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地域医療を守る希望の灯として 
 

院長  入 江 誠 治  

 
 観測史上最多の降雪量を記録した上越にも、今年もまた春がやって来ました。

当院の桜も美しい花を咲かせています。年明け早々の大雪で、何日間も、その

丈の半分以上が雪に埋もれてなお、堅い芽をつけた枝をしっかり伸ばし、凛と

立ち続ける姿に、脈々と続く強い生命力と春の開花への確実な歩みを見い出し

励まされる思いでした。 

 かつて経験したことのない目に見えない敵、新型コロナウイルスとの戦いが 1

年以上続く中、ワクチン接種が始まっています。感染拡大を阻止し、社会活動

を取り戻すための強力な切り札となることが期待されます。新型コロナウイル

スが攻撃してきたのは、我々の健康だけでなく、東日本大震災からの復興の途

上で、我々が誇りとしてきた、「絆」「助け合い」「共存」など、他者との繋がり

で成り立つ社会の在り方そのものだったのです。人と人との接触が制限され

様々な制約が課される中、社会の分断や孤立が生まれ、重苦しい閉塞感が国中

を覆い尽くしています。今こそ国、地方自治体、医療機関、住民が総力を結集

して 1 日も早いコロナの収束を成し遂げましょう。 

 地域密着型病院として勤労者医療を担う当院は、今年度も

整形外科、脳神経外科、歯科口腔外科を軸に、従来の高度な

医療提供と共に、急性期から職場復帰までの一貫したシーム

レスな治療、リハビリを通じ、様々な疾患における治療と就

労の両立支援をしてまいります。また、ICT の利活用や遠隔診

療も視野に入れ、積極的に訪問診療・看護を行い、個別的な

ニーズに対応した全人的ケアを展開します。更に、労災病院

の使命の一つである産業保健活動においても、嘱託産業医、
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看護の日のイベントについて（詳細は４ページに掲載） 

病院からのお願い 
 院内では必ずマスクの着用をお願いいたします。マスク着用のない方は、 
診察室への立ち入りをご遠慮いただきます。 
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地域産業保健センター登録産業医として、ウィズ・コロナ時代特有の課題を見

い出し、勤労者の健康維持・促進に尽力致します。透析については、引き続き

上越総合病院、新潟大学から医師派遣を得て、安心安全な医療を提供致します。 

 聖火が我々の希望の灯として、この上越の街を駆け抜ける日を共に迎えられ

るよう、皆様にはコロナ対策の基本に立ち返り、手洗い、マスク、３密回避を

引き続き励行して下さいますようお願い申し上げます。 

 
 
 

☆☆☆ 医師の異動について ☆☆☆ 

採用(4/1) 退職(3/31) 

整形外科医師     犬飼
いぬかい

 友
とも

哉
や

 第４整形外科部長  玉川 省吾 

歯科初期臨床研修医  齋藤
さいとう

 瑠
る

郁
い

 第５整形外科部長  井上 隆志 

 整形外科医師    石坂 佳祐 

 病理診断科部長   川口 誠 

 
プロフィールについては、次号でお知らせします。 

 
 

■ 内科 

・ 毎週木曜日に上越地域医療センター病院総合診療科 倉辻医師が診療を 

 行っています。 

■ 糖尿病内科 

・ 毎週金曜日に昭和大学医師が交代制で診療を行っています。 

4/2 山岸 昌一  4/9 八島 広典  4/16 川上 来知 

4/23 八島 広典  4/30 山岸 昌一 

・ 診療は原則予約制です。ご予約は地域医療連携室にて承ります。 

地域医療連携室（直通）：電話 025-543-71９0 

  

診 療 科 の お 知 ら せ 
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突然起こる高齢者の骨折 

～そのとき自分は？家族は？～ 

 

