
 

 

2006年に県から魚沼地域の医療再編のフレーム案がでてもう６年目になります。 

魚野川沿いには、浦佐に公設民営の基幹病院が 2015年開業することが決まっています。

そして小出病院と六日町病院は縮小した形で市立病院になります。 

信濃川沿いでは、十日町病院が現在地に新築されることが決まりました。松代病院は今後

どんな病院になっていくのでしょうか。現状の医療を継続できるのでしょうか。 

地域中核病院・へき地病院の医師不足は、今も続いており、十日町病院の内科医師がこの

４月から２名減ってしまいました。松代病院は、４月から常勤の医師数は変わりなく３名で

すが、これを維持していくことは非常に困難な状況があります。 

また、松代・松之山の人口は去年一年間で約 200名の人口減少があり、6000人を割り

込みました。2008 年に地域の代表の方にも参加してもらい、この地区の医療はどうある

べきか検討会を行い、2009 年に報告書を作成しましたが、もう３年もたっており、また

住民の方々とともに松代病院のあり方を再検討する時期に来ていると思います。今の松代病

院が 10年後も今のままで維持できるとは考えられません。新十日町病院建設が進むのと同

時に、松代病院の将来を皆さんと一緒に考えていく必要があります。 

 

松代病院
のゆくえ 

院長 鈴木 善幸 



４月から松代病院勤務となりまし

た水澤健です。 

生まれは長岡で、雪には慣れてい

ると思っていましたが、松代の 4 月

の雪の多さには驚いてしまいまし

た。5 月になり、雪も溶け、のどかな

自然の中で 1歳 8か月になる子供と

遊んだりしながら過ごさせてもらっ

ています。 

医療行為を通して、少しでも地域

の方々のお役にたてるよう、取り組

んでいきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

雪の多い十日町からもっと雪の多

い松代病院に赴任してきた放射線科

の西村です。 

赴任するのは初めてですが、松代病

院の技師が休みの時に手伝いに来

たことがあり、病院での業務は初め

てではありません。また職員も他の

病院で一緒に仕事をした方が大勢

おられるので初めての職場とは思え

ません。今後ともよりよい医療を提

供していきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 
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４月からお世話になっています。

事務長の佐藤慶一です。上越市柿崎

区の自宅からの通勤です。前任地は

十日町保健所であったため１時間を

超える慌ただしい通勤でしたが、幾

分近くなり、今は残雪と芽吹きのコ

ントラストを楽しみながら通っていま

す。 

当地域も、昨年は震災・豪雨・豪雪

と大変な１年で、皆様も大変ご苦労

されたことと思います。まだ少しの

期間ですが地域の皆様と接してみ

て、十日町市となっても東頸城の松

代・松之山の素朴さや温かさは変わ

っていないなぁと感じています。 

地域の皆様に信頼される松代病

院づくりのために、微力ではありま

すが頑張りますので、よろしくお願

いいたします。 

４月から経営課の嘱託員として勤

務しています井沢と言います。３月

31 日までは十日町病院の経営課で

施設管理業務を中心に勤務してきま

したが、健康上の問題が発生したた

め退職し、４月から松代病院経営課

で期間限定ですが嘱託員として勤

務することとなりました。 

これまでの十日町病院での経験

を松代病院で生かされればと思って

います。そのためにも松代病院の施

設設備を一日も早く理解し、必要で

あれば療養環境の改善にも貢献で

きたらと考えています。 

孫３人の爺ですがどうぞよろしく

お願いします。 
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大地の芸術祭で何度か松代に来

たことがあります。その度に松代病

院の標識を意識しながら、ベテラン

になったら通勤するかも、とぼんや

り考えていましたが、まさかこんな

に早く勤務することになるとは思っ

ていませんでした。 

前勤務地の中央病院は栄養士が

６名在籍しており、栄養士１人勤務に

なって仕事内容は一変しました。ま

だ右往左往していますが、早く仕事

に慣れ、松代の自然を楽しめる様な

余裕を持ちたいです。よろしくお願

いします。 

４月より新採用で松代病院勤務と

なりました田代梢です。 

３月いっぱいまで、地元の加茂病

院で５年半臨時職員として働いてい

ました。 

松代へは初めて来ましたが、みな

さんとても温かく、気さくに声をかけ

て頂けるのがとても嬉しいです。 

地元でずっとしていたバレーボー

ルも、職場の先輩に声をかけてもら

い、さっそく松代でも始め、新生活を

楽しんでいます。 

まだまだ戸惑うことが多く、みな

さんに迷惑をかけることもあると思

いますが、１日でも早く仕事に慣れ、

みなさんと一緒に頑張りたいと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願

いします。 
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４月に中央病院から転勤してきました。通勤に１時間程かか

