度 大忘年会開催医療法人

立川メディカルセンター
平成30年12月20日㊍

アオーレ長岡

会場は大勢の参加者で賑わいました。

理事長挨拶理事長挨拶
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　明けましておめでとうございます。
　昨今、いじめ，虐待やハラスメントの報道が増加しています。そしてそれらに
より心身に不調をきたし、受診される方も少なくありません。今までは耐え忍
んでいた方も、本人や周囲の人々の理解や援助により、以前より積極的に病院を
訪れるようになってきました。柏崎厚生病院に受診された方では、うつ病、スト
レス障害や不眠症などが一般的に認められます。十分な休養が必要とされるこ
とも少なくなく、周囲の方の協力も必要とされます。
　しかし、中には長い期間に渡り、状況の変化がないまま放置されている場合も
あります。病気の予防と、人々への人権擁護に関する教育の必要性を痛切に感
じております。
　本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

　立川綜合病院は、中越医療圏のなかで急性期、高度急性期を対象とする機能を
備えています。私どもが目指す理想とする医療を展開したいと考えても、いく
つかの壁があります。ひとつは医師をはじめとして医療スタッフの不足です。
人手不足は医療界のみならず日本の産業全般にいえることのようですが、それ
に加えて働き方改革法も重く覆いかぶさってきます。また患者さん一人ひとり
の診療に於いて扱う医療情報量と時間は年々濃厚になってきています。いまや
根性で、持続不可能なくらいに頑張ってもらう時代ではないので、個々の仕事の
効率を高めるとともに、仕事の仕組みの変革を進めなければ成り立ちません。
また、福祉医療費の伸び抑制、消費税問題は、病院運営の上で経済的足枷のひと
つです。今年も創意工夫でこれらの足枷をなんとか解いていきたいものです。
　話題はかわりますが、病院に電話しても交換がふさがって連絡がとれない経
験がおありと思います。また、診療の伺い、予約、予約の変更などに大変手間を
おかけしてきました。本年は専用回線で、時間内であれば、いつでもこれをお引
き受けできるように準備中です。立川綜合病院をストレスなくご利用いただけ
るようひきつづき努力してまいります。

　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。
　悠遊健康村病院では、立川綜合病院腎センターとの連携により、通院困難と
なった高齢透析患者の入院受け入れを目的とした院内透析室を2017年11月よ
り運用開始しています。当初は透析ベッド3床からスタートして現在5床まで
増設しています。透析室を開設して最も大きな変化は、透析患者が脳卒中を起
こした時、当院へのリハビリ転院が困難であったものが、入院による対応も可能
となったことです。透析患者の高齢化は深刻な社会問題になっており今後も増
加が予想されます。地域の透析患者管理に対応できる体制を構築するために、
当院も更なるスタッフの充実を図って参ります。
　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。

2019年

　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。
　今年は5月1日に改元、新たな年号に変わります。その前後は９連休となり、10月に
は消費税引き上げが予定されています。医療・介護界にとって試練となります。
　昨年来働き方改革が議論されており、議論の中心は時間外労働の上限設定です。医療・
介護の現場では人々の疾病や老化、外傷など、人的コントロールの及ばない「自然現象」
が対象で、救急医療はその最たるものです。短期、長期の冷静な需要予測に基づく供給
体制整備と「仕事のやり方改革」こそ本丸と感じております。

　立川綜合病院新築移転から２年、地域の皆様から慣れ親しまれてきました。大規模災
害対応、厳冬期対策、周囲の環境に溶け込む低層建築など明確なコンセプトが評価され、
現在も多くの方々が視察に来られております。商業施設整備も順調で32年度完成を目
指し東西道路の工事も始まりました。
　これで法人3病院の敷地は柏崎厚生病院48.000㎡、悠遊健康村病院30.000㎡、立川
綜合病院104.000㎡となり、将来にわたり十分な用地を確保することができました。
　立川綜合病院ではTAVI（カテーテルによる大動脈弁狭窄症に対する手術）が開始か
ら70例を超えました。患者さんは県内全域からご紹介頂いております。悠遊健康村病
院での通院困難な透析患者さんの受け入れも順調で昨年末さらに透析ベッドを増床し
ました。
　上記の体制整備や新規治療は県全体の医療需要から見れば一部ではありますが、中越
医療圏のみならず県全体の医療供給体制にともに寄与できるものと思います。

　今後とも民間ならではの強みを生かし、各施設の診療内容の質を上げ、職員が誇りを
持てる職場作りも目指していきたいと存じます。引き続き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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　高血圧は人類で一番多い、ありふれた病気ですが、
どんな病気か、正しく理解されていないことが多いよ
うです。

　高血圧は痛くも痒くもありません。症状が出るのは、
脳出血、クモ膜下出血、心筋梗塞など、たいてい突然で
あり、その時はもう手遅れです。
　血圧は歳とともに上昇
しますから、普段から家
庭で血圧を測定して、高
血圧になったら、症状が
出る前に薬を服用するの
が賢明です。実は、私も
高血圧の薬を服用してお
ります。

