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　小樽市立医療セン
ターの院長、市立小
樽病院高等看護学院
の学院長を併任して
います。各スタッフ
と共に病院・学院の運営、脳外科医師
と共に外来や手術にと、それぞれの現
場で信頼の厚いリーダーです。

　頚動脈内膜剥離
術の年間執刀数は
56 件 ( 平成 24 年
度）で、国 内 外 の
学会において数多
くの症例発表を行っています。昨年、

「北海道の頼れる実力ドクター」にも
掲載され注目を集めました。

　脳神経外科及び
脳卒中専門医。手
足のまひや言葉の
障害を起こす脳血
管病（脳卒中）を
中心に脳神経外科診療に従事。北海道
大学客員研究員として、難病 “もやも
や病” の研究も行っています。

　日本ＤＭＡＴ（災
害医療派遣）隊員の
資格を持ち、市立小
樽病院ＤＭＡＴとし
て活動を行っていま
す。災害医療の現場で求められるトリ
アージ（治療順位判定）では、脳外科
医としての経験が生かされます。

　新設された「脊髄
外来（しびれ外来）」
を担当しています。
日本脊髄外科学会認
定医。脊髄損傷に対
する幹細胞基礎研究をカナダで行い、
臨床面でも脳卒中の診療も合わせた広
い範囲での診断が可能です。

脳神経外科　外来担当
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※は交代で診療します。
手術、救急等により変更になる場合があります。

新谷　好正

脳神経外科

お詫びと訂正　※平成 23 年 2 月末発行の絆創刊号にて新谷医師の頚動脈内膜剥離術執刀数を 48 件 ( 平成 23 年度）と掲載し
ましたが、60 件 ( 平成 23 年度）の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

けいどうみゃくないまくはくり
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　小樽市立脳・循環器・こころの医療センター　脳神経外科では脳梗塞や脳出血、 くも
膜下出血をはじめとした脳卒中から、脳腫瘍、 特発性正常圧水頭症など脳神経外科疾患
全般に幅広く対応しています。
　重症例や合併症を有する患者さんの治療についても、脳神経外科医、心臓血管外科医、
循環器内科医、ME( 臨床工学技士 ) が連携できる体制を整えて治療に当たっています。
　近年、脳梗塞の症状を軽くできる可能性のある治療法 (ｔPA) が認可されました。
脳梗塞発症から短時間で治療を開始できる場合に、血栓を溶解する薬を点滴で投与する
というもので、発症から医療機関受診までの時間が短いことが重要となります。この治
療は合併症などにより行えなかったり、血栓吸引などの血管内手術が有効なこともあり、
このような治療のできる病院への早期受診が非常に大切です。当センターでは、こうし
た先進的医療も積極的に取り入れた治療を行っています。
　この他、北海道大学脳神経外科の応援を得て脳動脈瘤、 動静脈奇形、 頚動脈病変の血
管内治療も行うなど、多様な専門分野を持つ医師が幅広い疾患に対応しています。　

脊髄外来（しびれ外来）の診療をはじめました

【このような方が対象となります】
・手足のしびれや痛みがある　・首、腰、背中が痛い　・つかんでいたものを落とす
・歩き方がぎこちない　・長い距離を歩けず途中で休む　など
その他頸椎症、脊柱管狭窄、靭帯骨化症、脊髄腫瘍等でお悩みの方もご相談ください。

　脊髄全般の診療を行います。体のどこかにしびれ、痛み、まひがある場合は、脊髄や
脳の疾患による場合があります。脳神経外科の脊髄専門医が担当するため、まひの原因
が脳であっても一時に診断が可能です。

医療センター：毎週金曜日　受付時間 8 時 40 分から 11 時
　　　　　　　診療場所　脳神経外科外来　TEL 0134（33）4151
市立小樽病院：毎週火曜日　受付時間 8 時から 11 時 30 分
　　　　　　　診療場所　麻酔科外来　TEL 0134（25）1211
担当医師：医療センター　脳神経外科　日本脊髄外科学会認定医　岩﨑　素之

●24 時間対応の救急体制　●多岐に渡る専門分野のスペシャリストチーム

小樽市立脳・循環器・こころの医療

りゅう

せきちゅうかんきょうさく じんたいこっかしょう
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 　将来医学部への進学を目指す小樽潮陵高校の生徒が、
小樽市立医療センターで医療体験実習を行いました。同
校は北海道より医進類型指定校の指定を受けており、こ
の実習はプログラムの一つとして実施したものです。体
験では、心臓血管外科医より手術や疾患に関する説明を
受けた他、作業療法士の作業見学、放射線科医療機器の
見学、病院食の試食などが行われました。

市立小樽病院で　院外処方 がはじまります
　市立小樽病院で診療後に処方するお薬は、院内の
薬局にてお渡ししていますが、平成 26 年 4 月 1 日
より、『院外処方』に変わります。
　診療・会計後にお渡しする院外処方箋を院外薬局
へお持ちください。
  なお、院内には、無料で使用できる FAX コーナー
を設け、希望する院外薬局にあらかじめ処方内容を
送信し、待ち時間を短縮することもできます。
　ご不明な点は院内の薬剤師にお尋ね下さい。
     （※医療センターは従来どおり院内処方です）

寄付いただきました
　このたび、元小樽市長　故・志村和雄
様のご遺族より 100 万円の寄付をいた
だきました。故人のご冥福をお祈りする
とともに心よりお礼申し上げます。

【市立病院新築資金基金】
98 件、700４万 6292 円 ( 平成 26 年 1 月末日現在 )

病院局の
雪あかりの路
2014

潮陵高校生が医療体験　小樽市立脳・循環器・こころの医療センター
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H26.1.8　医療体験の様子　

患者さんのためのコンサート

Topics &
Information

PICK UP SMILE STAFF

市立小樽病院眼科  視能訓練士

三上　智菜美、渡邉　莉恵

正確な視力・眼疾患の検査を
心がけています。

合同健康教室

H25.12.26　小樽少年少女合唱団の
クリスマスコンサート

H26.1.25　両院合同健康教室
「健康な体づくりは皮膚から」
講師：市立小樽病院　
皮膚・排せつケア認定看護師　木村　王芳

H26.1.23　中川和子さん演奏の
ピアノコンサート

みかみ　　 ちなみ わたなべ    りえ

癒やしの音色

天使の歌声

皮膚ケアの大切さに多く
の関心が寄せられ多数の

方が出席されました。
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きみほきむら

　目が見えにくいことにお困りの方も多
いのではないでしょうか。
　“近くのものが見えにくい” “暗い場所
で見えにくい” “色が分かりにくい” “見
える範囲 ( 視野 ) が欠けている” “ゆがん
で見える” など、さまざまな症状があり
ますが、それらの原因を見つけるために、
まず検査を受けることをお勧めします。
　市立小樽病院の眼科には 2 名の視能訓
練士が勤務しています。視能訓練士は遠
視や近視、乱視といったような屈折異常
に関する検査と、白内障や緑内障などの
眼疾患に関する検査等を行います。検査
によって得た正確な結果を基に医師が適
切な診断治療を行っています。
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