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ご あ い さ つご あ い さ つ

理　念

基本方針

理　念 思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。

１．患者さんの権利を尊重し、安全で信頼される病院を目指します。
２．専門性を生かし、質の高い急性期医療を提供する病院を目指します。
３．医療・福祉施設との連携、医療人の育成を通じて地域に貢献する病
　　院を目指します。

思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。

基本方針 １．患者さんの権利を尊重し、安全で信頼される病院を目指します。
２．専門性を生かし、質の高い急性期医療を提供する病院を目指します。
３．医療・福祉施設との連携、医療人の育成を通じて地域に貢献する病
　　院を目指します。
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医師交代のお知らせ医師交代のお知らせ

　平素より、新潟中央病院との医療連携にご理解、ご協力を頂きまして誠にあ

りがとうございます。紙面を借りましてお礼を申し上げます。

　当院は平成28年4月1日より、社会医療法人として新たなスタートを切りまし

た。より開かれた病院として良質な医療を行ってゆく所存です。

　今年も地震、台風、水害など自然災害の多い年のようですが、幸いにも新潟で

は、大きい被害はなく安心しております。

　さて、4月14日・16日の熊本地震から半年を迎えました。熊本は地震がないと

言われていた地域でしたが、平成23年3月11日の東日本大震災以降、日本列島に

は大きなヒズミが残っており、4枚のプレート上にあって多くの活断層を有する

日本列島では、いつでもどこでも地震に見舞われてもおかしくない状態になって

いるようです。平成16年の新潟県中越地震、平成19年の新潟県中越沖地震と新

潟県でも大きな地震がありましたが、ここ新潟市では、昭和39年の新潟地震以後、50年以上、大きい被

害が出た地震がありません。いつ地震が来ても大丈夫なように、準備を怠らないようにしたいものです。

当院でも火災に対してだけでなく、地震に対する防災訓練も行っております。

　当院の診療体制についてでありますが、整形外科では、脊椎外科、上肢関節外科（肩、肘）、下肢関

節外科（膝、股関節）、手の外科、足の外科、骨代謝・骨粗鬆症に専門医が常勤しており、外傷も含め

すべての分野を網羅しています。また、整形外科だけではなく、内科、形成外科、歯科口腔外科にも専

門医が常勤しております。急性期から回復期までのリハビリテーションにも力を入れております。すべ

ての分野で急患にも対応しておりますので、患者さんのご紹介をいただければ幸いです。

　今後とも病診医療連携を強化し、良質な医療を提供していく所存です。お気づきの点がございました

ら、ご意見を頂戴したいと存じます。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。
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平成27年度からご紹介いただく患者様が増えています。月によってご紹介数に変動があり、予約に影響が出る場合があります。

