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病院長挨拶

新しく着任した医師の紹介

みなさん こんにちは。快適な河岸段丘のおかげで、毎日7,000歩
越えのスッキリ健康生活(?)を送っている院長の吉嶺文俊（よしみね
ふみとし）です。さてみなさんは新聞を毎日読んでいますでしょう
か。実は私、最近じっくり読むことがなくなっています。毎朝“エ
フエムとうかまち”を聞きつつweb情報で間に合わせている今日こ
の頃ですが、先日十日町記者クラブの皆様方からここは新聞のメッ
カだということを聞かされました。それでは病院も負けじと室岡院
長時代に始まっていた院外報を再開することにしました。タイム
リーで確実な情報、病院ならではのとっておき情報など載せながら、

皆様方とご一緒に、温かい「かかりつけ新聞」を作っていき
たいと思います。応援よろしくお願い申し上げます。

四季の彩

はじめまして、耳鼻咽喉科の奥村仁です。
十日町病院に来てからすでに二ヶ月が経過しようとしています。こ
ちらの地域には耳鼻科の開業医がないので、耳垢から悪性腫瘍まで
幅広い疾患の診察を行う必要があるため、慣れるまでは少し大変で
したが、ようやくペースをつかんできた感じです。耳鼻咽喉科は一
人体制ですので限界はありますが、事故のないように診療を行って
いきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

はじめまして、外科の青木真と申します。
四月からお世話になっております、出身は新潟市で、十日町は初め
てになります。そばや雪祭りや大地の芸術祭など魅力を楽しみたい
と思っております。十日町病院は各科の連携がとてもよくとれてい
て、とても働きやすい環境で日々感謝するばかりです。周りの先生
方のように少しでもフットワークを軽く診療できるよう、努力致し
ますのでご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

はじめまして、整形外科の平野優樹です。
三月までは、山形県鶴岡市の荘内病院というところで一年半勤務し
ていました。冬は雪が多いな。と思っていたのですが、十日町の積
雪量は鶴岡と桁違いだと聞いて今から冬の到来に脅えております。
冬は屋根には上らないようにお願い致します。
頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

奥村先生

青木先生

平野先生

吉嶺 院長
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病院の理念 「命の尊厳・信頼と安心の病院」を目指して

・患者さんを中心とする医療の展開と、安全管理に努めます

・高度医療の充実と、救命救急医療の機能強化に努めます

・地域の中核的な病院として、他の医療施設との連携に努めます

・優しさと思いやりのある接遇と、医療技術の研鑚に努めます

・安らぎと潤いのある、快適な療養環境の提供に努めます

・改善に積極的に取り組み、経営の健全化に努めます

つながり（仮称）

地域連携室からのお知らせ

四季の彩

現在工事中のため、
皆様には大変ご迷惑をおかけ
しております。ご理解とご協
力をお願いいたします。

病院だより第一号にあたり、地域連携室の紹介をします。

地域連携室は、正面玄関を入って右手にあります。

地域連携室って
何するところ？

今年度より医療ソーシャルワーカー２名、看護師４名、事務員３名で業務しています。

かかりつけの病院や診療所からの紹

介や当院から他病院へ紹介する際に、

連絡調整をします。

当院を受診される際は、かかりつけ
の医師にご相談ください。

医療・介護や在宅サービス、医療費などお困りの
ことがありましたら、医療ソーシャルワーカーが
お話を聞かせていただきます。

☆
入院された患者様が少しでも不安を少なく退院後
の生活に戻れますように、支援をさせていただき
ます。地域の介護や福祉と連携をとっていきます。
入院された病棟スタッフを通し、ご相談ください。

地域医療連携
チーム

医療相談
退院支援チーム
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採血室の受付方法が変更になりました。

１．⑥中央採血室で青い番号札をお取りくださ

い。

２．番号札の番号で呼ばれます。

３．採血の順番が来るまで、イスに

腰掛けてお待ちください。

ご協力よろしくお願いいたします。

64列MDCT 1.5TMRI

 新外来棟に現在最先端の64列MDCTと
1.5TのMRI装置が導入されました。

お知らせ
コーナー

つながり（仮称）四季の彩

検査科 放射線科

＜受診に関するお知らせ＞

1．新外来棟が開設しましたが、患者様
の安心・安全な医療を確保するた
め、原則として当分の間、救急お
よびかかりつけ医の紹介状をお持
ちの患者様の診察とさせていただ
いております。