り、道も細く曲がっていたりで、とても大変です。まだあちらこ

ちらに雪が残っていますが、これから日々変化していく景色

を楽しみにしながら通勤しています。 

松代病院に来てスタッフの皆さんがとても明るく元気に仕

事をしていて、私も気がつけばいつの間にか“チーム松代”の

一員になっていました。 

松代病院は地域密着型の病院です。山間部で雪深く、老人

世帯や一人暮らしをしている方も多くいます。“地域の生活を

医療でささえる”という松代病院の基本理念のもと、地域の皆

様に愛され、信頼される医療、看護の提供ができるよう頑張っ

ていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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４月より 17 年間お世話になった十日

町病院から、松代病院へ環境の変化

と自己の向上を求め、転勤して参り

ました津南町の中島です。時節柄、

濃霧の中の車通勤に苦戦しておりま

したが、これからの季節、自然に溢

れる風景を楽しみながら通勤したい

と思っています。職員の皆様の中に

は以前、一緒に働いていた方が数多

くいらして大変心強く思っています。

まだ地域の方々と直接触れる事が

少ないですが、早くチーム松代の一

員として貢献できるように精一杯頑

張りますので、ご指導ご鞭撻の程ど

うぞよろしくお願いいたします。 

新潟大学病院から来ました荒井絵

実です。地域医療や在宅看護の分野

を学びたいため県職を受け、この４

月から松代病院に勤めることとなり

ました。 

大学病院とは違う点が多々あり、

内科系の病棟は初めてなので戸惑

ってしまうことがありました。しかし

ながら、先輩看護師から丁寧に指導

していただき、徐々に病棟の看護業

務に慣れてきました。早く実働１の仕

事ができるように、日々学んでいき

たいと思っています。 

また、以前からまちづくりに興味

があり、大学の時には地域のイベント

に携わっていました。松代はまちづ

くりに熱心であるとのことで、ぜひ

地域の方々との交流を深め、看護に

も生かしていきたいです。 

皆さんよろしくお願いします。 
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今年の４月から松代病院に勤務と

なりました下鳥真依です。医療者と

しての知識はまだ少ないですが、

「いつでも笑顔を忘れず患者さんに

丁寧に対応すること」という、知識

が無くても心掛けによって変えられ

ることから取り組んでいきたいで

す。 

松代病院は地域医療病院なので、

地域医療、在宅・施設との連携を学

びたいです。分からないことだらけ

ですが、１つでも多く出来ることを増

やせるように頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

４月 16 日より松代病院にパートタ

イム職員として勤務させていただい

ております今藤好子です。地域連携

室で退院調整を担当しています。５

年前にも松代病院で勤務させてい

ただいたことがあり、皆さんに暖か

く迎えていただきとても心強い思い

です。松代病院はこの地域の生活を

医療で支えている病院です、私もそ

の一員として微力ではありますが病

院、地域の方々と協力して努めてい

きたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 
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去る３月 12日より松代病院放射線科に新型の CTが導入・稼動が開始されました。 

以前の CT は 10 年以上前の機種のため、撮影時間も長く画像も劣っているうえ得られる画像も

体の輪切りしか観察できませんでした。新型の CT は体を細かく撮影することにより、あらゆる方

向から体内の細部を観察できるようになり診断に非常に有用な画像を得ることが出来る様になりま

した。今後ともよりよい医療情報を提供し住民各位の生活を支援していきたいと思います。 

   

 

今年も５月 22 日に病院の正面玄関の両サイド

の花壇整備作業が終了しました。 

仕事終了後の職員、地域やご近所のボランティ

アの皆様、近隣・遠方からかけつけてくれた旧職

員など総勢 30 名ほどで草取りや清掃、花の植え

込みや種まきを行いました。今年は花壇部分も大

きくなりましたが、作業も１時間弱で終了しまし

た。 

 

 

最近は、地域の方々から病院のゴミ広い、草取

りや花壇整備のご協力などの声を掛けていただく

ことがあり、病院への応援を本当に心強く感じて

おります。今年は、花壇の他に病院の正面全体に

ネットを設置し、ヘブンリー・ブルーという朝顔

を植えました。大きく成長し花いっぱいの病院を、

患者様や地域の皆様に楽しんでもらいたいです。 

花いっぱい運動担当 看護部長 小野塚 



なじょだね臨時号はお楽しみいただけたでしょうか？昨年度はもう少し遅い時期に夏の号として

発行しましたが、ぜひとも地域の皆様に新任職員を披露したいと思い臨時号として発行することとし

ました。メインが職員紹介であったため皆様にとって役立つ情報とはいかなかったかもしれません

が、新しい職員の顔写真と言葉を通じ当院をもっと身近に感じていただければ幸いです。 

次号も皆様に最後までお楽しみいただけるよう努めますので、ご期待下さい。 

 