整形外科医師  佐 久 間 杏 子  

 
 今年は記録的な大雪でありましたが、無事に春を迎えることができました。

整形外科の領域としては、冬は雪や凍結、体のこわばり、ウインタースポーツ

の影響で特に骨折が多い季節となります。しかし、暖かくなって人々の活動性

が高くなる春も、実は骨折が多い季節ですので、油断はできません。 
 特にご高齢の方は、ちょっとした転倒や動作で骨折して

しまうことが少なくありません。それは、１. 年齢とともに

骨密度が低下し、骨粗鬆症が進行するから 2. 筋肉が減少

し、とっさの受け身が取れなかったり、骨のクッションと

なる役目を果たせなかったりするから 3. 視力やバラン

ス感覚が低下し、そもそも転倒リスクが高いから などの

理由があります。骨折の部位は、①足の付け根（大腿骨頚

部骨折・大腿骨転子部骨折） ②背骨（圧迫骨折） ③手

首（橈骨遠位端骨折） ④肩（上腕骨近位部骨折）が多くみられます。これら

は１回の転倒で複数同時に受傷することもあります。片手が思うように使えな

い③、④も不便ですが、①、②はあまりの痛さに体を動かすことができず、寝

たきりとなってしまうことがあります。寝たきりというのは、歩けないことが

辛いのはもちろんですが、全身が一気に衰弱し、心不全や肺炎などの疾患につ

ながることもあることから、「命にかかわる骨折」とも言われています。そのた

め①の場合では、基本的には高齢でも手術治療が推奨されております。 
 もし、自分や家族が、急に骨折したら。利き手が使えなくなったら。歩けな

くなったら。入院するのか、現状の家で介護や生活が可能なのか。手術を受け

るか受けないか。だれが中心となってサポートするのか。それ

までどんなに元気に生活していたとしてもほんの一瞬のことで、

突然に本人・家族の生活に影響を及ぼしてしまうのが、骨折の

現実です。 
 そこで、これらを事前に想定し、日頃から準備や対策をしておくことが大事

だといえます。骨密度検査を受け治療を検討したり、体力・筋力維持のトレー

ニングをしたりすることが有用です。介護保険や介護サービスを学んだり、ケ

アマネージャーと話をしたりして、家族で選択肢を共有しておくこともいいで

しょう。 
 上越地区は高齢化がすすんでおり、高齢者の骨折を他人事ではなく、身近な

こととして考えていただきたく思います。私たちは皆さんの生活に寄り添い、

予防から治療まで、精一杯携わってまいります。 
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★ 今年も看護の日にちなんだイベントを開催します ★ 

＜看護の日の由来＞ 

 21 世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合いの

心を、私たち一人一人が分かち合うことが必要です。こうした心を、老若男女

を問わずだれもが育むきっかけとなるよう、旧厚生省により、「看護の日」が

1990 年に制定されました。市民・有識者による「看護の日の制定を願う会」の

運動がきっかけでした。 

 「看護の日」は近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日に

ちなみ、5 月 12 日に制定されました。1965 年から、国際看護師協会(本部:ジュ

ネーブ)は、この日を「国際看護師の日」に定めています。 

 新潟労災病院では 2021 年 5 月 10 日から 14 日まで看護の日イベントとして

「癒しの写真展」を開催します。１階待合ホールに展示いたします。 
ぜひご覧いただければ幸いです。 

------------------ 昨年の「癒しの写真展」 ------------------ 
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 フレイル予防健診を受けてみませんか！  
 

コロナ禍で「自宅に籠りきり」という生活が長期化すると活動量が低下し筋肉も衰えて

疲れやすくなりベッドで横になる時間が増えます。これがフレイルのサインです。 

新しい生活様式の中、自ら要介護に向かわないためにフレイル予防健診を受検し、予防・

改善のためのヒントを見つけませんか。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査項目 内容 

腹部超音波検査 肝、胆、膵、脾、腎臓、腹部大動脈 

血液検査 肝臓、腎臓、血糖、脂質、血球計算、炎症反応 

尿検査 尿蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、PH、比重、沈査 

問診・診察・指導 

健診の事後指導、総合的な判断と助言（ 医師） 

助言が必要な項目の確認（社会参加の状況、心の健康、認知

機能など）、相談窓口の紹介（ 看護師） 

身体計測 身長、体重、腹囲、BMI、インボディ検査 

頸動脈エコー検査 頸動脈の動脈硬化の有無 

心電図検査 不整脈と虚血性病変の有無 

個人指導：一人ひとりの状態に合わせて 専門のスタッフがアドバイスを行います！ 

① 運動指導 

② オーラルフレイル 

③ 栄養指導 

① インボディのデータを基に各種運動の紹介（ 理学療法士） 

② 嚥下・咀嚼機能の評価、指導（ 歯科医師、歯科衛生士） 

③ 食事習慣の把握、低栄養状態予防の指導（ 管理栄養士） 

 

 

 

 

要介護 フレイル 健康 

料金   ４０，0００円（税込） 

実施曜日 毎週水・木曜日 ８時１５分～ 

お電話または医事課 0 番窓口にてお申込みください。 

TEL 025-543-3123（内線 1233） 
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新潟労災病院の理念 

“働く人の健康を守り、地域医療に貢献します” 

