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バックナンバーをご希望の方は下記までご連絡下さい。

　ヨーロッパでは、昔から「トマトが赤くなると医者が青くなる」
といわれます。これは、トマトが熟す時季になると、トマトを
食べる人が増えるので病人が減って医者の仕事がなくなる、
つまり、トマトがそれほど栄養豊富であることを意味しています。
特に、実の赤色を作るリコピン、β-カロテン、ビタミンＣ・Ｅなど、
トマトには抗酸化作用のある栄養素が豊富に含まれています。
　今回は、すりおろしたトマトの水分で炊いた、夏にうれしい
さっぱりごはんを紹介します。

トマトと搾菜の炊き込みごはん

栄養量
一人分　286kcal
たんぱく質　5.2g
塩分　1.1g

●米 ……………………………………………………2合
●トマト……………………………………大1個（200g）
●水 ………………………適量（トマトと合わせて2合）
●こんぶ ……………………………………… 5㎝角1枚
●搾菜（瓶詰：みじん切り）………………………… 50ｇ
●しょうが（せん切り） …………………………… 10ｇ
●塩 …………………………………ミニスプーン1～2

材料（2人分×2回）

とっておき 簡単レシピ34
★管理栄養士おすすめ★

❶米は洗ってザルにあげる。トマトはへたを除いてすりおろし、
水と合わせて2カップにする。
❷❶炊飯器の内釜に❶を入れ、こんぶをのせて30分おく。
❸搾菜としょうがを加え、普通に炊く。塩をふってさっくりと
混ぜて味をととのえ、器に盛る。

作り方

柏崎厚生病院 絵画寄贈／病院見学体験会2019
管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ34
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創立63周年記念式典
医療連携研究会2019

健診センター特集⑦
糖尿病とは?

　5月14日㈫、柏崎市在住の日本画家 柳  重榮様より、
墨彩画「牡丹」を寄贈いただきました。
　柳様は一般社団法人 日本画府（日府展）の理事を
務められ全国の美術界でご活躍をされております。
　贈呈式には病院を代表して、松田ひろし院長と澤石
恵子副総看護師長がお受けいたしました。
　いただいた絵画は、多くの皆様にご覧いただける
場所に展示させていただくともに、感謝とお礼を申し
上げました。
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NEWS 柏崎厚生病院へ絵画寄贈

令和元年5月14日㈫

FLASHTACHIKAWA MEDICAL CENTER NEWS

向かって左
柳　重榮様 医療クイズ大会

　当日は400人のご来場をいただき大盛況でした。
医療や体について楽しく学び、健康の素晴らしさを
皆様にわかりやすく、楽しんでいただけるような企画
をご用意いたしました。医療体験コーナーが7ブース、
講演会“医療人への道”は、医師・看護師・薬剤師の
国家試験合格までの過程と体験談を交えて講演いた
しました。もう一つの企画として医療クイズ大会は、
小学生以下の部・中学生以上の部の2部構成で開催
され、一番盛り上がる企画となりました。多くの方々に
ご参加いただき、ありがとうございました。

2
NEWS 病院見学体験会2019

令和元年7月27日㈯

救急車をのぞいてみよう
（協力:長岡市消防本部）

7月27日㈯開催の病院見学体験会2019
検査科ブース 呼吸の検査をやってみよう！
※詳細は8Pでご覧ください。
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特集1

　常日頃、病診連携で地域医療に携わる開業医をは
じめ、コメディカル、法人職員など120名越えるご参
加をいただきました。さらに病院と診療所が連携を
深め、地域の方々がケガや病気の時に安心して医療
機関に受診していただけるように毎年テーマを企画し
開催しています。今回は地域連携の現状と新任の医
師による最新の治療をテーマに4つの講演（※下記プログ
ラム参照）が発表されました。
　吉井理事長から、立川綜合病院が位置する旭岡が
長岡版広域道路ビジョンにおいて重要な位置を担い、
今後交通の要所となることが報告されました。
　研究会終了後、懇親会が行われ、長岡市医師会長
で長尾医院　長尾政之助院長のご祝辞に続き、乾杯
の音頭は立川綜合病院ＯＢを代表し大貫内科医院の
大貫啓三先生のご発声で開会となりました。
　乾杯後、4月に着任した医師と現在立川綜合病院
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。　
　最後に吉井理事長から日頃から当法人に対し、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ただけるよう謝辞が述べられ、閉
会となりました。