2．外来待ち時間を短くするために、
下記にご協力ください。

・診察の予約時間がありますので、
朝早く来院するのは避けましょう。

・診療時間連絡サービス（携帯電話
へ連絡）を行っています。
ブロック受付に声をかけて下さい

３．診察までの時間がある方は、 新
外来棟1階のセブンイレブン前と、
病棟１階エレベータ脇に、自動販
売機が設置された休息コーナーが
ありますのでご利用ください。

４．お子さん連れの方は、お子さんが
走らないよう、ご注意願います。
（足の不自由な方がおられます）
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お問い

合わせ先

新潟県立十日町病院 広報委員会

〒948-0055 十日町市高山32番9

TEL  025-757-5566

FAX  025-752-3955

院外広報誌を発行することとなりました。

皆様からの声で読みやすい紙面づくりをめざ

してまいります。ご意見・ご感想を、気軽に

お寄せください。

広報委員会

診療科一覧表

四季のそよ風四季の彩

受付終了時間
通常11:00

受付終了時間が
異なる診療科は、
整形外科10:00
小児科10:30
耳鼻科（火）10:00

編集後記

科 別 担当別 月 火 水 木 金

新患 堀　好寿 齋藤　悠 大渕雄子 水澤　健 丸山　弦

A 06 丸山　弦 丸山　弦 堀　好寿 堀　好寿 循環器内科

A 07 水澤　健 大渕雄子 吉嶺　文俊 齋藤　悠 齊藤　悠

A 08
９～10時吉嶺文俊

10時～大渕雄子
腎臓内科（隔週） 消化器内科

内分泌（第１・３）

心臓血管外科

（第２・４）

腹・頚部超音波

A05
大渕雄子 技　　師 大渕雄子

心臓超音波 技　　師 技　　師 技　　師 技　　師 技　　師

大学医師(午前) 大学医師(午前) 水澤　健

齋藤　悠(午後) 大学医師(午後)

新患　Ａ０１ （再診）設楽兼司 山本雄大 青木　真 中尾圭介 設楽兼司

再診　Ａ０２ （新患）中尾圭介 福成博幸 林　哲二 福成博幸 林　哲二

１診　 Ｂ１３ 奥村　剛 大学医師 皆川　豊 大学医師
第一金曜のみ
大橋　正幸

２診　 Ｂ１２ 平野 優樹 平野　優樹 奥村　剛 奥村　剛 平野　優樹

３診　 Ｂ１１ 皆川豊(午後予約のみ) 皆川　豊

病　　棟 皆川　豊 奥村　剛/皆川　豊 平野　優樹 平野　優樹/皆川　豊 皆川　豊/奥村　剛

婦人科　Ｃ２４ 小菅直人 小菅直人

産　科　Ｃ２２ 大学医師 魚沼基幹病院医師

金山哲也 小嶋智子
1・3・5週　小嶋
2・4週　   金山

金山哲也 金山哲也

河野充夫 河野充夫 河野充夫 大学医師

大学医師 大学医師 大学医師

奥村　仁 奥村　仁 奥村　仁 臨時医師 奥村　仁

山崎元義 山崎元義 大学医師

中村貴文 中村貴文 中村貴文 中村貴文 中村貴文

肥田誠治 肥田誠治 肥田誠治 肥田誠治 肥田誠治

　　小児科 　小児慢性疾患(毎日） ・・・・・・・・・・・・ 午後２時３０分

　乳児健診（毎週木曜日）・・・・・・・・・・・午後２時３０分

　予防注射（当院かかりつけの方）・・・・・・・午後２時３０分

　　内　科

　　産　科 　助産外来（毎週木・金曜日）・・・・・・・・・午後１時

　産後健診（毎週火曜日）・・・・・・・・・・・午後２時

　母乳相談室（毎週水曜日）・・・・・・・・・・午後３時

眼　科 　予約制(毎週金曜日） ・・・・・・・・・・・・ 午後２時～３時

※ 外来予約変更の電話は,14時から15時におかけください。

脳外科　　　　　 Ｂ１５

泌尿器科　　　　　Ｄ３３

歯科口腔外科　　　21

各診療科一覧表

産婦人科

2016年7月1日

整
形
外
科

内視鏡

外　　科

小菅直人小菅直人 小菅直人

内
　
　
　
科

耳鼻咽喉科　　　　Ｄ３１

神経内科　　　　　Ｂ１６

麻酔科

小児科　  　 　　 Ｄ３８

　ペーシング外来（第１金曜日）・・・・・・・・午後１時

　１ヶ月健診（毎週火曜日）・・・・・・・・・・午後１時３０分

【　特殊外来　】
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