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表紙の写真：勤務環境改善ワークショップ

健診センターからのお知らせ

病院からのお知らせ

診療表

新任医師紹介
私たちは、地域に密着した温かく誠実な医療を実践します。

１．患者さん中心の安全で質の高い医療を提供します。
２．医療・福祉・保健の連携による、地域と一体になった医療を

進めます。
３．公共性を確保し、合理的で健全な病院経営を行います。

　１月20日に、県医療勤務環境改善支援センター協力
のもと、院内職員を対象とした、勤務環境改善ワーク
ショップを実施しました。
　このワークショップは、医療従事者が働きやすい職場
づくりを目的とし、県内では、初めての試みとなりました。

 

 

 

   

    

     

     

 
  

    

     

 
 

 
 
 

 

■診察時間　　９: 00から　※診療科によって異なる場合があります。
■受付時間　　８: 00 ～ 11 : 30（土曜日は10 : 30まで）
■休  診  日　　日曜・祝日・土曜日（第 1・第３・第５）
※医師が変更する場合がございますので、最新の診療表については病院にお問い合わせください。

外来診療表
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早期発見という最良の健康法のために、

皆様の健康管理をお手伝いします。

　『健康』とは全ての病気をなくすのではなく、与えられた環境の
中で支障なく力いっぱい働ける能力です。毎日快適な生活を過ご
せる状態が健康といえます。ご自分の健康はご自分で守り、つくる
ものです。私たちはそのお手伝いをするとともに、ただ人間ドック
や健診を受けていただくだけでなく、“優雅で落ち着いた空間とお
もてなし” によって、気持ちもリフレッシュして明日（未来）に向
かっていただきたい・・・そう願っております。
　健診センターでは、皆様に「受けたい健診」「受けてみたい健診」
を提供するため、常に新しい試みに挑戦しています。今回は、平成

30年度よりお受けいただ
ける健診コースやオプ
ション検査を中心にご案
内します。

信頼性の高い診断はもちろん、健診当日
の結果説明や生活習慣についてのアドバ
イスなどきめ細やかに対応します。

独立した健診フロアで健診専
門の技師による生理検査を実
施しています。

　がん、生活習慣病など、健康状
態を総合的にチェックすることが
できます。
　検査結果は当日に保健師や看護
師が詳しく説明し、医師からの総
合的な診断や指導があります。

　ゆったりとした日程で受診していただくコースです。
　より充実した検査項目、状態に応じたより細かな生活指導を行い
ます。
　健康状態の把握はもちろん、心と身体もリラックスしていただく
ため、ご宿泊はくろよんロイヤルホテルにお泊りいただきます。
　美味しいお食事と温泉でリフレッシュしながらご受診いただけます。
　宿泊を希望されない場合は、通院型コースもご用意しております。

■スケジュール（目安）

8：30～ 13：0０
（昼食を召し上がってお帰りい
ただけます。）

１日ドック ２日ドック

■スケジュール（目安）

1 日目　8：50～ 15：00　ホテルへ移動（送迎あり）
2日目　ホテルから病院へ　8：00～ 14：00

　胃カメラが苦しいのは、スコープ挿入
時に喉にあたって苦痛に感じるからです。
　当院ではプロポフォール麻酔を使用し
て眠っていただくため苦痛を感じにくく、
目覚めがすっきりとふらつき感がないこ
とが特徴です。

　一度発症すると寝たきりや命の危険性がある脳疾患。
　不規則な生活、ストレス等脳血管障害のリスクを抱え
る方、脳卒中の
家族歴のある方
におすすめで
す。併用コース
（ドックと同日
に実施）のほか、
単独脳ドック、
簡易脳ドックも
あります。