お急ぎの場合、地域連携室へ電話連絡をお願い致します。



　今年の大会は、晴天のもと一切言い訳

の利かないグラウンドコンディションの

中行われました。

　試合は、２回の裏２点取られるも、す

ぐに次の回、石津君（リハ）のランニン

グホームランで１点を返すなど緊迫した

ムードで進みました。

　がしか～し練習不足からの連携ミス、

盗塁失敗などなど・・・

　追加点を許し惜敗！？に終わってしま

いました。

　来年こそは久々の１勝を目指します！

　　　　　　監督　放射線科　伊藤幸一

　平成28年８月より、医療相談員と協働して退院支援に取り組

んでいます。2025年（平成37年度）に向けて、効果的・効率的

で質の高い医療提供体制の構築を図り、地域包括システムの推

進と医療機能分化・強化、連携するために様々な施策が展開さ

れています。

　現在、入院患者様の年齢分布図を見ると75歳以上が約半数、

85歳以上が約1/4を占めています。高齢者の退院に関しては病

院と在宅ケア関係者をつなぐシステムなどの複数要因が絡むた

め、在宅への移行が円滑に進まない場合も多くみられます。こうした状況の下、円滑な退院と退院後

の必要なサービスの継続性を確保するため「退院支援」の機能強化が推進されています。患者様が安

心して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活が継続できるよう、積極的な退院支援が必要と

なっています。そして、緊密な病院と地域の医療機関、介護保険事業者との連携が重要となります。

　当院では、入院された全ての患者様を入院後24時間以内に退

院支援スクリーニング・アセスメントを実施し退院支援が必要

とされる患者様を抽出しています。その後早期に患者様及び家

族・医療相談員・病棟看護師・退院支援看護師と面談を行い、

今後の問題点、課題、本人・家族の意向を確認、「退院支援計

画書」を作成し説明・同意を得て調整、ケアマネージャー等の

連携を行っています。患者様だけでなく、家族の方も安心して

退院後の生活が送れるよう退院支援看護師として関わっていき

たいと考えています。ご指導宜しくお願い致します。

退院支援の取り組みについて

夏の一大行事
【結果報告】 野球の部

　平成28年８月28日　阿賀野川河川敷公園野球場

　１回戦　新潟中央病院１－５西蒲中央病院

医療相談室室長　退院支援専任看護師長　

間　宮　宏　子

担当幹事　佐　藤　　誠
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添野　竜也 医師

整形外科（一般整形 膝関節）

　はじめまして。10月か

ら勤務しております添野

竜也と申します。平成22

年に新潟大学整形外科に入局し、その

後は水戸済生会、県立小出病院、魚沼

基幹病院、新潟大学医歯学総合病院等

で経験を重ねてきました。これまでは

四肢の外傷・骨折や変形性膝関節症の

患者様を主体に手術させていただいて

きました。また、去年は縁あってスポ

ーツチームのチームドクター等も経験

させていただきました。

　これまでさせていただいた経験を活

かし、地域の皆様のお役に立てますよ

うに精一杯頑張っていきたいと思いま

す。たくさんの患者様に満足して頂け

るよう、良質な医療の提供を心掛けて

いきますのでどうぞよろしくお願いい

たします。

松岸　葵 歯科研修医

歯科口腔外科

　はじめまして。10月よ

り歯科口腔外科で研修し

ております、松岸葵と申

します。

　この3月に新潟大学歯学部を卒業し、

４月から新潟大学医歯学総合病院で半年

間の研修をしておりました。

　半年間大学で歯科診療をしておりまし

たが、市内の病院に勤務することはこれ

が初めてとなります。未熟で至らないこ

とばかりではあると思いますが、患者様

の不安を取り除くことができるような歯

科医師を目指し、日々努力を怠らず、一

つ一つ学んでいきたいと思っておりま

す。

　短い期間ではございますが、どうぞよ

ろしくお願い致します。

　今年も8/5に行われた新潟まつりの大民謡流しに、総

勢100名で参加しました。例年法被で気ままにというス

タイルでしたが、今年は思い切って浴衣と帯を新調しま

した。直前になり慌てて足袋や草履を買い求める姿も見

られましたが、当日はピンクと青の浴衣にオレンジの帯

が夜空に一際生え、どの団体よりも目立っていました。

　踊りの後は、お待ちかねの慰労会です。汗をかいた後

の冷たいビールは格別でした。和気藹々とした雰囲気の

中、様々な職種の職員が交流することができ、幹事冥利

に尽きました。

　一仕事終え安堵している今日この頃ですが、あっとい

う間に一年が経ち、また準備に追われるんだろうな、と

ふと思いました。
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すべての分野を網羅しています。また、整形外科だけではなく、内科、形成外科、歯科口腔外科にも専

門医が常勤しております。急性期から回復期までのリハビリテーションにも力を入れております。すべ

ての分野で急患にも対応しておりますので、患者さんのご紹介をいただければ幸いです。

　今後とも病診医療連携を強化し、良質な医療を提供していく所存です。お気づきの点がございました

ら、ご意見を頂戴したいと存じます。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

社会医療法人仁愛会 新 潟 中 央 病 院
ホームページ　www.nice-hp.or.jp
院 長　山崎 昭義
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新潟中央病院地域連携の紹介状況新潟中央病院地域連携の紹介状況

H26年度からH28年度までの情報提供書数の推移
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平成27年度からご紹介いただく患者様が増えています。月によってご紹介数に変動があり、予約に影響が出る場合があります。

お急ぎの場合、地域連携室へ電話連絡をお願い致します。