 

新潟労災病院の基本姿勢 

１．良質で安全な医療を行います。 

２．患者の権利を尊重し、患者中心の医療を行います。 

３．急性期医療、回復期医療を通じ、地域医療における中核的な役割を担います。 

４．働く人の健康を守ります。 

 

患者さんの権利 

１．人間としての尊厳をもって医療を受ける権利 

２．当院の提供する良質で安全な医療を受ける権利 

３．自らの健康状況を理解するために必要な情報を、当院から得る権利 

４．当院の提供する医療の内容および予測される結果について説明を受ける権利 

５．他施設の医療者の意見（セカンドオピニオン）を求める権利 

６．当院から必要な説明を受けたうえで、自分の自由な意思に基づいて選択し、あ

るいは拒否する権利 

７．診療に関する記録の開示を求める権利 

８．プライバシーが保たれる権利 

９．医療費の報告および医療費の公的援助に関する情報を受ける権利 

 

患者さんの責務 

１．自らの健康に関する情報を正確に医療者に伝える責務 

  ・最適な検査や治療を受けるために、自身の健康に関する情報を詳しく正確に

提供してください。 

２．診療等に関して自らの意思を明らかにする責務 

  ・医師から十分な説明を受けた上で、診断・治療方針について、自らの意思を

明らかにしてください。 

３．診療等に関する指示や助言を守る責務 

  ・診療を円滑に受けるため、医療従事者の指示や助言を守ってください。 

４．病院の規則に従い職員や他者へ迷惑を掛けない責務 

  ・すべての患者さんが、安全で良質な医療を受けられるように配慮するととも

に、当院職員が適切な医療を行うのを妨げないよう協力してください。 
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健診部からのお知らせ 

◆内視鏡検査を選択される方 

・料金 ４４，５５０円（税込） 

・実施日 水曜日 ８：１５～ 

・検査項目 

◆Ｘ線（バリウム）検査を選択される方  

・料金 ３９，５５０円（税込） 

・実施日 第１・３金曜日 ８：１５～ 

・検査項目 （下記項目の検査以外は、内視鏡検査を選択された場合と同様です） 

※胃の検査なしでの申し込みも受け付けておりますので、お申し込みの際お問い合わせください。 

※人間ドック基本コースには、院内食堂「エデン」又は売店でご利用いただける利用券をお付けして

います。 

 

 

お手軽ドックでは、特定健診をさらに進めて体脂肪率、骨格筋量、胸部Ｘ線、尿検査を行います。 

※予約が必要ですが、来院時間はご都合に合わせて決めていただけます。 

身体計測 身長 体重 体脂肪 インボディ（骨格筋量） 腹囲 ＢＭＩ 問診 

生理機能 胸部Ｘ線 血圧 心電図 尿 尿蛋白 尿糖 尿潜血 

血 液 

（肝・血糖・脂質） 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ＡＬＴ（ＧＰＴ） γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） 血糖 ＨｂＡ1c 

中性脂肪 ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロール 赤血球数 血色素量 ヘマトクリット値 

  

身体計測 身長 体重 体脂肪 インボディ（骨格筋量） 腹囲 ＢＭＩ 

眼と耳の機能 眼圧 視力 聴力 レントゲン 胸部Ｘ線 

問診 診察 情報提供と説明 指導 

消化器 内視鏡検査（経鼻又は経口）  便潜血検査（２回法）  

腹部超音波検査 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈 

生理機能 呼吸機能 肺年齢 血圧 心電図 心拍数 

血 液 肝腎機能 血糖 脂質 血球 炎症反応 血液型（初回） 血液凝固検査 

尿検査 尿蛋白 尿糖 尿潜血 ウロビリノーゲン ＰＨ 比重 沈渣 

消化器 Ｘ線（バリウム）検査  便潜血検査（２回法）  

血 液 肝腎機能 血糖 脂質 血球 炎症反応 血液型（初回）  

人間ドック基本コース 
○胃の検査について「内視鏡」「X 線」のいずれかを選択できます。  

○「がん検診・生活習慣予防コース」「感染症検査」をオプションとして追加できます。 

 お手軽ドック（生活習慣の簡易コース） 13,750 円（税込） 
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★は１日ドック、☆はお手軽ドック、●はフレイル予防健診に含まれます。 