苦しくない胃カメラ検査

当院の人間ドックの

オススメポイント !!
脳ドック

認知症チェックに有効なオプション検査もお選びい
ただけます。

※プロポフォール麻酔を使用して胃カメ
ラをお受けになられる場合、追加料金
1,000 円をいただきます。

平成 30 年度の人間ドックコース

※上記は基本コース料金であり、当院と独自契約している健康保険組合や共済組合の保険証をお使いの方は
料金が異なる場合があります。

健診センターからのお知らせ

保健指導やアフターフォローも、受診者
様の立場にたった健康づくりのサポート
を心掛けています。
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オプション検査
　内視鏡を挿入せずに大腸を診断する新しい大腸検査です。ＣＴで大腸を撮
影し、コンピューター処理によって大腸の三次元画像を作成し、腫瘍性病変
などを診断する方法です。

　　　　　　　　　電話または窓口にてご予約ください。

■平　日：9時 ～ 17時　     　土曜日（第２・第４）：9時 ～ 12時   ※祝日・祭日は除く 
■T E L ： （0261）85-2234　■F A X ：（0261）22-3236 
■メールアドレス：kenshin@hsp.city.omachi.nagano.jp

おすすめのオプション検査

大腸 CT 検査

アミノインデックスがんリスクスクリーニング検査

NEW

　血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度バランスの違いを統計的に解
析することで、現在、がんであるリスクを評価する新しい検査です。

人間ドック以外に次のような健康診断や検診などもお受けしております

▽ 協会けんぽ生活習慣病予防健診
    （ドック料金から協会けんぽの補助額を引いた差額ドックも受診可能）
▽ 定期健康診断   （法定健診、特定健診など）
▽ ストレスチェック

事業所様へ

人間ドックを受ける時間がないという方、あなたの『気になるところだけ』選んで検査できます。
単独検診

お申し込みから結果報告までの流れ   ＜人間ドック・健康診断＞

予　　約

完全予約制で
す。

書類の送付

ご案内、問診票、
検体採取容器な
どを郵送します。

検  査  前

当日までに問診
票への記入をお
願いします。

検査当日

当日は絶飲食で
お越しください。

結果表の送付

約 3 週間程度で
結果表を郵送し
ます。

予約受付 ※ご利用は完全予約制です。 

※ただし、自覚症状のある場合は診療として受診してください。

　多彩なオプション検査をご用意しています。組み合わせることでお一人おひとりにカスタマイズされた受診
が可能です。                                                 （※ ●の付いた項目は、オプション検査として追加できます。）

NEW

NEW

NEW
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新任医師紹介
医師を目指したきっかけは？

先生の専門分野は？

趣味は何でしょうか？

　海外ボランティアに行くお医者さんが知り合いにおり、 

自由に海外に行き来する姿が格好よく見えました。そんな

働き方に憧れて、医師になりたいと思いました。

　産婦人科が専門で 漢方も勉強中です。月経の悩みやお産

も、毎日の生活習慣や少しのきっかけで、良くなっていくと

思います。少しでも皆様の手助けになれたらと思います。

　子育てで遠ざかっていますが、ジョギング・ベリーダンス・

薪割りなど体を動かすことが好きです。ウクレレも少しし

ていました。これからは、子供と一緒に、長野の自然を楽し

みたいです。

地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　お産に立ち会うことが好きで、お産を通して、女性の美し