　ところで、厄介なのは血圧がしょっちゅう変動してい
ることです。だから、病院で何回も繰り返し計ったとこ
ろで、その血圧はその一時点の血圧でしかありません。
　自分の平均的な血圧を知るためには、血圧計を買っ
て、普段から家庭血圧を測定するのが賢明です。その際、
手首ではなく上腕で測定する血圧計を買ってください。
血圧測定は一日一回であれば朝がいいです。たいてい
の人では、血圧は朝から昼高く、夜下がります。血圧
に は 上（収 縮 期）と 下（拡 張 期）が あ っ て、例 え ば
120/80のように記載します。

　上130未満、かつ、下80未満が正常血圧で、上140
以上、または、下90以上が高血圧です。但し、高血圧
は何日も測定した血圧の平均値で判断しなければなり
ません。血圧140/90くらいであれば、直ちに危険で
はないので、肥満と運動不足を改善し、塩分を控えつつ、
2～3か月間血圧を測定して判断してください。血圧
180/110くらいであれば、危険ですので直ちに受診
してください。

　現在は高血圧の薬が
非常に進歩しています
ので、テレビなどで宣伝
されているサプリメン
トは避けて、医療機関か
ら薬を処方してもらっ
てください。
　高血圧の薬は一度始めるとやめられなくなるから飲
みたくないという人がいますが、これは間違った考え
方です。高血圧の薬は高血圧を治す薬ではなく、飲ん
でいる間だけ血圧を下げる薬ですので、止めればもと
どおりです。だから、薬というよりも健康食と思った
方がいいかも知れません。
　高血圧の治療を開始する際は、原発性アルドステロ
ン症（高血圧の5-10%と考えられている）を除外する
必要がありますので、適切な医療機関を受診してくだ
さい。

高血圧とはどんな病気？ たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司

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 ❺

高血圧は1番頻度の高い病気です。

高血圧は症状のない病気です。

血圧は常に変化しています。

平均した血圧が140/90以上の場合を
高血圧といいます。

高血圧の薬は健康食のようなものです。

〈病気のことを知ろう〉 　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。本年は10月12日㈮、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、2回目の訓練
であり、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
と設定し訓練を実施しました。前回の反省を生かし安全
かつ迅速に行動できるよう職員は大きな掛け声をだし、
緊張感を持ちながら訓練に取り組んでいました。
　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。防火扉を降ろ
し本番と同じ環境を作りながら避難経路の確認等を行
いました。
　災害・避難訓練を実施した結果、新たな対応に関する

循環器内科 布施公一医師 看護師長 星野恵実

看護師 小宮山和樹臨床工学技士 新保一美

災害訓練・避難訓練
TOPICS

10/12
㊎

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。

　12月20日㈭、新潟県消防防災航空隊より防災ヘリ
の利用について取材を受けました。当院からは循環器
内科 布施医師、星野看護師長、小宮山看護師、新保
臨床工学技士が取材に対応しました。内容は、防災ヘ
リだから可能となる高度医療機器を積んだ搬送に対し
ての感想や要望、今後への期待などについてでした。

新潟県消防防災航空隊から取材を受けました。12/20
㊍

取材の中で布施医師は「今までは選択肢がなく運ぶこ
とができなかった患者さんに対して、選択肢が増え救
える命が増えた。」星野看護師長は「非常に感謝して
いる」と答えていました。隊員からは「今後は訓練を
重ねて、顔の見える関係を作っていきたい。このよう
な患者さんの命のために、防災ヘリでの搬送が最善で
ある場合は要請してほしい」という言葉がありました。
　この取材を通し、今後は定期的に訓練を実施し、よ
りスムーズに連携した搬送ができるよう準備をしたい。
そして、常に危機感を持ちながら地域と患者さんのた
めに役に立っていきたいと思える内容でした。

岡部院長を本部
長とし、対策本
部へ、院内の被
害状況の報告を
うけています。

屋内が使用不能に備え玄関前
でトリアージ（救急での優先度
決定すること）しています。

重症患者を救急外来にて診察
しています。

停電時、エレベーター使用不能
に備え、エアーストレッチャーの
訓練を行っています。

消火器を使った消火訓練を行っ
ています。
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Lecture Report
講演会・研修会

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

中村整形外科医院

院長

羽賀 正人 先生
●開業年／平成7年5月
●診療科目／内科、消化器内科、泌尿器科
●中心となる診療科／内科、消化器内科、泌尿器科
●住所／〒940-0042　長岡市前田1-6-7
●ＴＥＬ／ 0258-39-7001　ＦＡＸ／ 0258-30-1172
●ご出身地／新潟県長岡市
●ご趣味／ラグビー観戦、ジョギング

ながおか生協診療所

院長

中村 敬彦 先生
●開業年／平成4年4月
●診療科目／整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
●中心となる診療科／整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
●住所／〒940-0861　長岡市川崎町779-1
●ＴＥＬ／ 0258-36-7688　ＦＡＸ／ 0258-36-7885
●ご出身地／東京都奥多摩町
●ご趣味／マラソン

