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令和3年4月1日㈭／立川綜合病院　講堂

　この春、立川メディカルセンターでは医師・歯科医師23名、看護職60名を含む
70名の専門職員を迎えました。多くの新入職員が当法人を選んでくれたことに
心より感謝申し上げます。今年も県外から9名の医師に着任して頂きました。
　立川綜合病院には島根県から呼吸器外科医師2名に来て頂き、呼吸器内科と
ともに「呼吸器センター」を立ち上げることが出来ました。
　11月には悠遊健康村病院に新たな透析施設が完成します。地域貢献への体制
がさらに整います。
　昨年来、世界中が新型コロナウイルスの脅威にさらされ、当地でも収束の兆し
は見えません。しかしこの1年、私たちは多くの方々に支えられ、学習を繰り返し、
少しずつ成長してきました。悪いことばかりではありませんでした。見通しは立
ちつつあります。
　パンデミックや大災害はこれからも前触れなくやってきますが、救急医療はじ
め地域医療の継続・改善はこれからも永遠に続く課題です。
　難題・課題、大いに結構。新入職員の皆さんとともに手を携えて挑戦していき
ましょう。

柏崎厚生病院  看護師　青柳 憧汰
　4月から看護師として柏崎厚生病院に配属となりま
した。
　今は、毎日先輩方からの温かいご指導を頂きながら 
少しずつ業務をさせていただいています。学生の時と
比べるとできることの幅が増え嬉しい反面、「看護師」
という責任のある職業についたことによる不安もあり
ます。しかし、この不安は働く上で良い緊張感となる
と思うので今後も大切にしたいです。そして、病棟の
業務をいち早く覚え即戦力となれるよう努めていきます。

悠遊健康村病院　作業療法士　太刀川麻央
　4月から悠遊健康村病院にて作業療法士として勤務
することとなりました。
　新しい環境下で緊張の連続ですが、先輩方にご指導
をいただきながら少しずつ知識と技術を身に着けてい
きたいと思います。
　日々の治療につきましては、患者様一人一人と丁寧
に関わり、日々様々なことを学びながら成長していき
たいと考えています。未熟な面も多いかと思いますが、
精一杯努力していきますので、宜しくお願い致します。

医療法人　立川メディカルセンター

理事長　吉井 新平

令和3年度 立川メディカルセンター

新入職員入社式
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立川綜合病院　看護師　山本麻理奈
　４月より立川綜合病院で勤務させていただいており
ます。
　憧れの看護師という職に就くことができた喜びと 
緊張とが入り混じった気持ちで日々を送っています。
患者様に、安心して治療を受けていただけるよう、一
人ひとりに寄り添った看護を提供できるようになりた
いと思います。そのために、先輩方から教えていただ
いている知識や技術を、仲間と協力して、早く身に付
けられるように頑張ります。宜しくお願い致します。入社式　新入職員決意表明

新入職員の挨拶 ［令和3年4月1日入職］

入社式　理事長挨拶
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令和3年4月1日㈭／晴陵リハビリテーション学院　　令和3年4月2日㈮／晴麗看護学校

　4月1日㈭に晴陵リハビリテーション学院、4月2日㈮
に晴麗看護学校にてそれぞれ入学式が挙行されました。

■晴麗看護学校
　看護学科／37名
■晴陵リハビリテーション学院
　理学療法学科／43名　　作業療法学科／22名

　計102名の入学生を迎え入れることができました。
　新入学生は、新しい環境・場所に身の引き締まる思
いを持ちながら、はつらつとした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、吸収し、多くのことを
経験していくことになります。
　社会人への第一歩を踏み出し、努力してくれること
を期待します。

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　入学式

令和3年度
晴麗看護学校／晴陵リハビリテーション学院 入学式

　この度、柏崎厚生病院 副院長 吉濱　淳先生へ新潟地方検
察庁より感謝状が贈られました。
　精神科医師として、高度な専門知識と豊富な経験をもって、
永年にわたり検察業務に協力され、刑事司法の適正な運用に
貢献したことに対する功績が称えられました。

新潟地方検察庁より感謝状贈呈
柏崎厚生病院

入社式　理事長挨拶
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　初めまして。立川綜合病院1年目初期研修医の滝澤尚紀と申します。
　４月から循環器内科にて勉強させていただいております。ようやく医師として働くことができると
いう期待とともに若干の不安も感じておりますが、優しく指導してくださる先生方の下で様々なこと
を学び、一歩ずつ医師として成長していきたいと思っております。
　医療の場にて巡り合う全ての方々との出会いを、一期一会の気概を持って大切に向き合い取り
組んでいきたいです。
　至らぬ点も多々あると思いますが、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