理事長　挨拶

開会挨拶
長岡市医師会長／長尾医院
長尾政之助 先生

乾杯のご発声
大貫内科医院　大貫 啓三 先生

新任医師・研修医紹介記念コンサート　1966カルテット理事長　挨拶

謝辞　永年勤続受章者代表　薬局長　須藤 晴美

令和元年 5月29日／ホテルニューオータニ長岡　白鳥の間
医療連携研究会2019

令和元年7月26日／長岡市立劇場　大ホール
創立63周年記念式典

Ⅰ．医療連携の現状 ………………………… 副院長　阿部  博史

Ⅱ．心房細動に対する診断・治療からフォローアップまで
　　 …………………………………………………… 循環器内科　佐藤  光希

Ⅲ．色素レーザーを用いた血管腫・毛細血管拡張症の治療
　　 …………………………………………………………形成外科　親松  　宏

Ⅳ．肝疾患～ “沈黙の臓器”が悲鳴を上げる前に～
　　 …………………………………………………… 消化器内科　津端  俊介

プ ロ グ ラ ム

　法人役員、職員、ご来賓としてOBの方々並びに
晴風会様から一堂にお集まりいただき長岡市立劇場
を会場に盛大に開催されました。
　第一部は法人役員紹介に続き、永年勤続表彰式を挙
行いたしました。今年の受賞者は勤続40年が4名30
年が13名、20年が40名、10年が68名の計125名
の方々が受賞されました。理事長から各年の代表に
表彰状と記念品が授与されました。受賞者代表して
立川綜合病院 薬剤部 須藤 晴美さんから謝辞が述べ
られ、入社当時は主な業務が調剤でしたが、オーダリ
ングの導入により器械化が進み、薬剤師が病棟を
はじめ薬があるところはどこへでも行くようになり、
任される業務どんどん増えました。また新病院への
移転は、その歴史的な場面に携われたことは、大変
喜ばしく思っています。今後も専門分野の研鑽に励み、
法人の発展に寄与することを誓われました。
　続いて理事長挨拶では、法人内での一年を振り返
り、トピックスを紹介しながら粛々と運営がなされた
こと、新潟県における医療行政の展望で立川メディ
カルセンターの方向性や長岡版広域道路ビジョンに
より、立川綜合病院が位置する旭岡が今後交通の

要所となり、悠遊健康村病院並びに柏崎厚生病院と
のアクセスも改善され、機能アップが図られることに
より、地域医療に更なる貢献が見込まれることが述べ
られました。
　第二部の記念コンサートでは、1966カルテットの
素晴らしい演奏をご披露いただきました。最後に
お礼の気持ちを花束に込めて理事長から贈呈され、
盛会のうちに閉会となりました。
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　糖尿病の治療では、食事療法と運動療法が最も重要
です。マスコミで偏った食事療法が宣伝されていますが、
それは避けてください。バランスのとれたカロリー制
限が正道です。最近、新しい薬が日進月歩に開発されて
きており、複数の薬剤を組み合わせることもあります。
1型糖尿病は1日数回のインスリン補充が必須です。2
型糖尿病の人は高血圧や高コレステロール血症を合併
していることが多いので、それらの治療も必要です。糖
尿病は治る病気ではありませんから、治療を中断せず、
管理を継続することが最も重要です。

　糖尿病と診断されたら、症状が無いうちは放置して
おくか、初めからきちんと管理するかによって、その人
の運命が決まります。糖尿病性網膜症と腎症は、無症状
でも一定程度進行すると、それ以後いくら厳格に管理
しても進行をくい止めることができず、失明と末期腎
不全に至ると考えられています。その分岐点は微量ア
ルブミン尿と単純網膜症の出現です。だから、空腹時血
糖とヘモグロビンA1cの測定だけでなく、尿アルブミ
ンと眼底も定期的に検査して、適切に管理する必要が
あります。糖尿病専門医を定期的に受診し、日本糖尿病
協会の「食品交換表」と「糖尿病治療の手引き」を購入し
て学習し、糖尿病教室に通って、自ら糖尿病の知識を身
に付けてください。

