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新潟リハビリテーション病院　通信

発症早期に高度の診療体制の元で治療を行う必要がある急

性期の脳梗塞や脳炎などはスタッフが充実した規模の大きい

病院での加療を要します。当院神経内科では、外来診療が主

になりますので、疾患の診断に加え、投薬やリハビリテー

ションを組み合わせて、症状の改善を計ることに力を注いで

いきます。
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神経内科は、脳や脊髄、末梢神経や筋肉の病気のために、体を動かしたり、感じたりする

ことなどがうまくいかなくなったなどの場合に診療にあたる内科の領域です。対応すること

が多い具体的な症状としては、体のしびれやめまい、体に力がはいらない、歩きにくい、ふ

らつく、つっぱる、ひきつけ、むせ、しゃべりにくい、ものが二重にみえる、頭痛、勝手に

手足や体が動いてしまう、もの忘れ、意識障害などたくさんあります。このような症状が

あった場合は、まずは、体のどこの病気であるかを見極めるために、詳しい神経系の診察に

加え、内臓や血液成分の異常の有無、症状の部位に応じてCTやMRI、脳波、神経伝導検査な

ども施行して、症状の元になっている病気の場所を確認します。その上で、症状の始まりの

様子、その後の経過、以前にかかった病気、生活環境などを詳しく教えていただいて、どの

ような病気かを判断します。

診療することが多い病気の名前としては、片頭痛、脳梗塞、認知症、てんかん、パーキン

ソン病、細菌やウィルス感染による脳炎・脳症・脊髄炎、糖尿病や血管炎などを基盤とした

神経の血流障害に伴う末梢神経障害，筋肉の炎症やジストロフィー、重症筋無力症や多発性

硬化症といった少しまれな免疫異常に起因する疾患もあります。近年は、老齢人口の増加に

伴い、脳卒中や認知症、パーキンソン症候群、てんかんなどの増加が目立ち、これらの多く

は神経内科が対応しています。
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私たちは、皆様に愛され、信頼される病院を目指します。

田中　惠子　医師（神経内科）

神経内科について

歩み



●講演内容●
日時 平成28年8月31日　午後1時30分
場所 濁川公民館2階ホール
講演 「最近、動作が鈍くなったと感じ

ることはありませんか?」

「リズム運動で動作改善!!」
神経内科 田中 惠子 医師

ロコパーク佐野佐枝子理学療法士

高齢者大学講座　健康長寿講座

Capture The Fracture 銀賞　認定

★ Osteoporosis Japan PLUS （ VOL.1 No.3

2016）で取り上げられました。

国際骨粗鬆症財団のFLS評価・認定について、掲

載されました。同誌では、骨粗しょう症予防のた

めの診療支援システム「骨折リエゾンサービス

(FLS)」についての詳細や、新潟リハビリテー

ション病院の取組について詳しく掲載されていま

す。

山本院長挨拶

リズム運動ご講演頂いた田中先生

国際骨粗鬆症財団（IOF：国際的な骨粗しょう症の治療、予

防・啓蒙活動に取り組む財団）が行うベストプラクティスフレー

ムワーク「大腿骨近位部骨折の骨粗しょう症予防の取り組みに

対する認定制度」に、当院が日本で初めて認定されました。

この認定制度は、「骨折患者の骨粗しょう症予防のための骨

折後の評価や治療」「骨粗しょう症予防のための追跡調査・予

防活動システム」などの13項目について申請された内容につ

いて審査し、「金」「銀」「銅」の評価認定を行うものです。

新潟リハビリテーション病院は、医師や看護師のみならず、

幅広い専門職が協力して骨粗しょう症患者の再骨折予防に積

極的に取り組んでまいりました。特に「再骨折予防手帳」等医

療機関の垣根を越えた活動も高く評価されました。

平成28年8月31日に、新潟市北区濁川公民

館で健康長寿講座が行われました。冒頭

で寄稿頂いた田中惠子先生にも講演頂

き、多くの方にご参加いただきました。

国際的評価機構の認定が「シルバー（銀）」としてランク付けされた意味は大きく、今後は

骨粗しょう症予防のためのリーディングホスピタルとして自覚し、さらに上位賞や脊椎圧迫

骨折等の分野でも受賞できるように、スタッフ一同一丸となってより質の高い医療の提供を

行う方針を表明いたします。



4人部屋改修

ナースステーション正面
で、見守りも行き届いた
談話室です。

廊下幅拡張工事

毎年恒例の病院祭を、以下のとおり開催いたします。

日時：平成28年10月16日　　10：00 ～ 15：00
会場：新潟リハビリテーション病院　1Ｆ
　　　ロコパーク2Ｆ研修室(病院併設施設)
今年は「自分のからだと健康について、見る・感じ
る・学ぶ・そして楽しむ病院祭」をテーマに、様々な
催しをご用意しています。紙面に載せきれないイベン
トがまだまだありますので、皆様お誘いあわせの上、
ぜひお越しください。