さ、たくましさを教えてもらいました。去年、自分が妊娠出

産を体験してみて、妊婦さんの気持ちや陣痛の痛みを初めて

知り、目から鱗なことばかりでした。

　自分の体験が生かせるよう、頑張りたいと思います。

　よろしくお願いします。

医師を目指したきっかけは？

先生の専門分野は？

趣味は何でしょうか？

　父を病気で亡くしたことが医師になろうとしたきっかけ

のひとつにあると思います。

　一般内科。後期研修では「救急医療に軸足を置いた家庭医」

としての訓練を受けました。研修修了後もその理念の継承

を心がけています。

　ロードバイク、野鳥観察、読書。大町市に住むことを幸い

に、以前に楽しんでいた登山を再開したいと考えています。

地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　不慣れなどのために当初はご迷惑をおかけすることもあ

るかと思いますが、地域の皆様の健康にお役にたてるよう精

進いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

出身地

出身大学

卒業年度

広島県

久留米大学

平成17年度

桑原　良奈
くわ ばら よし  な

産婦人科

脇田　隆寛
わき　だ たか ひろ

内科

出身地

出身大学

卒業年度

岐阜県

秋田大学

平成22年度

Information  「お知らせ」

　当院では、ケアサポートセット（＝ＣＳセット）を、平成30年4月より導入します。

　ＣＳセットとは、今までの寝巻レンタルから、患者様がご入院中に必要とされる『寝巻・タオル類・日用品の

セット』を日額定額制のレンタルでご利用いただけるサービスです。（専門業者との直接契約となります。）

　患者様、ご家族の入院準備や補充のお手間やご負担を軽減するだけでなく、二次感染の予防にも大きな効果が

あります。

　寝巻・タオル類は全てお洗濯込みになりますので、清潔な寝巻・タオル類をご利用いただけます。日用品も

必要に応じて、提供されます。

ケアサポートセット（ＣＳセット）導入のご案内

■ＣＳセット内容

　寝巻・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり・コップ（吸い飲み）・

歯ブラシ等・歯磨き粉（義歯洗浄剤）・ティシュー・箸、スプーン・

シャンプー・リンス・ボディソープ等

　　　　  １日あたり　３２４円（税込）

※ＣＳセットご利用の患者様は、私物洗濯サービスがご利用いただけます。

　（別途、料金がかかります。）

■問い合わせ　　医事課入院係　　　　　0261-22-0415（内線2012、2025）ＴＥＬ

当院では、次の職種で臨時職員を募集しています。

　応募資格　　不問（介護福祉士又は介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）修了者であればなお可）

　業務内容　　患者さんへの介護等補助業務のほか医師、看護師の補助業務

　勤務時間　　週５日勤務

　賃　　金　　日給　6,800円～7,300円　　※夜勤手当あり

　応募資格　　歯科衛生士の資格がある人

　業務内容　　病院における歯科衛生士業務、歯科口腔外科診療補助等

　勤務時間　　8：30～17：15の週５日勤務

　賃　　金　　日給　8,400円　　時給　1,050円

■申し込み　　　履歴書に必要事項を記入の上、大町総合病院総務課人事係へ直接または、

　　　　　　　　郵便で提出してください。

■採用試験　　　大町総合病院で、面接試験を行います。

　　　　　　　　（面接試験合格後、２週間以内に結果を通知します。）

■その他　　　　●看護師、作業療法士、検査技師、社会福祉士等も募集しています。

　　　　　　　　※詳しくは、病院ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　総務課人事係　　　　　0261-22-0415（内線2217）

臨時職員の募集について

ＴＥＬ

看護助手・介護福祉士（若干名）

歯科衛生士（１名）
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みたいです。

地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　お産に立ち会うことが好きで、お産を通して、女性の美し