②形成外科特集

　こんにちは、立川綜合病院形成外科の親松です。形
成外科特集の第2回目では、「色素レーザーを用いた各
種治療」についてお話させていただきます。「レーザー
治療」と一口に言っても皮膚科・形成外科領域で用いら
れるレーザー機械には、“減らしたい！薄くしたい! ”対象
によって何種類もあります。対象ごとに例を上げると、
ムダ毛が相手であればアレキサンドライトレーザー、シ
ミを薄くしたいときはQスイッチレーザー、イボを削り
たいなら炭酸ガスレーザーというふうに数あるレーザー
機械の中から適した機械を使い分けます。
　今回お話する色素レーザーは主に“血管”をターゲッ
トにします。血液中のヘモグロビンに反応する光を当
てて熱変性させて二次的に血管を塞ぐというのが原理
です。よって対象とする疾患は、いわゆる赤アザといわ
れる「毛細血管奇形（単純性血管腫）」、赤ちゃんにみら
れる「乳児血管腫（いちご状血管腫）」、赤ら顔の原因と
なる「毛細血管拡張症」、その他には、老人性血管腫、瘢
痕(キズ跡)やケロイド、目元の小じわ、赤いニキビ跡、
など多岐にわたります。なお、単純性血管腫・いちご状
血管腫・毛細血管拡張症は健康保険の適応になります
が、その他に関しては健康保険が適用されない自費診
療になります。

　毛細血管奇形はポートワイン母斑ともいわれる赤ア
ザの一つで、生まれつきのものが多く、基本的に消えま
せん。成長するにつれて色調が濃くなったり、皮膚が厚
ぼったくなったり、凹凸を形成したりします。なるべく
早いうちからレーザー治療を開始したほうが色の改善が
良いというデータが有り、生後早期からの治療でも構い
ません。
　乳児血管腫は生後1ヶ月位から目立ち始め、6ヶ月こ
ろまで盛り上がってきます。1歳ころから自然に縮小し、

立川綜合病院　形成外科主任医長
親松　宏

色素レーザーを用いた
各種治療

2号連続で形成外科の特集を掲載いたします。

　血糖値を下げるホルモンであるインスリンの作用不
足によって血糖値が上がる病気です。多くの場合、肥満
と運動不足に伴って生じ、放置すると心筋梗塞や脳梗
塞になったり、3大合併症といわれる網膜症、腎症、神
経障害を生じて、進行すると失明、末期腎不全、下肢切
断という悲惨な状態になることもあります。また、著し
い高血糖では意識を失って死に至る場合もあります。

　糖尿病は特殊なものを除けば1型と2型に分けられ
ます。1型糖尿病はインスリンを産生する膵臓のβ細
胞が破壊される病気であり、インスリン投与が必須です。
2型糖尿病は運動不足とカロリー過剰摂取による肥満
に伴うことが多く、成人糖尿病の大部分を占めます。2
型糖尿病は重症でなければインスリン投与は不要です。

　急激に発症するタイプの糖尿病を除いて、ほとんど
の場合は無症状です。悪化した場合は多尿、口渇、多飲
などが現れますが、多くの場合、その前に健康診断で見
つかります。

　空腹時血糖（FPG）とヘモグロビンA1c （HbA1c）を
測定して診断します。FPG ≥ 126mg/dLかつHbA1c 
≥ 6.5%で糖尿病と診断します。どちらか1つだけの場
合は糖尿病疑いで再検査します。126mg/dL > FPG 
≥ 100mg/dLまたは6.5% > HbA1c ≥ 5.7%は糖尿病
ではありませんが前糖尿病といって将来糖尿病になり
易い状態です。ふつうはブドウ糖負荷検査は不要です。

