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地物野菜として美味しくなるのはアスパラガスと新玉ねぎです。
甘味がありそのままでも美味しいですが、高蛋白質でありなが
ら低カロリーのベビーホタテもこの時期から旬。あわせてリッ
チな仕上がりにできる一品をご紹介します。

アスパラガスと
ベビーホタテのレモン和え

レモン汁をホタテに馴染ませると臭みが
消え、さっぱりとしたさわやかな風味が
付きます。鰹節を加えることで旨味成分
が増し、減塩の効果が高くなります。

栄養量
一人分　38kcal
たんぱく質　5.2g
塩分　0.6g

●アスパラガス ……………………1束
●新玉ねぎ …………………… 1/2個
●茹でベビーホタテ …………… 12個
●レモン汁 ……………………… 少々
●鰹節 ……………………… 小1/2P
●薄口しょうゆ ………………小さじ2
●レモン …………………… お好みで

材料
（4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アスパラガスは下の硬い部分は切り落とし、茹でる
❷玉ねぎはスライスし、手で揉みながら水にさらす
❸ベビーホタテはレモン汁をかけ、馴染ませておく
❹アスパラガスを適当な長さに切り、玉ねぎ、ベビーホタテ、
鰹節を加え和える
❺薄口しょうゆで味を調え、レモンを添えて出来上がり
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平成31年度

新入職員入社式
            入学式／お花見・新人歓迎会
臨床研修医のご紹介

晴麗看護学校
晴陵リハビリテーション学院

健診センター特集⑥
脂質異常症って何?

　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。

1
NEWS 臨床研修医修了証授与式医療法人

立川メディカルセンター
平成31年3月15日㈮

ホテルニューオータニ長岡

FLASHTACHIKAWA MEDICAL CENTER NEWS

桑原　佐知 先生 東京女子医科大学　麻酔科

佐久間杏子 先生 新潟県立中央病院　整形外科

高野　世奈 先生 厚生連　長岡中央綜合病院　小児科

田中　和世 先生 厚生連　佐渡総合病院　循環器内科

■今後の進路

佐久間杏子 先生桑原 佐知 先生 高野 世奈 先生 田中 和世 先生
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　4月から立川綜合病院に配属となりました。
　入社式から数日が経ち、社会人としての基礎から
学ばせていただく中、同期として入社した仲間たちと
ともに程よい緊張感の中で意識を高め合っています。
　看護師としてのスタートラインの立ったばかりでは
ありますが、先輩方のご指導を頂きながら、一人ひと
りの患者さんと丁寧に向き合い、温かみのある看護
を実施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  看護師　渡辺 真裕香

立川メディカルセンター

立川メディカルセンター

平成 31年度 
新入職員入社式

　悠遊健康村病院において作業療法士として勤務を
することになりました。新しい環境下で心配事も多い
ですが、先輩方からのご指導を頂きながら知識と技
術を身に着け、同僚と共に早く現場に慣れていきた
いと思います。未熟な面も多いかと思いますが一人
一人の患者様とのコミュニケーションを大切にし、生
活に寄り添った治療が提供できるよう精一杯頑張り
ますので宜しくお願い致します。

悠遊健康村病院  作業療法士　髙野 悠子

　柏崎厚生病院で精神保健福祉士として勤務するこ
とになりました。新しい環境の中、不安なことも多く
ありますが、先輩方のご指導を頂きながら少しずつ
技術を身に着けていきます。常に向上心を持ちなが
ら、日々の努力を重ね、患者さんやその家族の思い
に寄り添えるような精神保健福祉士を目指します。
また、社会人としての意識を忘れずに、あいさつやマ
ナーを身に着けていくよう精一杯努力いたします。
よろしくお願いします。

