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私はこの 4月 1日から事業管理者として着任致しました。 

十和田市立中央病院には昭和 50年前後だったと思いますが、夏休みで留守になる先生の穴埋めに 10

日間程応援に来たことがあります。その頃は病院も木造で、芸術性の高い彫刻など何もなく、官庁通りも特

徴のないものでした。それが、まわりの佇まいがすっかり変わってしまって本当にびっくりしています。 

病院は独立独歩で進める訳はなく、関連施設の先生方や、温かく見守って下さる地域の先生方のご支

援がなければ成り立ちません。日頃の先生方のご協力に心から感謝しております。 

事業管理者の具体的な仕事というのがあまりはっきりしないところがあります。まずは、市の財政に負担を

掛けないよう経営改善に努めることになります。 

 

中央病院の立ち位置としての大きな強みは、 

1．地域がん診療連携拠点病院であること 

   2．精神科を有する本来の意味の総合病院であること 

   3．地域医療支援病院に認定される可能性が限りなく大きいこと 

以上の 3つと考えています。 

 

これらはこの地域住民の安心と先生方の仕事のしやすさを膨らませることにつながるものと信じていま

す。 

さいわい、丹野院長も同じコンセプトで、明るく強力なリーダーシップで病院を引っ張っていっております。

私も院長の足を引っ張らないようにサポートして参ります。 

よろしくお願い致します。 

 

 十和田市立中央病院 地域医療連携室だより 
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病院事業管理者  松野 正紀 
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年度始めにあたり、ご挨拶を申し上げます。日頃は当院地域医療連携室の運営にご協力いただきまして

誠にありがとうございます。まず皆様にご報告したいことがございます。平成 25 年 4 月 1 日より当院事業管

理者として松野正紀先生をお迎えすることができました。先生は私にとって、大学時代の上司であり大変お

世話になった方で、当院で再びご一緒できることはありがたく心強く思います。泰然自若という感じで落ち

着きがあり、なんでも相談ができて、私が最も信頼を寄せる方ですので、お知恵を拝借しながら病院運営に

驀進したいと思います。松野管理者としっかりと情報を共有し、仕事を補っていただきながらより効率的に運

営して行きたいと思いますので、何とぞよろしくお願い致します。 

また、脳神経外科においては竹田哲司先生から小笠原ゆかり先生へ、整形外科においては菊池明先生

から木村由佳先生へ異動となっております。どうぞよろしくお願い致します。加えて今年も個性豊かな初期

研修医の先生が 6名来てくれました。地域全体で共に育てていただければありがたく存じます。 

さて、私自身院長という職責をまだ 1年しか経験していない未熟者ですが、ひとつ学んだことがあります。

どの組織もそうでしょうが、当院も内外を問わず日々いろいろな問題が生じます。この際、問題の大小に関

わらずできるだけ早く対処すること、可能であれば即解決することが最も重要であると感じました。問題を溜

めてはいけない、その解決にひるんではいけないということだと思います。地域医療連携の観点からも当然

のことながら、問題点をいち早く認識することが重要であり、皆様からの貴重な情報がその出発点になりま

すので、今後もご協力のほどよろしくお願い致します。 

新年のご挨拶でも述べましたように、今年度から病院の理念と基本方針をリニューアルさせていただきま

した。まず、理念ですが、「いのちをみまもり」を加えて３部作に致しました。広く地域住民の健康を見守る、

これは予防医学や健診にも力を入れていくということであり、高齢者特に認知症の方を見守る、そして生命

の誕生を見守る、これは当然産科の再開なども望んでのことです。さらに、基本方針では追加項目として医

療の質指標・QI についての推進を明示致しました。一度当院ホームページにアクセスしていただいて、ご

確認いただければありがたいと存じます。 

今年度は松野新事業管理者のもと、このリニューアルした理念と基本方針に沿って、医療の質にこだわり

ながら、気持ちを新たに、職員一丸となって邁進して参ります。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

新新  年年  度度  にに  向向  けけ  てて  のの  挨挨  拶拶  

たんの  ひろあき 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※（1）は一診、（2）は二診 詳しくは当院ホームページでご確認ください。(資料提供 ： 医事課・外来)  
http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/03sinryo/03gairaiDoctorList.html 

入院患者数 （一般） 1日平均 227.6人 

外来患者数 （一般） 1日平均 574.5人 

平均在院日数（一般） 13.1 日 

病床利用率 （一般）           70.0 ％ 

 

紹 介 率 60.7 ％  

逆 紹 介 率 39.6 ％  

 

十和田市立中央病院 2013年 4月 1日 

外外  来来  診診  療療  担担  当当  医医  表表  

  

平平成成 2244 年年度度患患者者数数等等のの実実績績((HH2244 年年 44 月月～～HH2255 年年 33 月月分分))  

  

  

担当科 月 火 水 木 金

髙井哲史（1） 髙井哲史（2） 髙井哲史（1）

佐藤守彦（2） 佐藤守彦（1） 佐藤守彦（2）

糖尿病外来 片野春人（応援医師）　
藤原史門（応援医師）

（隔週）

工藤優

東北大応援医師

小山滋豊 小山滋豊 小山滋豊 小山滋豊 小山滋豊

藤原崇之 藤原崇之

東北大応援医師(隔週) 東北大応援医師(隔週)

