
　平素より当院の地域連携に際して多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、昨年からの新型コロナウイルス感染症の対策等を行う中、多くの諸先生方、

地域の皆様、関係企業様、行政等から応援のメッセージやご支援を頂き誠にあり

がとうございました。心より感謝申し上げます。
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ら２題、特別講演「脊椎疾患に対する新たなアプローチ」を信州大学医学部・髙橋淳教授からご講演を頂き、

無事開催することができました。今後も連携先の先生方との「顔の見える連携」作りに努めてまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。
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整形外科（一般整形） 花房　繁寿 医師 （平成28年卒）

  はな　ふさ　　　　 しげ　とし

　初めまして、花房繁寿（はなふさしげとし）と申します。この４月から整形外科として赴任いたしました。

出身は東京都多摩市で山形大学を卒業しました。その後新潟県で研修２年間を過ごし、新潟大学整形外科に

入局し現在に至ります。上越市に２回、長岡市に１回転勤をして、新潟市は３回目の勤務になります。笑顔

と元気でたくさんのコミニュケーションをとって皆様に寄り添えるよう新潟の医療に貢献していきたいと思

っています。

　至らぬところも多々ありますが、向上心を持って日々の診療に励んでいきますのでどうぞこれからも宜し

くお願いいたします。

転入医師紹介
病院長　山 崎　昭 義

日本脊椎脊髄神経手術手技学会

常務理事　就任

副院長　松 枝　宗 則 日本人工関節学会

評議員　就任

脊椎・脊髄外科センター長

　　　勝 見　敬 一

Summer Forum for Practical Spinal Surgery 2021 代表世話人
令和２年度新潟県医師会学術研究助成金「脊柱靭帯骨化
症の骨化進展に関する骨代謝動態を含めた包括的解析」

脊椎・脊髄外科副センター長

　　　溝 内　龍 樹
新潟大学整形外科学教室　令和２年度教室賞

「頸椎椎間孔狭窄の３次元形態解析研究」

信州大学医学部
運動機能学教室

髙橋   淳 教授

　令和３年４月10日（金）ホテルイタリア軒にて開催いたしました。

　前年はコロナウイルス感染症の拡大により中止とさせていただき、皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ござ

いませんでした。

　この度は東京、大阪で第四波の感染拡大が起こる中、新

潟県内も警報の発令中ということで、ハイブリット開催と

いたしました。ホテルイタリア軒様にご協力頂き、消毒・

検温・換気など感染対策を行いながら、イタリア軒・中央

病院・WEB上を旭化成ファーマ㈱様につないでいただき

約２時間の講演会を滞りなく、行うことができました。

　当院からは地域医療連携室からの報告と、脊椎脊髄外科

と歯科口腔外科から各１演題、特別講演は、信州大学医学

部運動機能学教室　髙橋淳教授に「脊椎変形に対する新た

なアプローチ～骨粗鬆症合併例へのテリパラチド製剤の投

与意義～」と題して、長野からオンラインでご講演頂きま

した。

　開催方法については、コロナウイルス感染症の拡大状況

に変動があり、ご連絡が遅くなるなどご迷惑をおかけしま

した。来年度はコロナウイルス感染症が収束し、皆様とお

会いできることを楽しみにしております。

　令和２年11月より、病院ホームページに新潟市医師会

地域医療連携推進事業登録医マップを掲載しました。これ

からも、ご挨拶に伺いながら、登録をお願いしてまいりま

す。ご協力をお願いいたします。

第8回N.C.学術講演（2021）

医師交代のお知らせ医師交代のお知らせ

第8回　N.C.学術講演会

日　時 ： 令和３年４月10日（土）15時～ 17時

会　場 ： ホテルイタリア軒　３階　サンマルコ

　　　　 新潟市中央区西堀通7番町　電話　025-224-5111

～　プ ロ グ ラ ム　～

15:00～15:15　新潟中央病院地域医療連携室報告・医師紹介

　　　　　　　地域医療連携室室長　診療部長　渡辺 一弘

15:15～15:25　情報提供・製品紹介　旭化成ファーマ株式会社

15:30～16:00　一般演題　　座長　理事長　柴田　実

 　　「開口障害を呈する疾患について」

　　　　　歯科口腔外科　科長　鶴巻　浩

　　 「脊椎疾患に対する治療の特徴と今後の展望」

　　　　　整形外科　脊椎脊髄外科センター長　勝見　敬一

16:00～17:00　特別講演　　座長　院長　山崎 昭義

　　 「脊椎変形に対する新たなアプローチ

　　　～骨粗鬆症合併例へのテリパラチド製剤の投与意義～」　

　　　　　信州大学医学部運動機能学教室（整形外科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　淳　教授

　日整会教育研修会単位［４］代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）［７］脊椎脊髄疾患
新潟市医師会生涯教育単位　［60］腰痛　　［77］骨粗鬆症