糖尿病とは?
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 ⑦

糖尿病の病型

糖尿病は無症状

糖尿病の検査・診断

糖尿病の治療

糖尿病の運命はあなた次第

小学校入学頃には表面の赤み
はだいぶ消退します。生後の
大きくなる時期に治療を開始し
た方が増大を抑え、早期の縮
小を招くとされています。しか
し、皮膚の下の方で大きくなる
タイプにはレーザーは効きにく
いため、内服治療の方が有効
なことがあります。
　当院で導入しているVbeam
Ⅱは厚生労働省によって承認さ
れた器機であり、レーザー照射
直前に皮膚に冷却ガスを噴射
する装置を内蔵していますので、
皮膚への熱損傷を最小限に抑
えながら血管を潰すことがで
きます。照射時は「輪ゴムで弾かれたような」痛みを伴
いますので、必要に応じて麻酔テープやクリームを用い
てから照射します。乳児の場合は体をしっかり抑えさせ
ていただいて照射しますが、広範囲照射の場合や幼・小
児期は全身麻酔（二泊三日の入院が必要）が必要になる
ことがあります。
　色素レーザー治療は赤アザに有効な治療方法の一つ
ですが、複数回の照射が必要であったり、治療に抵抗す
る病変や一旦薄くなっても再度色が濃くなる現象が

あったりと治療効果
に限界があるのも
現実です。また、表
面上は赤アザだけ
のように見えても別
な疾患が隠れてい
ることもあります。
ご自分もしくはお子
さんに気になる症状
がありましたら、ぜ
ひ一度当科を受診
していただけたら幸
いです。治療方法
や合併症など、より
詳細な説明をさせ
ていただきます。 ※画像はイメージです

※画像はイメージです

当院に導入された
色素レーザー VbeamⅡ
（シネロン・キャンデラ株式会社）

毛細血管拡張症の治療例

治療前 1回照射後

ニキビ跡の治療例

治療前 4回照射後

• 毛細血管拡張症
• 単純性血管腫（毛細血管奇形）
• いちご状血管腫（乳児血管腫）
• 老人性血管腫、くも状血管腫
• 疣贅、乾癬
• 瘢痕、皮膚線条
• 肌のしわ
• 皮膚良性色素性病変（色素斑）
• 炎症性ざ瘡（にきび）

対
象
疾
患

表：色素レーザーが対象とする皮膚疾患
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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

江陽高田医院

院長

庭山 　淳 先生
●継承年月／平成30年10月
●診療科目／内科、循環器科、腎臓内科、アレルギー科、リウマチ科
●住所／〒946-0007　魚沼市四日町101-2
●ＴＥＬ／ 025-792-5511　ＦＡＸ／ 025-792-7874
●ホームページ／ https://www.niwayamahospital.com/
●ご出身地／東京都
●ご趣味／現在模索中

庭山医院

院長

高田 琢磨 先生
●開業年月／平成29年5月
●診療科目／内科、腎臓、糖尿病内科
●住所／〒940-2011　長岡市藤沢1-8-17
●ＴＥＬ／ 0258-28-1835　ＦＡＸ／ 0258-29-4626
●ホームページ／ https://koyotakata.com/
●ご出身地／千葉県
●ご趣味／写真撮影、燻製作り

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

休
診
日

診療時間

9：00～12：00

15：00～18：00

月 火 水 木 金 土 　

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 　 ○ 　

自院の特徴と診療方針
私は高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣
病や慢性腎臓病などを中心に、内科全般を診療
してきました。その経験をもとに、これからは地域
医療に力を注ぎます。皆様に信頼される地域の
かかりつけ医を目指します。

日・祝
診療日

自院の特徴と診療方針
地元に3代続く病院で、これからも地域のかかり
つけ医として診療していきます。時代の流れに
沿って、速やかに診療し、必要ならば適切な施設
に速やかに紹介すると言うスピードを旨としてい
ます。

　突然の心停止に対する、10分間の初期対応と効果
的なチーム蘇生を習得することを目的に院内の職員を
対象として開催され、今回第10回目となりました。
　ICLSは日本救命医学会で制定されたカリキュラムに
のっとり、1回の開催で6人～10人が参加されています。
立川綜合病院ICLSチームを中心に院内救急救命のレ
ベルアップに寄与していることはもちろん、この研修を
受けた職員が各部署での実践に大きな効果を生んで
います。

　7月19日㈮　防災訓練が開催されました。
　３A病棟を出火場所とし、夜間想定で実施されました。
　参加者は皆さん、発声は大きく明瞭に、行動は迅速、
安全に、通報は的確に行われ、いつ起こるかもしれない
火災に対し、充分な備えを感じられるものでした。
　立川綜合病院では秋にも防災訓練を予定しており、
毎年2回以上の訓練を実施しております。

