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医療法人白水会 白川病院 

 

 

              

白川病院理念  地域のみな様の健康と生命を守る 

 

☆☆新着トピックス☆

☆ 

理事長･院長 野尻 眞  

 

７０年を迎える 感謝・感激・感動 
 2016年（平成28年）5月5日 白川病院は70周年を迎えます。これもひとえに白水館医院・白川病院

を愛し・信じご利用いただいた皆様があっての時間です。こころより厚く御礼申し上げます。 

 

振り返りますと、1929（昭和14）7 月26 日きっと暑い夏のことだったでしょう。西白川村本郷は無医村

に近い状況の中、小3 年の子供を筆頭に3 人の子供を残して身罷った祖母 琴江とその家族の様

子は想像に余りあるものがあります。野尻家は国鉄高山本線白川口駅開業に合わせて観光旅館白

水館を立ち上げた、わずか2 年後、祖父 彪雄の悲嘆も大変なことであったと推察します。そんな中、

父 元廣は小学校3年わずか9 歳にして医師になる志をたて、みごと1943 年（昭和18 年）剣道部主

将を務め名古屋帝国大学医学部を卒業しています。弟の博二先生も兄と同じ志の中、同じ道を歩み

母を亡くした悔しさを医療の原点にされました。 

北支より帰還し1946 年（昭和21 年）5 月5 日元廣の誕生日に白水館の一室を使って『白水館医院』として発足したのが今

の法人の原点です。幸い日赤出身の経験豊かな土井翠婦長の助けもありました。駆け出しの院長が往診先でいざ点滴を始め

ようと思いきょろきょろしていると婦長がその家にあった衣桁を持ってきてさっと点滴台の用意をした話はよく母から聞いたもので

す。地域医療の原点を子供ながらに感心して聞き入ったものです。結核療養が中心の地域にあって往診者・手術室・小児のク

ベースまで必要な医療のすべてを揃え使いこなし、「地域の大学病院や」と言っていました。最後の手術は腰痛のため看護師に

支えられて執刀、最後の往診は飛騨川を挟んでの対岸へ国鉄の陸橋を腰痛の中“ はんで” 渡ったそうです。1964 年（昭和39 

年）6 月19 日わずか45 歳、透視放射線の当て過ぎで骨髄がやられ再生不良性貧血で亡くなるまでの18 年間全力で駆け抜

けてきたことがわかります。 

 その間1956 年（昭和31 年）5 月5 日『白川病院』と改称しています。私は野尻病院ではなく白川の名をつけてくれたことに感

謝しています。奇しくも47 床、かの四十七志ではありませんが、中学3 年わずか15 歳の私が父の遺体が安置された河岐自宅

の仏間で誓った「15 年たったら必ず帰って白川病院を継ぎたいのでよろしくお願いします。」の言葉に、残った職員がよく応え

ていただきました。改めてこの紙面を借りて深くお礼を申し上げます。 

 開設者で中心になって奮闘した母 佐代、大口先生・花井先生・岐大一外科の諸先生方、70年間共に医療を支えて下さった

多くの職員の皆様方のおかげで、途中途絶えることなく地域医療を継続することができました。 

  

1981 年（昭和56 年）12 月坂ノ東 大利の地に白川病院 

新築移転。『地域のみな様の健康と生命を守る』を理念に、 

医療・保健・福祉・健康・生活そして地域創成をキーワードに、 

総合・包括的に『しらとぴあ（白川の理想郷）』を目指して邁進 

していきます。尐子・高齢・尐数化の地域にあって職員にとって 

ステータスとなる働き場所の確保、利用する地域住民の方にと 

って頼りがいのある何でも相談できる医療機関として発展して 

いきたいと思います。 

今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いします。  

2016 年（平成28 年）５月５日 

－ 記念式典へのお誘い － 

きたる５月５日をもって創立 70 周年を迎えます。 

５月８日には記念式典を町民会館にて行います。

お誘い合わせてご出席下さい。 



 

 

 

 

白川病院 創立７０周年を迎えて 
白川病院は平成２８年５月５日に創立７０周年を迎えました。 

理念『地域のみな様の健康と生命を守る』のもと、多くのみな様に支えられこの日を迎える

ことができました。 

初代院長 野尻 元廣は昭和２１年５月５日、旅館 白水館(白川町河岐)の一室で開業しまし

た。４５才で亡くなるまでの１８年間、地域に密着した医師として勤められました。最期は

身体を看護師に支えられながら旧国鉄の線路を歩いて渡り、往診に向かったと聞いていま

す。１５才だった眞院長は親の遺志を継ぎ、医師になることを目指しました。その間、多く

の先生方、職員に支えられ白川病院は存続することができました。 

 昭和５６年１２月１日、眞院長は白川町大利へ病院を移転し、しらとぴあ構想である医

療・保健・福祉・健康＋α.住宅＋β.地域の柱を実現し、病院だけでなく、白川町全体が活

性化するよう努めてきました。 

 これからも地域で安心できる質の高い総合診療を提供できるよう、職員一同チームワーク

で努めていきます。よろしくお願いいたします。 

白水館医院・白川病院の建物７０年の変遷 

パークホスピタル白川病院 庭園 

またパークホスピタル“公園の中の病院”を実現するため、病院には四季折々の花や木を楽

しむことができ、心も身体も癒してくれます。平成 28 年 5 月今ある草木１本、柱１本、全

く移転当時はありませんでした。無論、人も組織もそれから始まりました。 



創立 70 周年記念式典 
平成２８年５月８日白川町町民会館グロリアホール 
記念式典：午後１：３０～ 永年勤続者表彰 

「病院７０年のあゆみとこれから」 

白川病院理事長・院長 野尻 眞 

記念講演：午後２：４０～ 「明日を素敵に生きるとは」 

講師：安藤 和津 さん 

創立 70 周年記念絵馬掛 

衆議院議員   今井 雅人 様 

白川町町長   横家 敏昭 様 

医療法人社団萌気会理事長  黒岩 卓夫 様 

全国保険医団体連合会会長  住江 憲勇 様 

日本調理師会副会長 吉川 俊行 様 

 