さ、たくましさを教えてもらいました。去年、自分が妊娠出

産を体験してみて、妊婦さんの気持ちや陣痛の痛みを初めて

知り、目から鱗なことばかりでした。

　自分の体験が生かせるよう、頑張りたいと思います。

　よろしくお願いします。

医師を目指したきっかけは？

先生の専門分野は？

趣味は何でしょうか？

　父を病気で亡くしたことが医師になろうとしたきっかけ

のひとつにあると思います。

　一般内科。後期研修では「救急医療に軸足を置いた家庭医」

としての訓練を受けました。研修修了後もその理念の継承

を心がけています。

　ロードバイク、野鳥観察、読書。大町市に住むことを幸い

に、以前に楽しんでいた登山を再開したいと考えています。

地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　不慣れなどのために当初はご迷惑をおかけすることもあ

るかと思いますが、地域の皆様の健康にお役にたてるよう精

進いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

出身地

出身大学

卒業年度

広島県

久留米大学

平成17年度

桑原　良奈
くわ ばら よし  な

産婦人科

脇田　隆寛
わき　だ たか ひろ

内科

出身地

出身大学

卒業年度

岐阜県

秋田大学

平成22年度

Information  「お知らせ」

　当院では、ケアサポートセット（＝ＣＳセット）を、平成30年4月より導入します。

　ＣＳセットとは、今までの寝巻レンタルから、患者様がご入院中に必要とされる『寝巻・タオル類・日用品の

セット』を日額定額制のレンタルでご利用いただけるサービスです。（専門業者との直接契約となります。）

　患者様、ご家族の入院準備や補充のお手間やご負担を軽減するだけでなく、二次感染の予防にも大きな効果が

あります。

　寝巻・タオル類は全てお洗濯込みになりますので、清潔な寝巻・タオル類をご利用いただけます。日用品も

必要に応じて、提供されます。

ケアサポートセット（ＣＳセット）導入のご案内

■ＣＳセット内容

　寝巻・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり・コップ（吸い飲み）・

歯ブラシ等・歯磨き粉（義歯洗浄剤）・ティシュー・箸、スプーン・

シャンプー・リンス・ボディソープ等

　　　　  １日あたり　３２４円（税込）

※ＣＳセットご利用の患者様は、私物洗濯サービスがご利用いただけます。

　（別途、料金がかかります。）

■問い合わせ　　医事課入院係　　　　　0261-22-0415（内線2012、2025）ＴＥＬ

当院では、次の職種で臨時職員を募集しています。

　応募資格　　不問（介護福祉士又は介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）修了者であればなお可）

　業務内容　　患者さんへの介護等補助業務のほか医師、看護師の補助業務

　勤務時間　　週５日勤務

　賃　　金　　日給　6,800円～7,300円　　※夜勤手当あり

　応募資格　　歯科衛生士の資格がある人

　業務内容　　病院における歯科衛生士業務、歯科口腔外科診療補助等

　勤務時間　　8：30～17：15の週５日勤務

　賃　　金　　日給　8,400円　　時給　1,050円

■申し込み　　　履歴書に必要事項を記入の上、大町総合病院総務課人事係へ直接または、

　　　　　　　　郵便で提出してください。

■採用試験　　　大町総合病院で、面接試験を行います。

　　　　　　　　（面接試験合格後、２週間以内に結果を通知します。）

■その他　　　　●看護師、作業療法士、検査技師、社会福祉士等も募集しています。

　　　　　　　　※詳しくは、病院ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　総務課人事係　　　　　0261-22-0415（内線2217）

臨時職員の募集について

ＴＥＬ

看護助手・介護福祉士（若干名）

歯科衛生士（１名）
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ご自由にお持ちください。

表紙の写真：勤務環境改善ワークショップ

健診センターからのお知らせ

病院からのお知らせ

診療表

新任医師紹介
私たちは、地域に密着した温かく誠実な医療を実践します。

１．患者さん中心の安全で質の高い医療を提供します。
２．医療・福祉・保健の連携による、地域と一体になった医療を

進めます。
３．公共性を確保し、合理的で健全な病院経営を行います。

　１月20日に、県医療勤務環境改善支援センター協力
のもと、院内職員を対象とした、勤務環境改善ワーク
ショップを実施しました。
　このワークショップは、医療従事者が働きやすい職場
づくりを目的とし、県内では、初めての試みとなりました。

 

 

 

   

    

     

     

 
  

    

     

 
 

 
 
 

 

■診察時間　　９: 00から　※診療科によって異なる場合があります。
■受付時間　　８: 00 ～ 11 : 30（土曜日は10 : 30まで）
■休  診  日　　日曜・祝日・土曜日（第 1・第３・第５）
※医師が変更する場合がございますので、最新の診療表については病院にお問い合わせください。

外来診療表