滝
たきざわ

澤 尚
なお

紀
き

　　　❶信州大学　❷旅行　❸新潟県新潟市

　立川綜合病院研修医１年目の大山真弥です。
　この春に新潟大学を卒業し、現在消化器内科で研修させていただいております。実際の医療
現場に出ると分からないことばかりで先生方やスタッフの方々に教えていただくことも多く、自分の
知識不足を痛感する毎日を過ごしております。この２年間の研修では知識や技術の基礎をしっかり
と固め、将来の患者様の助けになれるよう精進していきたいと思います。
　至らぬ点ばかりかと存じますが、精一杯勉強させていただきますのでご指導ご鞭撻の程宜しく
お願い致します。

大
おおやま

山 真
しん

弥
や

　　　❶新潟大学　❷音楽（キーボード）　❸神奈川県藤沢市

　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。
　数年前よりこの大役を任され、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ていこ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、
宜しくお願い致します。
　立川綜合病院では、4月1日付で新しく5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。立川綜合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下さい。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、患者さん
の役に立てるよう頑張っていきましょう。
　最後に、自分自身の大切な身体、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。

臨床研修医のご紹介

臨床研修管理委員長
遠藤 彦聖

　　　　　 1年目初期研修医からのご挨拶 　❶出身大学　❷趣味　❸出身地VOICE
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　初めまして、１年目初期研修医の小倉未来帆です。アメリカで生まれたためミドルネームを持って
おり、友達や同期からはしんでぃーと呼ばれております。ご縁があって立川綜合病院で初期臨床
研修をさせていただくことになりました。新潟県で暮らすのは初めてですが、少しでも新潟県の
医療に貢献できるように頑張りたいです。まだ将来志望する診療科は決めていないので、これから
様々な科を回り積極的に学んで決めていきたいと思います。２年間宜しくお願い致します。

小
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　　　❶東海大学　❷散歩　❸シンガポール

　研修医の田中秀哉です。本年度から立川綜合病院で医師として働くことができとても嬉しく思っ
ています。長岡市で暮らすのは初めてですが病院の周辺は落ち着いた街並みで暮らしやすく、また
立川綜合病院は新しく美しい病院で日々充実した研修ができているなと感じています。現在呼吸器
内科に所属しており、患者さんの呼吸管理などを学ばせていただいています。まだまだ医師として
は実力が不足しているところもありますが１年後には長岡市の救急医療を担えるよう精進してきたい
と思います。

田
た

中
なか

 秀
しゅうや

哉　　　❶新潟大学　❷海外ツアーのゴルフトーナメント観戦　❸新潟県新潟市

　初めまして、初期臨床研修医１年目の浅見大輔です。埼玉県本庄市で生まれ育ち、新潟大学出身
です。バスケットボールとラグビーを学生時代にやっていました。スポーツ観戦が好きで、時間がある
ときはアオーレ長岡に行きアルビレックスBBの試合を観戦しています。これからの研修での目標は
基本的な手技や知識を身につけたいと考えています。わからないことばかりですが体力には自信が
あるのでこきつかって下さい。2年間宜しくお願い致します。
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　　　❶新潟大学　❷スポーツ、ドライブ、ゲーム　❸埼玉県本庄市

上級医・指導医と後輩研修医と記念撮影

贈呈された記念品とお揃いのスクラブで

栗山 桃奈 先生
今後の進路
新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科

篠原 竜哉 先生
今後の進路
横浜市民病院 外科

相田 　涼 先生
今後の進路
立川綜合病院 腎臓内科

植木 香奈 先生
今後の進路

新潟大学医歯学総合病院 麻酔科

　2年間の初期臨床研修プログラムを修了した研修医
に対して「臨床研修修了証」が授与されました。指導に
あたられた上級医・指導医の先生方からは花束・記念
品と熱いメッセージが、後輩研修医からは、ねぎらいと
激励の言葉、そしてお揃いのスクラブが贈られました。