共催：新潟中央病院・旭化成ファーマ株式会社

県下初
「最新鋭MRI」 導入！

　2020年９月に新発売されたPhilips社製Ingenia Evolutionを新潟
県内で初めて導入致しました。2021年６月中旬より稼働しています。
　本装置では、開口径が従来のシステムの60cmから70cmと10㎝広く
設計されており、閉所恐怖症の患者様でも安心してMRI検査が受けら
れます。この70cmの開口径を最大限に生かし、たとえ円背の患者様
でも側臥位による全脊椎検査が可能となり、患者様の検査環境も大き
く改善しました。また、ベッドには低反発のクッションを搭載するこ
とが可能で、患者様が無理の無い体位で検査が受けられます。
　また最新の高速撮像技術により、従来のMRI装置と比較して大幅な時間の短縮が可能です。さらに、局
所専用コイル（PHILIPS社製MiroScopyCoil）を使用して、手の関節、手根管、TFCCなどの局所に対し
ても高品質な画像を撮像し、診断に活用できます。その上、腕神経、脊椎の神経根などに関しましても、
末梢まで描出可能なソフトウェアを導入し、診断が詳細に、しかも迅速にできるようになりました。
　また、2020年５月より64列マルチスライスCT（GE Healthcare社製
Revolution HD） を導入しています。従来の16列マルチスライスCT
と比較して、低被曝で、より広範囲の鮮明な高分析能画像が短時間
で撮影できます。従来のCTでは得ることができなった画像や情報が
デュアルエナジー撮影で得られるようになり、造影剤も減量でき、
骨挫傷などの描出も可能となりました。

　院外からの造影剤不要の単純撮影CT検査を受け付けています。

　月曜日～金曜日　午後３時から４時の地域連携室枠がご利用可能です。撮影後、即時CDデータとして、
患者さんにお渡しします。是非電話でご予約下さい。【電話番号】025-285-8811

表彰並びに認定を頂きました

MRI

CT
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　月曜日～金曜日　午後３時から４時の地域連携室枠がご利用可能です。撮影後、即時CDデータとして、
患者さんにお渡しします。是非電話でご予約下さい。【電話番号】025-285-8811

表彰並びに認定を頂きました

MRI

CT
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　平素より当院の地域連携に際して多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、昨年からの新型コロナウイルス感染症の対策等を行う中、多くの諸先生方、

地域の皆様、関係企業様、行政等から応援のメッセージやご支援を頂き誠にあり

がとうございました。心より感謝申し上げます。

　当院では患者様の安全な療養環境を確保し、安心して受診いただけますよう院

内感染防止対策の充実に引き続き努め、安心安全な医療の提供に努めてまいりま

す。地域の先生方におかれましても、新型コロナウイルス感染拡大防止においては、

大変なご苦労をされていることに敬意を表します。

　さて、例年年度初めに開催いたします『N.C.学術講演会』につきましては、連

携先の先生方とお会いして、口演発表を聴講のうえ情報交換させていただく貴重

な場として開催しておりましたが、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響から残念ながら中止となり

ました。今年度も大変厳しい新型コロナの感染拡大状況ではございましたが、4月10日Webを活用した

ハイブリッド開催形式にて、主会場のホテルイタリア軒に10名の先生方からご参加いただき、Web上で

は64名のご参加をいただいたうえで、地域連携室の現状、当院医師の紹介、一般演題として当院医師か

ら２題、特別講演「脊椎疾患に対する新たなアプローチ」を信州大学医学部・髙橋淳教授からご講演を頂き、

無事開催することができました。今後も連携先の先生方との「顔の見える連携」作りに努めてまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