柏崎厚生病院  精神保健福祉士（医療相談員）　深谷 実里

　平成31年4月1日、立川メディカルセンターでは医師・歯科医師21名、看
護師・助産師、臨床工学士など専門職64名、一般職1名の新入職員を迎える
ことができました。多くの新入職員が社会人1年生として当法人を選んでく
れたことに感謝申し上げます。
　折しも当日、平成に続く新たな元号「令和」が発表されました。新しい時
代が始まる予感がします。次の時代は若者たちが切り開いていくことになり
ます。新入職員の皆さんはその最前線に位置しております。おおいに羽ばた
いて頂きたいと思います。
　私たちには医療、介護、福祉など社会の基盤をなす重要な使命があります
が、地域社会は絶えず変化しております。私たちがなにをなすべきか、その
答えは地域社会の中にあり、常に謙虚に社会に寄り添う姿勢が求められてお
ります。
　新入職員にはまずは新しい環境に慣れて頂くことが大切です。そして先輩
職員とともに新しい時代に向かって一歩ずつ歩んでほしいと願っております。

医療法人立川メディカルセンター
理事長　吉井 新平

平成31年度 お花見・新人歓迎会
平成 31年 4月25日㈭／アオーレ長岡

平成 31年 4月1日㈪／立川綜合病院 講堂

職員代表
立川綜合病院  看護師
4B病棟  小宮山 奈央 さん

医局代表
立川綜合病院  循環器内科
医長  那須野 暁光 医師

medical special feature article

特集1

新入職員の挨拶 ［平成31年4月1日入職］

　4月1日㈪に晴陵リハビリテーション学院、4月3日
㈬に晴麗看護学校にて入学式が行われました。

　計 98 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。これから様々なことを学び、多く
のことを経験して社会人に向かって努力してくれるこ
とを期待します。

平成 31年度 入学式
晴麗看護学校／平成 31年 4月3日㈬　　晴陵リハビリテーション学院／平成 31年 4月1日㈪　

晴麗看護学校
晴陵リハビリテーション学院

晴麗看護学校　入学式

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

■晴麗看護学校
　看護学科……43名

■晴陵リハビリテーション学院
　理学療法学科……39名
　作業療法学科……16名

　当法人のお花見・新人歓迎会が、4月25日㈭にアオーレ長岡にて開催され、総勢482名
の職員が参加されました。今年度は医師21名、看護師53名、コメディカル他11名の計85
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「より良い医療が提供出来る
よう頑張っていきたい」職員代表からは「看護師として働けることを嬉しく思う。立川綜合
病院の一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。
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特集   2 ①形成外科特集

　この度、2019年4月1日より立川綜合病院 形成外
科主任医長に就任いたしました、親松　宏と申します。
新潟生まれで新潟育ち、出身大学も新潟大学と“新潟
の塊”ですが、地域の皆様に「安心できる形成外科治
療」を提供できるよう一生懸命努力いたします。よろ
しくおねがいします。
　さて、「形成外科」って何の治療をしているのかご存
知でしょうか？
　形成外科とは、生まれつきもしくは生後にあらわれ
た、カラダ表面の形の異常やそれに伴う機能的な障害
に対して、手術を中心とした治療によって「見た目」と

「機能」を修復し、より良い社会生活を送れるように手
助けする科です。

　例えば、顔の切り傷。顔には目や鼻や口や耳という
大事なパーツ以外に、皮膚の下にも大事なものがたく
さん隠れています。次に、やけど。深いやけどは専門
的治療が必要です。それから、“なかなか治らないキ
ズ ”。近年増加している糖尿病による足のキズはキズ
の専門家である形成外科にお任せ下さい。また、病気
やケガのために体の一部が大きく無くなってしまった
場合の再建もわれわれの仕事です。生まれつきのまぶ
たや耳の変形、赤アザや青アザもご相談下さい。当院
で治療できなくてもしっかりと治療できる先生を紹介
させていただきます。

　立川綜合病院形成外科では、皮膚・皮下腫瘍の切除、
鼻や耳介や眼瞼の形成術、ケロイドの治療のほか、「皮
膚・排泄ケア認定看護師」・内科・心臓血管外科・整形
外科・義肢装具士などとともに糖尿病性皮膚潰瘍やそ
の他の難治性皮膚潰瘍に専門的な治療を行っており
ます。顔面外傷や熱傷などの救急疾患も地域の二次
救急指定病院として積極的に受け入れ、受傷早期から
の専門的治療を行っております。2019年5月からは
色素レーザーであるV-beamⅡを導入し、赤アザや赤
ら顔、きず跡の赤みなどに対する治療を開始いたしま
す。全身麻酔が必要な、幼児への広範囲レーザー照射
も可能です。なお、毛細血管奇形(単純性血管腫)、毛
細血管拡張症、乳児血管腫(いちご状血管腫)には健
康保険が適応されます。
　今後は、SNSによる地域の皆様への情報発信、尋常
性白斑(私自身が患者です)に対する外科治療など、よ
り特色を持った形成外科にしていきたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