立川綜合病院 防災訓練 ●令和元年7月19日㊎
●立川綜合病院内

第10回 立川綜合病院 ICLS 研修会 ●令和元年6月1日㊏
●立川綜合病院 講堂

布施ディレクターより開会のオリエンテーション

AED操作訓練立川綜合病院ICLSチーム

（Immediate Cardiac Life Support）

※8:30および14：30に受け付けを開始いたします。

【受付時間】午前11：00まで、午後17：00まで
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■編集・発行

特集

バックナンバーをご希望の方は下記までご連絡下さい。

　ヨーロッパでは、昔から「トマトが赤くなると医者が青くなる」
といわれます。これは、トマトが熟す時季になると、トマトを
食べる人が増えるので病人が減って医者の仕事がなくなる、
つまり、トマトがそれほど栄養豊富であることを意味しています。
特に、実の赤色を作るリコピン、β-カロテン、ビタミンＣ・Ｅなど、
トマトには抗酸化作用のある栄養素が豊富に含まれています。
　今回は、すりおろしたトマトの水分で炊いた、夏にうれしい
さっぱりごはんを紹介します。

トマトと搾菜の炊き込みごはん

栄養量
一人分　286kcal
たんぱく質　5.2g
塩分　1.1g

●米 ……………………………………………………2合
●トマト……………………………………大1個（200g）
●水 ………………………適量（トマトと合わせて2合）
●こんぶ ……………………………………… 5㎝角1枚
●搾菜（瓶詰：みじん切り）………………………… 50ｇ
●しょうが（せん切り） …………………………… 10ｇ
●塩 …………………………………ミニスプーン1～2

材料（2人分×2回）

とっておき 簡単レシピ34
★管理栄養士おすすめ★

❶米は洗ってザルにあげる。トマトはへたを除いてすりおろし、
水と合わせて2カップにする。
❷❶炊飯器の内釜に❶を入れ、こんぶをのせて30分おく。
❸搾菜としょうがを加え、普通に炊く。塩をふってさっくりと
混ぜて味をととのえ、器に盛る。

作り方

柏崎厚生病院 絵画寄贈／病院見学体験会2019
管理栄養士おすすめ　とっておき簡単レシピ34

……………………………………………………………………………… 8P

江陽高田医院／高田琢磨先生
庭山医院／庭山淳先生

■登録医のご紹介

■FLASH

……………………………………………………… 4P
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形成外科特集②
色素レーザーを用いた各種治療

特集1 ……………………………………………………………………………………… 2・3P
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創立63周年記念式典
医療連携研究会2019

健診センター特集⑦
糖尿病とは?

　5月14日㈫、柏崎市在住の日本画家 柳  重榮様より、
墨彩画「牡丹」を寄贈いただきました。
　柳様は一般社団法人 日本画府（日府展）の理事を
務められ全国の美術界でご活躍をされております。
　贈呈式には病院を代表して、松田ひろし院長と澤石
恵子副総看護師長がお受けいたしました。
　いただいた絵画は、多くの皆様にご覧いただける
場所に展示させていただくともに、感謝とお礼を申し
上げました。

1
NEWS 柏崎厚生病院へ絵画寄贈

令和元年5月14日㈫

FLASHTACHIKAWA MEDICAL CENTER NEWS

向かって左
柳　重榮様 医療クイズ大会

　当日は400人のご来場をいただき大盛況でした。
医療や体について楽しく学び、健康の素晴らしさを
皆様にわかりやすく、楽しんでいただけるような企画
をご用意いたしました。医療体験コーナーが7ブース、
講演会“医療人への道”は、医師・看護師・薬剤師の
国家試験合格までの過程と体験談を交えて講演いた
しました。もう一つの企画として医療クイズ大会は、
小学生以下の部・中学生以上の部の2部構成で開催
され、一番盛り上がる企画となりました。多くの方々に
ご参加いただき、ありがとうございました。

2
NEWS 病院見学体験会2019

令和元年7月27日㈯

救急車をのぞいてみよう
（協力:長岡市消防本部）

7月27日㈯開催の病院見学体験会2019
検査科ブース 呼吸の検査をやってみよう！
※詳細は8Pでご覧ください。

8 Nagaoka Tachikawa


