
七夕に想いをのせて・・・ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

昨年よりコロナウイルス感染予防を考慮し、院内で行っていた様々な行事が中止にな

りました。その中で唯一継続しているものがあります。「七夕」です。 

毎年７月に入ると外来エントランスホールに七夕飾りが展示されます。七夕というと、

竹に願い事を書いた短冊を結わえる光景をイメージする方が多いと思いますが、当院の

七夕飾りは巨大な 2 基の吹き流しを飾ります。 

何故当院ではこのような七夕を行うのか。その理由は、この吹き流しの由来にあります。

実はこの吹き流しは宮城県仙台市の東北労災病院より贈られたものなのです。 

仙台市の七夕祭りと言えば、全国有数のお祭りとして有名です。全長 4,5m を超え

る吹き流しが町中に飾られます。歴史は古く、かの伊達政宗公が地域の人々のために

始めたと言われています。 

『地域の人々のために最善の医療を提供する』という理念を掲げる当院にこのような

贈り物がされたことには縁を感じ、背筋が伸びる思いです。 

最後に、季節の行事を日常のこととして楽しむことができる世の中へ戻ることを切に願

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 



赴任 ・ 就任のご挨拶 

 

     

◇神経内科医師  秋山 夏葵 

2021 年 6 月より神経内科医師として着任いたしました秋山 夏葵（あきやま なつき）と申します。 

 出身は埼玉県で、都内の女子校を経て山梨大学へ進学し、初期研修は埼玉県の済生会川口総合病院にて行い、新潟大

学脳神経内科への入局を機に新潟県へやって参りました。雪が降るのは苦手ですが、お米とお酒が美味しいところが気に入ってい

ます。新潟へ来てからは、新潟市、長岡市、新発田市と、これまで県内の関連病院にて経験を積ませていただきました。 

 県央地区は初めてですが、地域のみなさまに寄り添った医療を心がけたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

◇看護副部長  酒井 友香 

4 月より看護副部長を拝命しました。看護部長に指導を受けながら病院運営や人材確保などに参画させて頂いています。看

護師長と兼務なので、日々の業務に追われて役割発揮が出来ないと感じる毎日です。2 年後に迎える県央基幹病院の開院に

向けてたくさんの課題を抱えております。課題に取り組んでいくことは、30 年余り看護師として私を育ててくれた燕労災病院の発

展のために恩返しする機会と思っています。生まれ育った県央地域で、地域の皆様のため努力したいと思っています。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

新人紹介 
 

◇臨床工学技士  中務 勝太 

令和３年４月１日からこちらの病院で勤務させていただいております、臨床工学技士の中務勝太と申します。出身は燕市で

この３月に新潟医療福祉大学を卒業しました。こうして生まれ育った地域の医療に携わることができ大変うれしく思っております。 

上司の方々や院内スタッフの皆様にサポートしていただきながら、日々緊張感を持ちつつ業務にあたることができています。さまざ

まなことを経験し一人前に業務を行えるようになることが今の目標です。至らぬ点も多々あるかとは思いますがご指導ご鞭撻の程

よろしくお願いいたします。 

 

◇理学療法士  渡邉 真杜 

2021 年 4 月より新採用職員として勤務させて頂いております理学療法士の渡邉 真杜（わたなべ まさと）と申します。 

出身は上越市で、2021 年 3 月に信州大学を卒業し、こちらの病院で勤務を始めました。長野県はどちらかというと乾燥した

地域で、それに慣れ親しんだせいか現在この湿度の高さに苦しんでいます。最近は猫が飼いたいと思っていますが、どのような猫種

が良いかご意見お待ちしております。名前は決めてあります。 

職員の一員として一生懸命努めてまいりますので、これからよろしくお願いいたします。 
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皆さんは、この用紙を目にしたことはありますか？ 