立川綜合病院　形成外科主任医長　親松　宏

　研修医1年目の栗山桃奈です。
　慣れ親しんだ長岡市で初期研修が
行えることを嬉しく思っています。ま
だまだ不安なことは多いですが、先生
方やコメディカルの皆さんから多くの
ことを教えていただき、充実した研修
医生活を送ることが出来ています。
　将 来 何科 の 医 師になるかはまだ
迷っている段階ですが、どの科に進ん
だとしてもこの2年間の経験を生かせ
るように心がけ、患者さんのお役に立
てるよう日々精進します。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
小林香奈です。４月から循環器内科
での研修がスタートしました。やっと
医師として働くことができるという喜
びもありますが、今は不安な気持ちが
大きいです。まだまだ不慣れなことも
多いですが、指導医の先生をはじめ、
たくさんの方々に支えられながら少し
ずつ医師として成長していきたいと思
います。充実した研修生活を送るため
日々精進していきたいです。至らぬこ
とばかりではありますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。

小林 香奈
（こばやし かな）

栗山 桃奈
（くりやま ももな）

　立川綜合病院初期研修医1年目の
相田涼です。
　この4月より医師としてのスタートを
切り、早速循環器内科で勉強させてい
ただいております。まだ慣れないことが
多く不安もありますが、実際に医療の現
場に立てることへの期待も膨らんでい
ます。これから2年間の研修で医療につ
いてはもちろん、患者様への接し方など
医療人としての姿勢も学びたいと思って
います。また自分の研修を支えてくださ
る方々への感謝の気持ちを忘れずに
日々過ごして参りたいと思います。
　至らぬ点も多々ありますが、ご指導
のほどよろしくお願い致します。

　研修医１年目の篠原竜哉です。
　新潟大学を卒業し、今春より当院で
勤務しております。
　幼い頃からの夢であった医師として
の一歩を無事に踏み出すことができ、
大変嬉しいです。怪我をして傷んでい
る方や病気で苦しんでいる方を一人で
も多く助けたいです。特に循環器と
救急の分野に興味があります。
　心・技・体の揃った一人前の医師に
なるべく、日々貪欲に研鑽を積んでい
く所存です。ご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願いします！！！

篠原 竜哉
（しのはら たつや）

相田 　涼
（あいだ りょう）

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

①獨協医科大学
②ダイビング、旅行
③秋田県男鹿市

①新潟大学
②旅行
③新潟県長岡市

①新潟大学
②ランニング
③神奈川県

①新潟大学
②ギター、釣り
③新潟県上越市

臨床研修医のご紹介
　立川綜合病院臨床研修管理委員長の小児科遠藤と申
します。昨年よりこの大役を任され、一年の月日があっ
という間に過ぎていきました。自分に何ができるのか、
自分は研修医の役に立っているのか、自問自答を繰り返
しながら一つ一つの問題をクリアしようともがく日々が
続いています。若輩者で大したことはできませんが、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4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あり、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一場面で、常に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。

形成外科のご紹介

2号連続で形成外科の特集を掲載いたします。

皮弁形成術を用いた皮膚腫瘍切除
術前 術中 術後

当科の診察室兼小手術室

次回の内容は、「色素レーザーを用いた各種治療」についてです。

ルネッサンス時代の形成外科手術
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特集   2 ①形成外科特集
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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

すずき脳神経クリニック

所長

井埜 晴義 先生
●開業年／平成24年11月
●診療科目／小児科
●中心となる診療科／小児科
●住所／〒940-1101　長岡市沢田1-1-20
●ＴＥＬ／ 0258-33-7131　ＦＡＸ／ 0258-33-7137
●ご出身地／群馬県伊勢崎市　　　　　　　　
●ご趣味／音楽フェス、ライブ観戦、キャンプ、BBQ　　　　　　　
　　