令和2年度 【第16期生】臨床研修医修了証授与式 令和3年3月17日㈬
立川綜合病院・大会議室
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ジを持たれるかも知れませんが、当科で診させていた
だくのは手術を受ける方ばかりではありません。検診
や人間ドックで胸部に異常を指摘されたときなどはコ
ンビニに立ち寄るような気軽さで当科へおいで下さい。
胸部CT検査は肺がんを早期に発見できる最も優れた
検査ですが、絶食などの準備も必要なくほんの数秒間
だけ呼吸を止めている間に撮影が終わる簡単な検査
です。従って当科では受診された当日にCT検査を行い、
その日に検査の結果を説明していますので何度も通う
必要はありません。当科ではこのようにして発見の段
階から積極的に関わって行きたいと考えており、多くの
外来診療日を設けていますのでどうぞお気軽においで
下さい。
　がんの死亡者数のトップを占める肺がんの外科治療
が可能となり、これで５大がん（肺がん・胃がん・大腸
がん・乳がん・子宮がん）全ての治療が立川綜合病院
でできるようになりました。３大疾病（がん・心臓病・
脳卒中）の中で心臓病と脳卒中の診療ではすでに甲信
越・北陸ではトップクラスの水準を誇る立川綜合病院
ですが、がんの診療においても多くの方々へ健康をお
届けしたいと思います。

　この度呼吸器外科が正式な診療科として本院に開設
されました。呼吸器外科専門医２名体制による診療と
なり、肺移植を除く呼吸器外科全領域に渡る外科治療
が可能となりました。
　遠く島根大学より参りましたが、その前は会津若松
市の病院にいました。会津若松の頃には只見町や檜枝
岐村からも患者さんが来られていましたが、この度改
めて地図を眺めてみると只見からは会津若松よりも長
岡の方が随分と近いことに気付きちょっと驚いていま
す。長岡は新潟県の中央に位置していますので地の利
を活かして県内広域の患者さんに対応して参りたいと
思います。前任地の島根大学では年間約250例の呼吸
器外科手術を行って参りました。この内約半数は原発
性肺癌で、転移性肺腫瘍と合わせるとこの２つでほと
んどを占めます。ほとんどの手術は胸腔鏡下で行なって
おり、【写真①】の通り胸腔鏡下肺葉切除術では5-10㎜
の計４カ所の傷で手術を行っています。一言で胸腔鏡
下手術と言っても施設によって傷の大きさにかなり差
があるのが現状です。現在国内の多くの施設では8㎝
までの小開胸を併用する方法で行われていますが、私
達が行っている手術は特殊な技術を要するため限られ
た施設でしか行われていません。2012年より現在の
方法へ移行しましたが、それ以前の小開胸併用の方法
と比べて術後の回復スピードも早く、高齢の方でもよ
り早期に退院されるようになりました。最近話題のda 
Vinciを使ったロボット手術では肺葉切除の場合５カ
所の傷が必要で、しかも手術時間も長くなってしまい
ます。私たちが現在行っている手術と比較した場合、ロ
ボット手術はかえって侵襲が大きくなり患者さんにとっ
てはメリットがないため現時点では採用していません。
　手術侵襲と同様に低さを心掛けているのは外科受診
の敷居の低さです。外科イコール即手術というイメー

medical special feature article
■ ■ ■

特集 3

呼吸器外科 開設

【写真①】 肺がんに対する胸腔鏡下左上葉切除術

医療法人立川メディカルセンター
立川綜合病院
呼吸器センター長
呼吸器外科 主任医長
岸本 晃司 先生

医療法人立川メディカルセンター
立川綜合病院
呼吸器外科 医長

小栁　 彰 先生

Nagaoka Tachikawa6



エールホームクリニック

　令和3年4月3日㈯、第43回日本脳神経血管内治療学会 
東北地方会（Web開催）が当院副院長、循環器・脳血管セ
ンター 脳神経外科 主任医長 阿部博史医師を会長として
開催されました。
　100名近い先生方・企業関係者の参加と27題という非
常に多くの演題発表があり、野村俊春医師を総合司会とし
て活発な質疑応答や意見交換が行われました。
　特別講演では海外から、UCLAメディカルセンター 脳血
管内治療部教授 兼 脳神経外科教授の立嶋 智先生から「ビ
ジョンを持ったキャリアプランと脳血管内治療」と題した
大変感銘を受ける刺激的な内容の御講演をいただきました。
　盛況のうちに地方会を終えることができましたことを、
この場をお借りして御礼申し上げます。

自院の特徴と診療方針
内科、小児科、皮膚科、リウマチ科など複数の診療科を、
6人の専門医が担当する、総合クリニックです。医師や
看護師、臨床検査技師など医療スタッフが相互に信頼
し、連携することで生み出されるシナジー（相乗効果）
を活用して、チーム体制での医療を提供します。ご家
族皆さまや、複数診療科を受診する必要のある方に
も利用しやすいシステムです。