平成２８年３月２０日 

源平ハナモモ記念植樹 白川町河岐本郷自治会 

創立 70 周年記念植樹 
平成２８年５月５日 
河股神社(天満宮)絵馬掛寄進 

７０年間の人々・組織 

南信州園原のﾊﾟｰｸﾗﾝﾄﾞ田中さんより苗木を入手。同級生の

田口敬芳君、他ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆様で植樹。今は 8m 間隔でま

がらですが、5～10 年のうちには、国道 41 号線や JR 高

山線から、白川の桃源郷として絶賛されるでしょう。人が

移り住んでみたいと思う町づくりになればと思います。 

1608 年(慶長 13 年)12 月 3 日再建 

野尻家が代々庄屋を務めた名倉村の産生天神で、 

学問の神様の菅原道真公を祭る。 

教育こそ 100 年の計。絵馬に願い事を書き、霊験 

あらたかな天神様にお祈り下さい。 

場 所 白川町町民会館 ｸﾞﾛﾘｱﾎｰﾙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設科 運転手 今井 和昭 

①白川町水戸野 

②ソフトバレー・野球観戦 

③利用者様の送迎に努力

します。 

栄養科 調理師 杉山 春華 

①白川町坂ノ東 

②お菓子作り 

③早く仕事を覚えて、地域

の為に貢献できるよう

日々頑張っていきたい

です。 

よろしくお願いします。 

リハビリ科 理学療法士 高野 泰輔 

①下呂市萩原町 

②料理・旅行・カメラ・登山 

③社会人 1 年目でまだまだ

ですが、先輩方に学び、白

川病院や地域に貢献でき

るよう頑張ります。 

よろしくお願いします。 

医療相談室 社会福祉士 二村 翔太 

①下呂市森 

②スポーツ観戦・音楽鑑賞・剣道 

③素質より努力（素質よりも一日

一日の努力）で頑張ります。一

日も早く白川病院の職員の一員

として業務に精進して行きま

す。よろしくお願いします。 

看護介護部長 須藤 たえ子 

 

この度、４月１日より白水会白川病院看護介護部長として

就任しました、須藤たえ子と申します。                     

出身地は白川と同じように緑が美しい「杜の都」仙台です。

幼い頃より私の周りには色々な本と大自然がありました。本

が大好きになり、小学生の頃より図書館にはよく通っていま

した。自然にも恵まれていたので川遊び、木登りは得意でし

た。趣味もいつの間にかスカイダイビングになっていました。 

白川の地で一視同仁の気持ちで看護師として皆様の健康の

支えになるよう努めたいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

新看護部長が就任されました 

脇本晴代看護介護部長に代わり、３月２２日より須藤たえ子看護介護部長が就任されました。 

 ① 出身地  ② 趣味  ③ 一言 

 

 

H27 年 12 月～H28 年４月 

①白川町黒川 

②映画鑑賞 

③患者さんに親しみと安

心感を与えられるよう

な対応を心がけていき

たいです。 

 よろしくお願いします。 

医療秘書科 中嶋 愛苗 

 
①白川町黒川 

②ドライブ 

③頑張ります。 

 よろしくお願いします。 

施設科 運転手 藤井 明和 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①下呂市金山町 

②スポーツをすることと 

映画鑑賞 

③患者さんにたくさん笑顔

になってもらえる様頑張

ります。 

介護科 介護士 中島 千穂 

①白川町赤河 

②演劇鑑賞・旅行 

③病院での勤務は初めて 

なので、一生懸命頑張りま

す。 

よろしくお願いします。 

 

介護科 介護福祉士 鈴村 智美 

眼科 視能訓練士 下平 紗弓 

①愛知県春日井市 

②ランニング・料理 

③一人前の医療従事者にな

れるよう頑張ります。 

介護科 介護士 村雲 洸太 

①東白川村神土 

②野球観戦 

③しっかりと仕事を覚えら

れるように頑張ります。 

 包括支援センター 保健師 鈴木 佐布子 

①中津川市 

②カラオケ・旅行 

③4 月より地域包括支援センタ

ーで働くことになりました、

白川町役場の鈴木です。 

信頼される仕事をしていきた

いと思っています。よろしく

お願いします。 

介護科 介護士 粥川 美法 

①中津川市加子母 

②料理・手芸 

③最初は出来ない事ばかりで迷

惑をかけがちになると思いま

すが、たくさん質問をしたり

して頑張っていきたいと思い

ます。また、患者さん達にも

顔を覚えて頂くために積極的

にコミュニケーションを図っ

て信頼関係を築いていきたい

です。よろしくお願いします!! 

脇本晴代さん・古田治さんお疲れ様でした 

長年勤められました、脇本晴代さんと古田治さんが

３月３１日退職されました。 

古田さんは臨床検査主任技師として旧白川病院 

(河岐)時代から勤められ、３９年間勤務されました。 

脇本さんは看護介護部長として入職され、１４年間

勤務されました。 

長い間ありがとうございました。 

 
補聴器相談の予定 ※要予約 

5 月  6 (金) 
6 月 10 (金) 

 各務原市尾崎西町 1-3 TEL 058-371-1796 

 

めがねのやまだの予定 
   5月   10 (火) ・20 (金)・30 (月) 

6月    9 (木) ・20 (月)・30 (木) 

理研産業補聴器ｾﾝﾀｰ TEL 0575-24-3672 