生協こどもクリニック

院長

鈴木 健司 先生
●開業年／平成29年3月
●診療科目／脳神経外科、内科、神経内科、リハビリテーション科
●中心となる診療科／脳神経外科、内科、神経内科、リハビリテーション科
●住所／〒940-2121　長岡市喜多町3043
●ＴＥＬ／ 0258-89-7077　ＦＡＸ／ 0258-89-7223
●ご出身地／山梨県甲府市　卒業大学　新潟大学　　　　　　　　
●ご趣味／音楽　　　　　　　　　

診療日
診療時間

9：00～12：30

14：30～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 　 ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

休
診
日

診療時間

8：45～12：00

15：45～17：30

月 火 水 木 金 土 　

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 　 ○ 　

自院の特徴と診療方針
川西地区にCT、MRIを設備したクリニックを開院
させていただきました。脳・脊髄・末梢神経疾患の
診断治療が専門ですが、頚肩・腰痛、一般内科診療
も行っております。地域・関連病院との連携を深め、
スタッフ一同、明るく思いやりのある対応を心がけ
診療に当たっています。リハビリテーション科も開
設しました。お気軽にお声がけください。

日・祝
診療日

自院の特徴と診療方針
お子様の健やかな成長と発達を願って、ご家族
の不安や悩みが一つでも多く解消されるように
お手伝いします。小児科かかりつけ医としてどん
なことでもお気軽にご相談ください。また、病児
保育室すこやかも是非ご利用ください。

　脂質異常症は高LDLコレステロール血症、低HDL
コレステロール血症、高中性脂肪血症の3つを合わせ
た総称です。昔は、低HDLコ
レステロール血症と高中性脂
肪血症を合わせて脂質異常症
と呼び、高LDLコレステロール
血症と区別していました。

　LDLコレステロール140㎎/dL以上が高LDLコレス
テロール血症です。狭心症、心筋梗塞、糖尿病のない
人は180㎎/dL未満なら薬剤治療は不要です。卵黄、
筋子、たらこ、臓物、レバー、ケーキなどコレステロー
ルの多いものや脂肉など飽和脂肪の多いものは控えま
しょう。LDLコレステロール180㎎/dL以上の場合は、
食事療法で下がらなければ、スタチンという特効薬が
あります。まれに横紋筋融解症という重篤な副作用を
生じることがありますから、始めてからしばらくは、筋
肉痛に注意し、筋肉障害を示すCPKを測定する必要が
あります。狭心症や心筋梗塞の人はLDLコレステロー
ルを100㎎/dL未満にします。
　また、LDLコレステロール180㎎/dL以上の場合は
家族性高コレステロール血症（FH）を鑑別する必要が
あります。FHは特に心筋梗塞になり易い病気であり、
ホモとヘテロがありますが、ホモは非常にまれで重症
な小児の病気であり、成人で発見されるFHヘテロは
LDLコレステロール180㎎/dL以上、腱・皮膚黄色腫、
2親等内の家族にFHまたは若年性冠動脈疾患がある
こと、の3項目中2項目以上で診断され、500人に1人
と考えられています。

　空腹時中性脂肪150㎎/dL以上が高中性脂肪血症
です。中性脂肪は動脈硬化の強い危険因子ではない
ので、軽度の高中性脂肪血症は狭心症や心筋梗塞の
ない人はあまり気にする必要はありませんが、1000
㎎/dLくらいになると急性膵炎になる危険があります。
治療は第1に食事のカロリー制限、運動、飲酒制限です。
魚油や亜麻仁油に含まれるω-3脂肪酸には中性脂肪を
下げる作用があります。薬剤としては、魚油製剤、スタ
チン、フィブラート系薬剤がありますが、フィブラート
系薬剤もまれに横紋筋融解症という重篤な副作用が生
じることがありますので、狭心症や心筋梗塞のない人
には勧められません。