　また、当院の医療提供状況ですが、新型コロナの影響で自粛等が続き、検診、受診控えにより各科で

厳しい運営状況もありますが、連携先の先生方から多くの患者様を紹介いただき、年明け以降病床稼働

率も85％を超え、新型コロナの影響からの回復の兆しも見えてきたところです。しかし、新型コロナの

ワクチン接種や緊急事態宣言等の継続など、先行き不透明な戦いが続いており、医療関係者一丸となっ

て安心安全な医療の提供に努める必要があります。当院では感染対策を充実させ安全な医療提供体制を

確保し、今後も緊密で質の高い医療連携を図り、地域の医療機関の皆様との「顔の見える連携」を強化して、

安心安全な医療サービスの円滑な提供に努めてまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上

げます。

　当院の医療連携につきまして、お気づきの点などございましたら、忌憚のないご意見をお聞かせいた

だきたく、お願い申し上げます。

　最後となりますが、地域医療を担う皆様の益々のご発展をお祈りして、ご挨拶とさせていただきます。

社会医療法人仁愛会 新潟中央病院

院外報

地域医療連携室室長のごあいさつ

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。

ＬＩＮＫりんくＬＩＮＫりんく 令和３年
８月

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

代表TEL　025－285－8811
直通FAX　025－280－0283
E - m a i l　renke i@n ice-hp .or . jp

地域医療
連 携 室 月曜～金曜　午前９時～午後７時

受付時間

〒950-8556　新潟市中央区新光町1-18
TEL 025-285-8811㈹  FAX 025-285-4419

発行人　　地域医療連携室

手術室手術統計（2020.1.1～12.31）

4 L I N Kりんく30号 L I N Kりんく30号 １

〈手術室における手術件数〉

≪整形外科ー脊椎・脊髄≫ ≪整形外科ー手外科≫ ≪整形外科ー上肢関節・一般≫ ≪整形外科ー下肢関節≫

≪整形外科ー下肢一般≫

≪整形外科ー足外科≫

≪形成外科≫

≪歯科口腔外科≫

各　　　科 件　　数

脊椎・脊髄外科 879

手外科 800

形成外科 432

下肢一般 219

下肢関節 379

上肢関節・一般 295

足外科 260

歯科口腔外科 149

合　　　計 3413

ORIF：観血的整復固定術

件数

頸椎

固定

前方 1
後方 30
体外式 4

小計 35

後方
除圧

内視鏡下 11
椎弓形成術+椎間孔拡大術 71
椎弓形成術 17
椎間孔拡大術 37

小計 136
その他 2
計 173

胸／
腰椎

固定

前方 6
後方 253
前方+後方 7

小計 266

後方
除圧

内視鏡下 299
顕微鏡下 63
肉眼 53

小計 415
その他 25
計 706

総　　　計 879

件数
ORIF 276
腱鞘切開術 90
手根管開放術 90
筋腱修復術 40
神経血管修復術 47
関節形成術 10
腫瘍摘出術 50
皮弁植皮術 15
滑膜切除術 9
デュピュイトラン手術 12
先天異常手術 12
再接着術 2
その他（抜釘など） 147

合　　計 800

件数

人工膝関節単顆置換術 68

人工膝関節全置換術 129

人工股関節全置換術 49

高位脛骨骨切術 29

関節鏡下半月板手術 18

関節鏡下十字靭帯再建術 17

関節鏡下滑膜切除術 4

関節鏡検査等 35

その他の関節鏡下手術 19
その他 11

合　　計 379

件数

大腿骨転子部骨折ORIF 84

大腿骨骨頭置換術 52

大腿骨頸部骨折ORIF 24

脛骨ORIF 27

膝蓋骨ORIF 12

大腿骨骨幹部骨折ORIF 2

大腿骨骨顆部骨折ORIF 10
その他ORIF 8

合　　計 219

件数

鏡視下腱板修復術 87

鏡視下バンカート修復術 18

鏡視下烏口鎖骨靭帯再建術 12

その他鏡視下手術 15

鎖骨・肩・肘ORIF 132

人工関節全置換術・人工骨頭置換術（リバース型含む） 9
その他 22

合　　計 295

件数

足関節骨折ORIF 85

アキレス腱縫合手術 17

関節鏡手術（遊離体・OCL等） 13

足関節固定術 19

踵骨骨折ORIF 14

外反母趾手術 18

足部筋腱・靭帯修復術 11

リスフラン関節ORIF 14

足腫瘍摘出術 7

腓骨筋腱脱臼 8

扁平足手術 4

足根骨癒合症 1

強剛母趾神経腫切除術 2
その他 47

合　　計 260

件数
腫瘍 350
巻爪・陥入爪 28
外傷・熱傷 15
瘢痕・拘縮・ケロイド 11
先天異常 4
その他 24

合　　計 432
件数

埋伏歯抜歯術 79
インプラント関連手術 33
嚢胞摘出術 1
腫瘍摘出術 19
その他 17

合　　計 149

　料金後納郵便封筒は脊椎脊髄外科紹介患者さんのＭＲＩ等のデータ（ＣＤ）送付用にお使いくだ
さい。到着まで最小で中３日必要です。（郵便配達はお休みが多くなりました 。受診日までに到

着しないこともあります。）余裕をもってお送りください。
　コロナウイルス感染症拡大防止のため、県外からの移動を伴う患者さんについては基本的に県内で２週間の待機
をして頂いています。また、受診時には正面玄関で検温等を行っております。ご協力をお願い致します。

お ら知 せ

※他に外来での埋没歯抜歯術は100件超

※形成外科については傷病名での分類とした