 内  容 料 金（税込） 

が
ん
検
診 

①甲状腺がん ホルモン測定 甲状腺エコー  ８，２５０円 

②肺がん 低線量肺がんＣＴ  ９，９００円 

★③胃内視鏡検査 血液凝固検査含む ※水曜日・木曜日(不定期) １６，５００円 

★④大腸がん 便潜血（２回）  １，６５０円 

⑤肝胆膵がん ★●腹部超音波 肝炎ウイルス（B 型、C 型）  ８，１９５円 

⑥前立腺がん ＰＳＡ  １，８７０円 

⑦乳がん 
マンモグラフィ 乳腺エコー １０，１２０円 

マンモグラフィ  ６，３８０円 

⑧子宮がん 
内診 子宮頚部細胞診 

子宮卵巣エコー（子宮体がんの検査を含む） 
 ４，４００円 

※⑨腫瘍マーカー 
男性(ＣＥＡ ＣＡ１９－９ ＰＳＡ) 

 ３，３００円 
女性(ＣＥＡ ＣＡ１９－９ ＣＡ１２５) 

⑩アミノインデックス 

がんリスクスクリーニング検査 

男性（胃・肺・大腸・すい臓・前立腺がん） 
２５，３００円 

女性（胃・肺・大腸・すい臓・乳・子宮がん） 

生
活
習
慣
予
防 

●⑪頚動脈の動脈硬化 頚動脈エコー  ６，０５０円 

⑫骨密度検査 Ｘ線（腰椎＋大腿骨頸部）  ４，９５０円 

⑬内臓脂肪測定検査 腹部ＣＴ  ３，３００円 

★☆⑭インボディ測定 体成分分析装置（骨格筋量測定）    ５５０円 

感
染
症 

⑮肝炎ウイルス検査 Ｂ型（ＨＢｓ）、Ｃ型（ＨＣＶ）  ２，３６５円 

⑯ＨＩＶ検査 ＨＩＶ  １，４３０円 

※腫瘍マーカーは人間ドック健診で用いられることが多いですが、いずれの項目も早期がんで上昇 
するわけではなく、がん以外にも炎症や良性腫瘍、喫煙、妊娠、加齢等の生理的変化でも陽性と 
なることがあります。したがって、腫瘍マーカーだけではがんのスクリーニングとしては適しません 
ので、画像検査や他の検査と併用して利用されることをお奨めします。 

 

 

 

基本コース 
問診・歯周病検査・プラークや歯石の付着・口腔乾燥度・冠、ブリッジ、 

義歯の状態・結果説明 

パノラマ撮影コース 
問診・歯周病検査・プラークや歯石の付着・口腔乾燥度・冠、ブリッジ、 

義歯の状態・Ｘ線撮影での骨病変の有無の確認・結果説明 

すべて予約制です。 
下記①②のいずれかの方法でご予約ください。 

① お電話または医事課０番窓口にてお申し込みください。 

電話 ０２５-５４３-３１２３ 内線（１２３３） 平日 ８：３０～１６：００ 

② 人間ドック申込書（新潟労災病院ホームページ（http://www.niigatah.johas.go.jp/）よりダウンロード）

に必要事項を記入し、新潟労災病院医事課へ郵送または FAX してください。 

〒９４２-８５０２ 新潟県上越市東雲町１-７-１２ 

新潟労災病院医事課ドック健診担当   FAX ０２５-５４３-７１１０ 

がん検診・生活習慣予防コース 

 
歯科ドック（基本コース）     5,000 円（税込） 

歯科ドック（パノラマ撮影コース）  11,000 円（税込） 
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散 歩 道 

 

私には毎朝のルーティーンがある。まずは着替えをして水分補給し味噌

汁を作る。そのうち子供達が起きて来て寝起きの悪い1番大きな子供（旦那

さん）を起こす。そしてテレビを付ける。5年くらい前から始めた6時25

分からのみんなの体操をする。『おはようございます』司会者の爽やかな挨

拶が聞こえ10分間体を動かす。日替わりでラジオ体操の第1、第2、スト

レッチなどが混ざっていてなかなか楽しい。体を動かすと食欲も出て目も

覚める。少々食べ過ぎてしまう事もあるが良いことずくめである。 

最近はコロナで遠出もできず、ウインタースポーツにも行けていない。予定がない休日にテ

ンションが上がらないので久しぶりに河川敷をウオーキングしてみた。30分以上歩いたり少し

走ったり。妙高山を見ながら鳥のさえずり、すれ違う見知らぬ方と挨拶。家に着く頃には満た

された気持ちになり気分もすっきり。夜のアルコールがさらに美味。やはり規則正しい生活と

適度な運動は心にも栄養を与えてくれる。 

                          （Ｋ・Ｙ） 

 
 