脂質異常症って何? 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 ⑥

高中性脂肪血症

　HDLコレステロール40㎎/dL未満が低HDLコレス
テロール血症です。治療は、第1に食事のカロリー制
限と運動です。スタチンやフィブラート系製剤はHDL
コレステロールをある程度上げますが、狭心症や心筋
梗塞のない人には勧められません。

低HDLコレステロール血症

　コレステロールの薬は、飲んでいる間だけコレステ
ロールを下げる薬ですから止めれば元どおりです。だ
から、薬というより健康食と思ってください。コレステ
ロールの治療を開始する際はFHを見逃さないように
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。

コレステロールの薬は健康食のようなものです

高LDLコレステロール血症が最も重要です

脂質異常症には3つあります

　脂質異常症は無症状です。症状が出
るのは、狭心症、心筋梗塞などの発作で
すから症状の出る前に治療するのが賢
明です。脂質は食事などの影響で、かな
り変動するので、何回か測定して評価す
る必要があります。

脂質異常症は症状のない病気です

※画像はイメージです
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●中心となる診療科／脳神経外科、内科、神経内科、リハビリテーション科
●住所／〒940-2121　長岡市喜多町3043
●ＴＥＬ／ 0258-89-7077　ＦＡＸ／ 0258-89-7223
●ご出身地／山梨県甲府市　卒業大学　新潟大学　　　　　　　　
●ご趣味／音楽　　　　　　　　　

診療日
診療時間

9：00～12：30

14：30～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 　 ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

休
診
日

診療時間

8：45～12：00

15：45～17：30

月 火 水 木 金 土 　

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 　 ○ 　

自院の特徴と診療方針
川西地区にCT、MRIを設備したクリニックを開院
させていただきました。脳・脊髄・末梢神経疾患の
診断治療が専門ですが、頚肩・腰痛、一般内科診療
も行っております。地域・関連病院との連携を深め、
スタッフ一同、明るく思いやりのある対応を心がけ
診療に当たっています。リハビリテーション科も開
設しました。お気軽にお声がけください。

日・祝
診療日

自院の特徴と診療方針
お子様の健やかな成長と発達を願って、ご家族
の不安や悩みが一つでも多く解消されるように
お手伝いします。小児科かかりつけ医としてどん
なことでもお気軽にご相談ください。また、病児
保育室すこやかも是非ご利用ください。

　脂質異常症は高LDLコレステロール血症、低HDL
コレステロール血症、高中性脂肪血症の3つを合わせ
た総称です。昔は、低HDLコ
レステロール血症と高中性脂
肪血症を合わせて脂質異常症
と呼び、高LDLコレステロール
血症と区別していました。

　LDLコレステロール140㎎/dL以上が高LDLコレス
テロール血症です。狭心症、心筋梗塞、糖尿病のない
人は180㎎/dL未満なら薬剤治療は不要です。卵黄、
筋子、たらこ、臓物、レバー、ケーキなどコレステロー
ルの多いものや脂肉など飽和脂肪の多いものは控えま
しょう。LDLコレステロール180㎎/dL以上の場合は、
食事療法で下がらなければ、スタチンという特効薬が
あります。まれに横紋筋融解症という重篤な副作用を
生じることがありますから、始めてからしばらくは、筋
肉痛に注意し、筋肉障害を示すCPKを測定する必要が
あります。狭心症や心筋梗塞の人はLDLコレステロー
ルを100㎎/dL未満にします。
　また、LDLコレステロール180㎎/dL以上の場合は
家族性高コレステロール血症（FH）を鑑別する必要が
あります。FHは特に心筋梗塞になり易い病気であり、
ホモとヘテロがありますが、ホモは非常にまれで重症
な小児の病気であり、成人で発見されるFHヘテロは
LDLコレステロール180㎎/dL以上、腱・皮膚黄色腫、
2親等内の家族にFHまたは若年性冠動脈疾患がある
こと、の3項目中2項目以上で診断され、500人に1人
と考えられています。