●開業年月／ 2020年10月
●診療科目／�内科、小児科、皮膚科、リウマチ科、アレルギー科、

腎臓内科、総合診療科
●医師紹介／内科・リウマチ科医師�… 伊藤朋之、田村真麻
　　　　　　内科医師�…………………… 渋谷裕之
　　　　　　小児科医師�………………… 鈴木竜太郎
　　　　　　皮膚科医師�………………… 苅谷直之、藤本　篤
●住所／〒940-2013　長岡市下柳1-10-13
●ＴＥＬ／ 0258-86-8722　ＦＡＸ／ 0258-76-0860

診療時間

診療時間 月 火 水 木 金 土・日・祝

8：30～12：30 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
休診日

14：00～19：00 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

※受付時間：8：15～12：00　13：45～18：30

令和3年4月3日㈯
　立川綜合病院 講堂

NEWS

1 第43回 日本脳神経血管内治療学会 
東北地方会 開催

会長 阿部博史医師

総合司会
野村俊春医師

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

■編集・発行
バックナンバーをご希望の方は下記までご連絡下さい。

•キャベツ ………………………………………………… 1/2枚
•ベーコン ………………………………………………………1枚
•卵………………………………………………………………1個
•塩・こしょう ……………………………………………… 少々

材料（１人分）

❶  キャベツとベーコンを千切りに切る。
❷  お皿にキャベツを入れ、真ん中にくぼみを作る。
❸  ❷に塩・こしょうを振る。
❹  くぼませたところに卵を落とし、爪楊枝で卵黄に

3カ所穴を開ける。
❺  ❹にベーコンを散らす。
❻  電子レンジにかけ、火が通ったら完成。

加熱時間の目安  1人分 500W　1分40秒
 2人分 500W　2分50秒

作り方（調理時間７～８分）

アレンジアレンジ
レシピレシピ

春キャベツをほうれん草に、ベーコンをツナ・かにかま・ 
ハムに、塩こしょうをハーブソルト、マヨネーズと 
ケチャップでオーロラソースに 後入れでもOK。
アレンジはいろいろ楽しめます。お好みの味を探して 
みて下さい！

★管理栄養士おすすめ★

とっておき 簡単レシピ�

春キャベツの巣ごもり
長い冬が終わり、暖かい日が多くなってきました。新年度がスタート
し、早いもので2ヶ月半を過ぎましたね。皆さん、朝食は食べていま
すか? 朝食を抜くと疲れやすい、太りやすい、集中力が続かないな
どデメリットが沢山あります。ダイエットをしている方も1日の活動量
が多いのは日中ですので、朝食はしっかりと食べましょう。また、朝
食の欠食率は20代が最も多く、次いで30代、40代と欠食率が多い
傾向です。今回、ご紹介するレシピはそんな忙しい方でも電子レン
ジで簡単に作れるレシピになっています。パンやごはんに＋１として
加えることで主食・主菜・副菜が揃い、栄養バランスが良くなります。
キャベツの千切りの余りがあれば5分程で作ることが可能です。春
キャベツは冬のキャベツに比べ、ふっくらとしていて柔らかく甘みが
強いのが特徴です。ぜひ、お試し下さい。

栄養価
エネルギー 112Kcal
たんぱく質 8.8g
塩分 0.6g

　この度、令和2年度救急医療功労者厚生労働大臣
表彰受賞者に立川綜合病院が選出されました。
　全国で11医療機関、4団体及び個人23名が受賞
され、医療機関としては立川綜合病院が新潟県内で
唯一表彰をいただきました。
　この表彰は、厚生労働大臣が、長岡市医師会の推
薦のもと、長年にわたり地域の救急医療確保、救急
医療対策の推進に貢献した団体や個人の功績を称え
るものです。
　当院は、市内2病院と連携し救急医療輪番制に参
画しており、ドクターヘリや夜間救急の受け入れも積
極的に対応する等、救急体制の充実に貢献している
ことが評価されました。 厚生労働大臣表彰を受けた救急外来スタッフ

　この栄誉を励みとして、今後とも長岡市の中核病
院として、地域の救急医療体制の充実・強化に努め、
地域医療に邁進してまいります。

令和2年度 救急医療功労者厚生労働大臣表彰を受賞T O P I C - 2
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