これは「人生メモ」と言われ、燕・弥彦医療介護センタ

ーから出されているものです。 

「自分らしい生活」を続けるために、元気な今のうちから

考えておきたいことがまとめられています。 

まずは自分の気持ちを整理して、家族など信頼のお

ける人や、かかりつけ医、ケアマネージャーなどの専門職

と繰り返し話し合っておくことが大切です。 

近年、意思決定支援における “アドバンス・ケア・プ

ランニング（ACP）” を行う動きが広がってきていま

す。治らない状態や、命の終わりが見えてきた状態にな

ってから、「さぁ、どうするか」と考えるのは、時間にも気持

ちにも余裕がないので、とても辛いことです。そのため、

心も身体もまだ元気なうちに一度考えておくと、いざその状態になったときに、少し落ち着いて行動できるようになります。 

そうは言っても、自分自身や家族の死について、進んで考えたいという人は、いません。直視したくないけれど、とても大切なこと

なので、当院でも広げていきたいと思っています。 
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おしらせ 
新型コロナウイルス感染症対策のため、 

院内でのイベント開催の予定はございません。 

○新型コロナウイルス感染症に伴う、重要なお知らせ 

・ご来院の際は、正面玄関での検温にご協力お願いいたします。 

・病院内での面会については禁止とします。 

・荷物の受け取りは平日週１回とし、ナースステーションにてお預かりします。 

・ご来院はお一人でお願いします。 

患者さんを感染から守るため、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 

〇当院では「人間ドック健診」「乳がんマンモグラフィ検診」を実施しております。 

 健診についてのお問い合わせは、医事課健診係まで ℡：０２５６－６４－５１１１(代表) 

※「人生メモ」は、燕・弥彦医療介護センターのホームページから、

誰でもダウンロードできます。 

 

 

○病棟でも外来でも、患者さんの心と身体に余裕がありそうなときに、是非使ってみてください。 

   外来：中山 ／ 4 階東病棟：加藤まで、いつでも相談してください。 

※「人生メモ」の用紙は、外来と 4 階東病棟にもご用意しております。 

 

ⓘ 

「人生メモ」 で自分らしい療養生活を  ～緩和ケア通信～ 

緩和ケア認定看護師 中山 梢 ・ 加藤 紗愛 
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月 火 水 木 金

1診 諏訪 陽子（呼吸器） 丸山 佳重（呼吸器） 田中 知宏（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） - 小田 知友美（消化器） 兼藤 努（消化器） 小田 知友美（消化器）

3診 樋口 渉（血液・隔週） 布施 香子 （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
小泉 健（隔週）／
樋口 渉（隔週）

菅野 直人 丸山 佳重/諏訪 陽子 山岸 郁美 田中 健太郎

睡眠時無呼吸

外来
- - - -

丸山 佳重（呼吸器）
（13:30～）

1診 宮北　靖 渡辺　智 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 齋藤　敬太 中塚 英樹 - 齋藤　敬太 -

新患
中塚 英樹
齋藤　敬太

二瓶 幸栄
中塚 英樹

中塚 英樹
二瓶 幸栄
齋藤　敬太

二瓶 幸栄

午後外来
(14:00～15:00) - - （交代制） - -

ストーマ外来 - - - -
第2･.4週

（8:30～12:15予約のみ）

1診
伊藤　雅之

（外傷再建外科）

谷藤 理(1.2.4.5週)
依田 拓也(2週)*
鈴木 勇人(3週)

- 杉田 大輔 小柳 翔太

2診 - 堀米 洋二 -

新患
杉田 大輔/木村 圭志

（診察10:00～）
杉田 大輔 小柳 翔太

骨粗鬆症外来 - - 遠藤 直人 - -

1診 小池 俊朗 小池 俊朗
高橋 陽彦
（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
高橋 陽彦
（9:30～）

小池 俊朗
(第1.3.5週)

吉田 誠一

1診 佐藤　朋江 眞島 卓弥 秋山 夏葵 田中 惠子 中島 章博

2診(予約新患) 秋山 夏葵 五十嵐 一也 眞島 卓弥 佐藤 朋江 -

- 武居 いづみ(午前) - - 佐々木 仁(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 志村 恵理子（午前） 吉田 博光（午前） 園田 日出男（午前）

大学医師
（13:30～15:30）

- - -
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 中野 智成（午後） -

清水 勇希
（13:30～予約のみ）

- - - -

- -
樋口 渉

（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、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。

○ 神経内科・皮膚科・骨粗鬆症外来：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。

○ 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：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。

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

渡辺 智 -

外 　　科
消化器外科
乳腺外科

木村 圭志 -
整形外科

燕労災病院  外来診療科別担当医師表
令和３年７月１日現在

診  療  科

内  科

神経内科

循環器内科
- 宮北　靖 中村　彰

※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３年８月１日現在 