　空腹時中性脂肪150㎎/dL以上が高中性脂肪血症
です。中性脂肪は動脈硬化の強い危険因子ではない
ので、軽度の高中性脂肪血症は狭心症や心筋梗塞の
ない人はあまり気にする必要はありませんが、1000
㎎/dLくらいになると急性膵炎になる危険があります。
治療は第1に食事のカロリー制限、運動、飲酒制限です。
魚油や亜麻仁油に含まれるω-3脂肪酸には中性脂肪を
下げる作用があります。薬剤としては、魚油製剤、スタ
チン、フィブラート系薬剤がありますが、フィブラート
系薬剤もまれに横紋筋融解症という重篤な副作用が生
じることがありますので、狭心症や心筋梗塞のない人
には勧められません。

脂質異常症って何? 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 ⑥

高中性脂肪血症

　HDLコレステロール40㎎/dL未満が低HDLコレス
テロール血症です。治療は、第1に食事のカロリー制
限と運動です。スタチンやフィブラート系製剤はHDL
コレステロールをある程度上げますが、狭心症や心筋
梗塞のない人には勧められません。

低HDLコレステロール血症

　コレステロールの薬は、飲んでいる間だけコレステ
ロールを下げる薬ですから止めれば元どおりです。だ
から、薬というより健康食と思ってください。コレステ
ロールの治療を開始する際はFHを見逃さないように
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。

コレステロールの薬は健康食のようなものです

高LDLコレステロール血症が最も重要です

脂質異常症には3つあります

　脂質異常症は無症状です。症状が出
るのは、狭心症、心筋梗塞などの発作で
すから症状の出る前に治療するのが賢
明です。脂質は食事などの影響で、かな
り変動するので、何回か測定して評価す
る必要があります。

脂質異常症は症状のない病気です

※画像はイメージです
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※詳細は2・3Pでご覧ください。

地物野菜として美味しくなるのはアスパラガスと新玉ねぎです。
甘味がありそのままでも美味しいですが、高蛋白質でありなが
ら低カロリーのベビーホタテもこの時期から旬。あわせてリッ
チな仕上がりにできる一品をご紹介します。

アスパラガスと
ベビーホタテのレモン和え

レモン汁をホタテに馴染ませると臭みが
消え、さっぱりとしたさわやかな風味が
付きます。鰹節を加えることで旨味成分
が増し、減塩の効果が高くなります。

栄養量
一人分　38kcal
たんぱく質　5.2g
塩分　0.6g

●アスパラガス ……………………1束
●新玉ねぎ …………………… 1/2個
●茹でベビーホタテ …………… 12個
●レモン汁 ……………………… 少々
●鰹節 ……………………… 小1/2P
●薄口しょうゆ ………………小さじ2
●レモン …………………… お好みで

材料
（4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アスパラガスは下の硬い部分は切り落とし、茹でる
❷玉ねぎはスライスし、手で揉みながら水にさらす
❸ベビーホタテはレモン汁をかけ、馴染ませておく
❹アスパラガスを適当な長さに切り、玉ねぎ、ベビーホタテ、
鰹節を加え和える
❺薄口しょうゆで味を調え、レモンを添えて出来上がり

作り方

臨床研修医修了証授与式
管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ

……………………………………………………………………………… 8P

すずき脳神経クリニック／鈴木健司先生
生協こどもクリニック／井埜晴義先生

■登録医のご紹介

■FLASH

……………………………………………………… 5P

…………………………………………… 6P

形成外科特集①
形成外科のご紹介

特集2

特集1
…………………………………………………………………………………………………………………… 2・3P

…………………… 4P …………………………………………………………………… 7P

平成31年度

新入職員入社式
            入学式／お花見・新人歓迎会
臨床研修医のご紹介

晴麗看護学校
晴陵リハビリテーション学院

健診センター特集⑥
脂質異常症って何?

　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。

1
NEWS 臨床研修医修了証授与式医療法人

立川メディカルセンター
平成31年3月15日㈮

ホテルニューオータニ長岡

FLASHTACHIKAWA MEDICAL CENTER NEWS

桑原　佐知 先生 東京女子医科大学　麻酔科

佐久間杏子 先生 新潟県立中央病院　整形外科

高野　世奈 先生 厚生連　長岡中央綜合病院　小児科

田中　和世 先生 厚生連　佐渡総合病院　循環器内科

■今後の進路

佐久間杏子 先生桑原 佐知 先生 高野 世奈 先生 田中 和世 先生
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