
 

 

 

 

 

 

 

４月１日、令和２年度新採用職員の辞令交付式

を開催しました。 

 今年度は、医師５名、薬剤師１名、理学療法士１名、看護師１０

名、事務職員２名を新たなスタッフとして迎え入れました。 

当日は、新型コロナウイルス感染症対策として、全員がマスクを着用し、職

員同士の間隔、換気に細心の注意を払い執り行いました。 

例年、病院長から新採用職員に手渡しで辞令書を交付していましたが、

今年度は事前に交付し、式では新採用職員の紹介、病院長の訓示のみと

なりました。 

辞令交付式の終了後、新規採用職員研修が始まるまでの間に出席者の

集合写真撮影を行いましたが、全員がマスク姿で「誰？」という感じだったので、

撮影時に一瞬だけマスクを外してもらい「パチリ！」。 

今年度は異

例づくめの辞令

交付式となり、

色んな意味で

印象に残った式

となりました。 

 

 

 

 

私たちは、地域から信頼される病院を目指します。 
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燕労災病院の理念 

◎地域の人々のために最善の医療

を提供し、地域から信頼される病院

を目指します。 

 

 

病院の基本方針 

◎地域の人々の健康を守り、福祉

に寄与します。 

 

◎安全で質の高い医療の提供を目

指します。 

 

◎医療に関する教育・研修を支援し

ます。 

 

◎県央基幹病院への円滑な移行に

向けた準備を進めます。 

辞令交付式を開催しました 

新たに仲間入りしたスタッフです！（医師及び欠席者を除く） 



 

 

 

 

 

 2020 年 4 月 1 日より勤務しております遠藤直人（えんどうなおと）です。新潟県加茂市で生まれ、若宮中学、

三条高校、新潟大学を卒業し、整形外科医として現在に至っております。 

整形外科医として股関節外科および骨代謝疾患（骨粗鬆症、骨軟化症など）を主に診てまいりました。ここ燕

労災病院では水曜日の骨粗鬆症外来を担当いたします。 

骨粗鬆症は骨が脆くなり、骨折をきたします。その結果、日常生活での動作が不自由になり、重症では要介護や

寝たきりに至ることもあります。これは骨折を起こした方はもちろんのこと、ケアをされるご家族、周りの医療・介護者

方々のご苦労も大変なものがあります。 

「ちょっと躓いただけなのに骨折した。骨折はもうこりごりだ、一回だけで十分」というものの、くりかえし骨折する方も多

く、去年骨折で入院していたのに、今年また骨折し入院しました、との患者さんもよく目にします。何とかならないもので

しょうか？ 

１）骨粗鬆症について知識を増やしましょう 

  ・ 一回骨折を起こした方は次の骨折を起こしやすいのです。骨折が次の骨折につながっていきます。これを骨折連

鎖と呼んでいます。 

  ・ 骨粗鬆症の治療を中途でやめてしまう患者さんが多くおられます。骨折が治癒した後、安心してはいけないので

す。骨は依然として脆いですから骨粗鬆症の治療は必要です。 

２）治療には多職種チームで取り組みましょう 

・ 燕労災病院内で看護師、薬剤師、放射線部門、検査部門、リハビリスタッフ、栄養部門、MSW（ソーシャル

ワーカー）、事務の方々の総力を挙げて取り組みませんか。素晴らしい専門のスタッフが揃っていますのでそれぞれ

の専門の力を生かし発揮していただけるとチーム力は高まります。 

・ さらに病院内から発信をして、県央地域での診療所、介護施設等の方々と連携をして診療から治療を継続し

ていきましょう 

３）骨粗鬆症は高齢者だけではなく、若い年代の方にも見られます。また内臓器疾患、認知症、白内障、フレイ

ル・サルコペニアと深く関連し、ステロイドなどの薬剤の影響もありますので 多くの方で骨粗鬆症への対策が必要

です。 

次の骨折予防し、自分の脚で、自力でトイレまで行ける高齢者へと手助けをしましょう 

 

さて県央地域（燕市、三条市、加茂市、田上町、弥彦村の 5 市町村）では他の地域同様に、否、それ以上に

人口の高齢化と減少、さらには提供できる医療がまさに細ってきています。これでは地域の方々の要望に応えることは

できません。いよいよ県央基幹病院に向けての準備が本格化します。燕は古くは「津波目」と表記されていたとうかがい

ました。名前が示すように地域の拠点として発展をしていたものと思います。新潟県立燕

労災病院はまさに新しい病院（県央基幹病院）への根幹となる病院です。県央基幹

病院へとつながり、一層の拠点病院としての役割を果たすことが期待されております。 

 