診療日
診療時間

8：45～12：45

15：00～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 　 ○ 　 ○ 　

日・祝

休
診
日

休
診
日

診療時間

9：00～12：00

15：00～17：30

月 火 水 木 金 土 　

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 　

自院の特徴と診療方針

脊椎とリウマチの専門を生かしながら、患者さんの
立場に立っての治療を心掛けています。

日・祝
診療日

自院の特徴と診療方針
安心して暮らせる地域づくりのお手伝い。
在宅医療、介護、リハビリと消化器癌の早期発見
に力をいれています。

臓器ネットワーク・再生医学から考える
これからの消化器病学

テーマ

　11月15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。
　最新の話題として消化管と脳はホルモンや腸管神経
系だけではなく、腸内細菌や免疫細胞の影響を受け、互
いに複雑に関係しているとのお話がありました。

　ご専門の肝硬変の再生治療については最新の研究
で明らかにした間葉系幹細胞が免疫細胞のマクロファ
ージに働きかけて肝臓の繊維化を解除し、また肝細胞
の再生を促進する仕組みをご説明頂きました。
　現在は自家骨髄細胞を用いた肝硬変治療の次の
ステップとして他家脂肪組織由来幹細胞製剤の治験が
進行中ですが、その先にある細胞に頼らない新たな
治療法の開発へと繋がる最新研究の一端をご紹介頂
きました。

　UCLA終身名誉教授の菅原先生よりご講演いただき
ました。
　今回は「What is new」と題して最近の医療に関す
るトピックをご紹介頂きました。
　最近ノーベル賞の受賞で話題となった癌の免疫療法
や第2の脳とも呼ばれる腸管神経系、その腸内に多数

新潟大学 寺井教授講演会 ●平成30年11月15日㊍
●立川綜合病院 講堂

UCLA West Los Angeles VA hospital 菅原教授講演
●平成30年11月9日㊎　●立川綜合病院 講堂

存在する免疫細胞や腸内細菌、そして現在アメリカで
進んでいるアルツハイマー型認知症のワクチンの成果
など多岐にわたる内容についてお話頂きました。
　また医療に関するトピックの他にもトランプ大統領や
移民問題など、普段はアメリカにお住いの菅原先生な
らではの興味深いお話を伺うことが出来ました。

※木曜日は17：00まで
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立川綜合病院外観
（2019年1月4日撮影）

タルティフレットは、フランスの東側にあるサヴォワ地方の
郷土料理です。本来は「ルブロション」というチーズを使い
ますが、ちょっと高価なのでピザ用チーズで代用しました。
とろ～りとろけたチーズと熱々のじゃがいもが体を温めてく
れる料理です。

タルティフレット

この季節、免疫力をアップして風邪予防に摂り
たいビタミンＣ。熱に弱く水に溶けだしやすい
栄養素ですが、じゃがいもとカリフラワーに含
まれるビタミンＣは加熱しても壊れにくいと
言われています。

一人分　399kcal
たんぱく質　10.4g
食塩相当量　1.1g

●じゃがいも ……… 200ｇ（小2個）
●玉ねぎ …………… 100ｇ（小1個）
●カリフラワー …… 150ｇ（1／2株）
●ベーコン ……………… 30ｇ（2枚）
●ピザ用チーズ ………………… 40ｇ
●サラダ油 ……………………大さじ１
●塩 ……………………………… 少々
●こしょう………………………… 少々

材料
（2人分）

調理の
ポイント
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★

❶じゃがいもと玉ねぎは皮をむく。
❷カリフラワーは下ゆでする。
❸じゃがいも、玉ねぎ、カリフラワー、ベーコンは食べやすい大きさ
に切る（写真は1.5㎝角）。
❹フライパンにサラダ油を熱し、じゃがいもを炒める。
❺他の切った材料も加え、塩・こしょうをし、じゃがいもに焼き色が
ついて軟らかくなるまで炒める。
❻炒めた材料は耐熱皿に盛り付け、ピザ用チーズをかける。
❼シュレッドチーズがとろけるまでオーブンで焼いたら、できあがり。

作り方

管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ
平成30年度 大忘年会開催

中村整形外科医院／中村敬彦先生
ながおか生協診療所／羽賀正人先生
■FLASH

…………… 7P

…………………………………………………………………………… 8P

■登録医のご紹介

■REPORT

健診センター特集⑤
高血圧とはどんな病気?

寺井教授講演／菅原教授講演
特集

…………… 2・3P

………………………………… 4P

……………………………………………………………………… 6P2019年 年頭のご挨拶

災害訓練・避難訓練
新潟県消防防災航空隊取材

　毎年恒例の法人大忘年会が12月20日㈭
にアオーレ長岡で開催されました。
　今年は医師・職員合わせ約550名の方々
が参加しました。吉井新平理事長のスライド
を使った挨拶でメディカルセンター内の連携
体制、移転の結果や今後について、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。
　上原徹常務理事（立川綜合病院）による万歳
三唱で会は締めくくられ、職員間の交流の場
となり、来年に向け結束力が高まる良い時間
となりました。

1
NEWS 平成30年度 大忘年会開催医療法人

立川メディカルセンター
平成30年12月20日㊍

アオーレ長岡

会場は大勢の参加者で賑わいました。

理事長挨拶理事長挨拶
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