宮川晃 宮川晃 宮川晃 宮川晃　 宮川晃

吉村純彦　 吉村純彦　 吉村純彦　 吉村純彦　 吉村純彦　

石橋和也 石橋和也 石橋和也 石橋和也

吉村純彦　 吉村純彦　

丹野弘晃
蘆野吉和（応援医師）

（第２のみ）

甲状腺外来 丹野弘晃

丹野弘晃

交代で担当する

乳腺外来 外科医師 外科医師 外科医師

善積威　 善積威　 善積威　 善積威　

赤坂健一　 小笠原ゆかり 赤坂健一　 小笠原ゆかり

神経内科 工藤雅子（応援医師）　

小田誠　 小田誠　 小田誠　 小田誠　 小田誠

工藤雅庸　 工藤雅庸　

弘前大応援医師 弘前大応援医師

婦人科 冨浦一行 冨浦一行 冨浦一行 冨浦一行 冨浦一行

泌尿器科 成田直史 寺井康詞郎　 成田直史 寺井康詞郎　

眼科 関野尹夫　 関野尹夫　 関野尹夫　

耳鼻咽喉科 藤原文明　 藤原文明　 弘前大応援医師 応援医師 藤原文明　

菅原正幸 菅原正幸

東北大応援医師（隔週） 東北大応援医師（隔週）

ペインクリニック 深田祐作

谷地森康二　 谷地森康二　 谷地森康二 谷地森康二　 谷地森康二

竹内淳子 竹内淳子 竹内淳子 竹内淳子 竹内淳子

循環器内科

メンタル
ヘルス科

がん総合診療外来

菅原正幸 菅原正幸

交代で担当する

消化器内科

小児科

菅原正幸皮膚科

脳神経外科

吉村純彦　 吉村純彦　

呼吸器内科

吉村純彦　

藤原崇之

整形外科 木村由佳

総合診療科
(内科部門）

外科 小田聡　

髙井哲史 佐藤守彦

田澤浩司　 木村由佳 田澤浩司　 田澤浩司

工藤優

工藤雅庸　

藤原崇之藤原崇之

菊地大介 杉田純一　

工藤優 工藤優 工藤優

工藤雅庸　 工藤雅庸　

http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/03sinryo/03gairaiDoctorList.html


平成 25年 4月 1日付けで下記のとおり医師の異動がありました。 

あ ＜ 採 用 ＞ ＜ 退 職 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院事業管理者 松野 正紀 外科診療部長  阿部 永 

脳神経外科長 小笠原 ゆかり 整形外科診療部長  菊池 明 

整形外科長 木村 由佳 脳神経外科長  竹田 哲司 

臨床研修医（医員） 齋藤 雄太 臨床研修医（医員）  石居 健太郎 

臨床研修医（医員） 坂野 貴士 臨床研修医（医員）  上岡 直史 

臨床研修医（医員） 今川 竜二 臨床研修医（医員）  北村 知穗 

臨床研修医（医員） 米永 一理 臨床研修医（医員）  濱田 聡 

臨床研修医（医員） 髙橋 哲雄 

臨床研修医（医員） 桐野 創 

 

  採用                     退職 

ささわわららびびパパーーテティィーーののおお知知ららせせ  

今年度新採用及び新たに配属となった職員を

歓迎し、親睦を深めるパーティーです。 

【開催日時】 平成 25年 5月 17日(金)18：30～ 

【開催場所】 富士屋グランドホール 

東一番町 2-28（℡.23-1000） 

【 会 費 】 5,000円（当日徴収いたします） 

【お申込み、お問い合わせ先】 

十和田市立中央病院 ℡.23-5121(内線 3222） 

第第1155回回十十和和田田緩緩和和ケケアアセセミミナナーーののごご案案内内  

十和田緩和ケアセミナーは、一般病棟および

在宅での緩和ケアの普及を目的に毎年開催して

います。通常の講演では学べない内容を中心に

企画し、初めて緩和ケアを学ぶ方や様々な職種

の方が参加できるような内容となっていますの

で、是非多くの方の受講をお待ちしています。 

【開催日時】 平成 25年 6月 1日(土)～2日(日) 

【開催場所】 十和田市中央病院 別館 2階講堂 

【募集人員】 約 120名 

※詳しくは当院ホームページをご確認のうえ

お申込みください。 

→http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/ 

ががんん相相談談支支援援セセンンタターー移移動動ののおお知知ららせせ  

4 月から、がん相談支援センターが移動になり

ました。以前は、別館１階の医療情報センターに

隣接していましたが、4 月からは本館１階の地域

医療連携室の中に移りました。 

【相談受付日】 毎週月～金曜日 

【 相談時間 】 9：00～17：00 

【専従相談員】 新谷明子、高野眞弓 

※専従相談員不在時は看護師応対 

相談員が不在の場合があるため、可能ならば

事前に連絡をお願いします。 

℡.0176-23-5121(内線 2066) 

おお  知知  らら  せせ  

  

今月のアート 「みやび」 画 畑中 光昭 

「「ささわわららびび」」発発行行ののおお知知ららせせ  

平成 25年度から、「さわらび」が隔月の発行と

なりました。次回は 7月発行です。  

http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/