今後、病院の職員の一人として力を尽くしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。どうぞ気軽に声をかけていただけましたらうれしい限りです。 
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【 着任の挨拶 】 

           副病院長   遠藤 直人 
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【 着任の挨拶 】  

 

 

診療部長  兼藤 努 

2020 年４月１日より、診療部長、消化器内科医

師として着任いたしました兼藤努と申します。 

上越市出身で新潟大学を卒業後、新潟大学第三

内科に入局し、以後県内外の病院で勤務してまいりま

した。 

消化器分野は慢性・急性疾患ともに需要が多く、

県央地域の諸先生方との連絡を密に取らせていただき

ながら「県央地域で完結する医療」を目指していきたい

と存じます。 

また、過去に魚沼基幹病院の立ち上げに参加させ

ていただいた経験があり、今後の県央基幹病院の開設

に際しても微力ながら尽力させていただきます。 

至らぬところも多いとは思い 

ますが、今後ともご指導ご鞭 

撻の程よろしくお願い申し上 

げます。 

                   

                  

消化器内科医長  早川 雅人 

初めまして。2020 年 4 月 1 日より当院消化器内

科に赴任いたしました早川雅人と申します。 

出身地は新潟市で、2006年より初期臨床研修医

として新潟大学医歯学総合病院で勤務をスタート致

しました。臨床修了後に新潟大学消化器内科学分

野に入局、今まで新潟県立新発田病院、新潟大学

病院、竹田綜合病院、新潟医療センターで消化器内

科医として修業を積んできました。この県央地域で働か

せていただくのは今回が初めてであり、新たな学びをみ

つけていきたいと考えています。 

現在、新型コロナウイルスによる感染症 (COVID-

19)が日本も含めて世界各地に広がりつつあり、当院

でも日常診療にいろいろ支障がでてきています。私も新

たな環境でまだ不慣れな点も多くあり、至らぬところも

多いと思いますが、日々精進して行くつもりです。どうか

温かいご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経内科医師  三浦 叡人 

令和２年 4 月 1 日より神経内科として赴任いたし

ました、三浦叡人（みうら えいと）と申します。 

出身は秋田県で、秋田大学卒業を機に、新潟に移

り住みました。これまで縁もゆかりもなかった新潟の地で

したが、秋田と気候や風土が似ていることもあり、非常

に住みやすい土地だと感じております。県央地区で働く

のは初めてとなりますが、この地域にも早く馴染むことが

できればと思います。 

神経内科では、手足の力が入らない、手が震える、

呂律が悪い、物忘れ、歩くとふらつく、などの症状の患

者さんの診療を行っております。神経疾患の中には未

だ治療法が見つかっていない病気が数多くありますが、

そのような方々にも、症状を和らげたり在宅サービスなど

環境を整えたりすることで、病気を持ちながらもより良い

生活をできる医療を提供していけるよう努めてまいりた

いと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

内分泌代謝医師  山田 万祐子 

2020 年 4 月より糖尿病・内分泌・代謝内科医

師として赴任しました山田万祐子です。 

生まれも育ちも関西圏で過ごし、2012 年に神戸大

学医学部附属病院で研修医として勤務をはじめ、

2017 年より糖尿病の研究のため、新潟で内分泌・代

謝内科医として修業を積んでまいりました。 

月曜日、火曜日、金曜日の外来診療中心の勤務

となりますが、糖尿病、高血圧、脂質異常症、その他

内分泌疾患を中心に人生の生きがいを守る治療を目

指して取り組んで参ります。糖尿病の合併症は深刻で

すが、治療の選択肢は近年著しく増えております。皆さ

んにとって継続しやすい、最適な治療を提供すべく、診

療スタッフ一丸となって診療いたします。悩んでいること

があれば、何でもご相談ください。 

一緒に健康寿命を延ばしていきましょう。 

県央地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたしします。 

 

 

 

 

 



 