　平成28年8月1日に南2階病棟がリニューアルオープンいたしました。地域包括ケア病棟にリニューア

ルオープンし、在宅復帰を支援します。

　地域に根差した医療の実現のため、今後も当院の取り組みにご理解とご協力をお願いします。

新設談話室 個室改修

車いすでの往来も想定し
た、余裕のある空間で
す。

南2階病棟竣工

プライベート空間をまも
りつつ、多様な疾患に対
応できる個室です。

廊下幅を拡張し、余裕の
ある療養環境を整えまし
た。

病院祭のお知らせ

・在宅で入院が必要になった方

・発熱、腰・膝痛、尿路感染、肺炎、気管支炎 などで日常

の動作が困難になった方

・急性期が終わり、直ぐに在宅できない方への退院支援

※施設利用の方もご相談下さい

医療相談室

地域連携室

TEL:025-388-

ご
相
談
下
さ
い

◆ステージイベント

・院長講演

「フレイルからアクティブエイジング

へ」

・国際音楽エンタテイメント専門学

校

・新潟医療福祉大学ダンス部

・新リハ♪バンド演奏

◆参加型イベント

・ラリー ☆賞品あり☆

「知って楽しむ自分のからだと健

康」
・エアロビクス（ロコパークイベント）

・のど自慢大会

◆フードイベント



平成28年度8月以降の外来診療担当表です。予約等は下記までお問い合わせください。
内科･神経内科･整形外科/特殊外来予約　 (直通)TEL.025-388-2116
リハビリテーション科外来予約　 (直通)TEL.025-388-2123
歯科・歯科口腔外科外来予約　 (直通)TEL.025-388-2124
医療相談室　 (直通)TEL.025-388-2120

外来診療担当表

受付時間 （午前）　8:45　～　11:30　　（午後）　13:45　～　15:45（歯科は16:30迄）

診療開始時間 （午前）　9:00　～　　　 　　（午後）　14:00　～　

”○”は初診時に予約が必要です。再診は全て予約制です。

診療科 受付時間 初診時予約 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

牛木 隆志

朱　敏秀

佐藤 良一

林　千治

山本 智章

菊池 達哉

診療科 受付時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

今村 徹 今村 徹
(再来のみ) (新患のみ)

受付16:00～

18:00迄

ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ外来

山本　智章

ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ

膝外来(第2水)

山際 浩史

ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘ

肩外来(第3水)

望月 友晴

慢性腰痛・
せぼねの
変形外来

午後のみ ○

渡邊 慶
第4火

受付15:30

～17:30迄

禁煙外来 午後のみ ○ 朱 敏秀

糖尿病外来 午前のみ -
張 かおり

第1、第3、第5金

スポーツ
リハビリ

外来
午後のみ -

山本・菊池
大森 豪
受付15:30

～17:30迄

菊池 達哉
受付15:30

～17:30迄

山本 智章
受付15:30

～17:30迄

○

特殊外来

もの忘れ
外来

午前のみ ○

骨粗鬆症
予防外来

午後のみ ○
髙橋 榮明
山本 智章
受付15:00迄

﨑村　陽子

歯科
歯科口腔外科

午前 ○
今井 信行 今井 信行 佐藤 尚子 今井 信行 今井 信行

午後

受付8:30～

診療8:45～

リハビリ
テーション科

午前のみ ○ 石川 聖子
佐久間
真由美

小股　整 﨑村　陽子

整形外科 午前のみ -
大森 豪

山本　智章

伊藤 惣一郎

菊池　達哉

山本 智章

伊藤 惣一郎

菊池 達哉
受付8:30～

診療8:45～

神経内科 午前のみ - 田中　惠子

午後 -

一般外来

内科

午前 - 佐藤 良一 竹森 繁 塙　晴雄 塙　晴雄