月 火 水 木 金

1診 諏訪 陽子（呼吸器） 丸山 佳重（呼吸器） 林 正周（呼吸器） 諏訪 陽子（呼吸器） 丸山 佳重（呼吸器）

2診 兼藤 努（消化器） - 早川 雅人（消化器） 兼藤 努（消化器） 早川 雅人（消化器）

3診 - 河本 啓介 （血液） - 樋口 渉(血液) -

4診 - 伊藤 友美（腎･透析） 森岡 良夫（腎･透析） - 森岡 良夫（腎･透析）

5診 山田 万祐子（内分泌） 山田 万祐子（内分泌） - - 山田 万祐子（内分泌）

新患 樋口 渉 樋口 渉 丸山 佳重/諏訪 陽子 倉科 健司 佐藤 美由紀

睡眠時無呼吸
外来

- - - -
丸山 佳重（呼吸器）

（13:30～）

1診 宮北　靖 大野 由香子 宮北　靖 中村　彰 中村　彰

2診

新患

1診 中塚 英樹 二瓶 幸栄 中塚 英樹 二瓶 幸栄 二瓶 幸栄

2診 沢津橋 孝拓 中塚 英樹 沢津橋 孝拓 - 沢津橋 孝拓

新患
中塚 英樹

沢津橋 孝拓
二瓶 幸栄
中塚 英樹

中塚 英樹
沢津橋 孝拓

二瓶 幸栄
二瓶 幸栄

沢津橋 孝拓

ストーマ外来 - - - -
第2･.4週

（8:30～12:15予約のみ）

1診 -
谷藤 理(1.2.4.5週)
依田 拓也(2週)*
鈴木 勇人(3週)

- 野崎 あさみ 高橋 駿

2診 - -

新患
堀米 洋二/小牟田 佑樹

（10:00～） 高橋 駿

骨粗鬆症外来 - - 遠藤 直人 - -

1診 小池 俊朗 小池 俊朗
齋藤 祥二
（9:30～）

小池 俊朗
(第1.3.5週)

吉田 誠一

新患 小池 俊朗 小池 俊朗
齋藤 祥二
（9:30～）

小池 俊朗
(第1.3.5週)

吉田 誠一

1診 大津 裕 眞島 卓弥 柴田 健太郎 田中 惠子 大学医師

新患 眞島 卓弥 - 眞島 卓弥 佐藤 朋江 三浦 叡人

- 鈴木 丈雄（午前） - - 結城 大介(午前)

- -
安藤 徹（第2.4週）

（14:00～）
金井 利雄

（予約のみ）
-

太田 亜紀子（午前） 飯川 龍 中枝 智子（午前）
佐々木 亮（午前）
吉田 博光（午前）

園田 日出男（午前）

大学医師
（13:30～）

- - -
大学医師
（午前）

- 真柄 彰 - - -

診断室 高野 徹 淡路 正則（午後） 高野 徹 高野 徹 高野 徹

リニアック - - 笹本 龍太 - -

佐藤 征二郎
（14:00～）

- - - -

- -
樋口 渉（第1･3･5週）

（一般ドック）
樋口 渉

（一般ドック）
小池 俊朗
（脳ドック）

【受診に際しては、以下にご注意ください】　（受付時間　８：３０～１１：００）

○ 内科：糖尿病・内分泌外来、血液内科外来は、患者様の受診制限（お願い）をさせていただいております。

○ 血液内科：新患は予約患者様のみとなっております。

○ 神経内科・皮膚科・骨粗鬆症外来：原則として予約患者様のみとなっております。 急患の場合はご相談ください。

○ 整形外科：予約患者様、紹介患者様のみ（月曜日の受付は10:00まで）となっております。

　　　　　　　 　*第2火曜日の１診の診察は9:00～10:00依田医師その後10:00～谷藤医師の診察となっております。

○ 脳神経外科：水曜日の診療は9：30開始となっております。

○ 泌尿器科：水曜日（第2･4週、午後診察）の受付は、15:00までとさせていただきます｡

○ 眼科：原則として予約患者様、紹介患者様のみ（受付は10:30まで）となっております。

○ 耳鼻咽喉科：月曜日の受付は、15:30までとさせていただきます。

○ 心臓血管外科：予約患者様のみとなっております。

燕労災病院  外来診療科別担当医師表
令和２年５月１１日現在

診  療  科

内  科

神経内科

循環器内科
- 宮北　靖 中村　彰 大野 由香子 -

外 　　科
消化器外科
乳腺外科

小牟田 佑樹 - 堀米 洋二
整形外科

放射線科

心臓血管外科

人間ドック

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

眼   科

耳鼻咽喉科

リハビリテーション科

※休診や担当医師等変更の場合も

ありますので､受診の際は予めご確

認下さい｡

電話番号：0256-64-5111

令和２年５月１１日現在 


