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ペチュニアの花が玄関前ロータリーに 

5 月 10 日午前 9 時から小雨をついて、病院敷地内にある花壇の草取り、草刈りとプランターに 90

鉢のペチュニアの花植えを行いました。作業にはサポーターの会会員はじめ井上善博院長・事業管

理者、高木哲副院長、青木俊樹副院長、降旗いずみ看護部長、川上晴夫事務長、今年採用された新人

職員など 50 人余りの大勢のみなさんが参加しました。 

この作業により花壇は見違えるほどにきれいに整備されました。プランター30 個に植えられた色

とりどりのペチュニアの花も、ロータリーに並べられ市民や患者の目を和ませています。 

作業後、新型コロナ感染のこともあり、心ばかりのお茶菓子の袋とお茶を持ち帰ってもらいまし

た。 

昨年参加された新安祥也先生が大町市の当番医で草取りに参加できないと言ってお茶を 1 箱（20

本）を差し入れてくださいました。ありがとうございました。みんなでいただきました。 
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小雨をついて 50 人余が草取り、花植えに 

参加者の皆さん 太田賢吾 丸山令江子 手塚祥子 大日向明 若林茂男 川島涼子 曽根原

富美恵 浅田めぐ美 奥原大地 牧瀬明美 牧野幸 平林ひろい 坂井てるみ 坂井賢 上村美智

子 松井隆登 赤羽健次 内山博 井上善博 降旗いずみ 酒井豊 柳澤英幸 清水あさひ 海川

明文 降旗菜穂子 西沢菜範子 井出好美 西沢千文 内山菜々子 栗山千穂 山口悦子 高橋幸 

渋田見博 若松郁 神社正幸 鳥羽嘉明 清水香代子 藤沢佑子 塩原義夫 遠山千秋 井澤純子 

吉田由美子 高木哲 青木俊樹 降簱剛 中島一郎 川上晴夫 高橋博久 坂井征洋 参加された

みなさんありがとうございました。（受付をされた方：順不同、敬称略） 
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経営改善着実に進む大町病院 

昨年度に引き続き黒字決算へ 
大町病院は、大町市議会 6 月定例会において病院の経営健全化の取組状況を報告しました。 

平成 30年度を初年度とする経営健全化計画は、令和元年度までのところ、おおむね順調に推移し

ています。職員が一丸となって、収益の確保と人件費をはじめとした様々なコスト削減に取組んで

おり、令和元年度の決算見込みについては、医業収益は、主に外来収益の増により前年度と比較し

て、5,800 万円余の増収。一方、支出の医業費用は、各種経費の減などにより、前年度と比較して

1,300 万円余の削減が図られました。この結果、市からの繰入金などを含めた経常損益は、30 年度

を 1 億円上回る 2 億 7,500 万円余の利益を計上する見込みとなり、単年度の黒字化を達成するとと

もに、資金不足比率も 8.8％と低下するなど、経営指標も大きく改善してきました。 

 しかし、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、4月と 5月を合わせた入院と外

来収益は 5％程度の減収となりました。今後も感染症については、予断を許さない状況であり、引き

続き、感染症指定病院としての責務を果たし、経営への影響を最小限とするよう取組むとしていま

す。 

 

コロナ検査センターを大町病院敷地内に開設 
 6月 8 日に大町病院敷地内に開設した「大北圏域 新型コロナウイルス感染症 外来・

検査センター」は、県からの要請に基づき、大町市が設置主体となり、大北医師会と連携し

て運営します。かかりつけ医等がＰＣＲ検査を必要と判断した方を対象に、完全予約制で問

診と検体採取をドライブスルー方式で行います。これにより、迅速な検査体制の拡充が図ら

れます。 

 

 

【FB より】 感染対策チームの F です。 

先日、新型コロナウイルスの大北圏域外来検

査センター(PCR 検査センター)が開設されま

したので、そのセンターに関わる院内職員や

保健所と医師会の方々と合同で本格的なシミ

ュレーションを行いました。 

他地区の PCR センターと同様に、ドライブ

スルー方式にて PCR 検査用の検体を採らせ

て頂きますが、実際に車をだして本番に近い

形で演習し、患者さんが安心して検査を受け

られるように担当職員で共有をしました。 

 

 

https://www.facebook.com/OmachiHP/photos/pcb.3263627247021227/3263624310354854/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDo7ZKiQi6zjl6PmNIzspS0mbILvH5lFk63_FTl_T7tg_1ij3Eiu5gnDUyZYTgqTskVd1QfpYWn5wF7&__xts__%5B0%5D=68.ARC1HQE7HzF0EQB9B_3r2tf7JxOB1uUDlnc0ut4CB2akbneZhFubihHhQG_6DHQU58O8rbDs3kpS7LTbin7sg6IffTVrdcREEZBw19Jnum0QyC2lVrY1AyqOoDGnGA5KQasNMxACFnqZwv1oMsfyMfm8hxGiOBhRzfG2ZSD1o-V5B8BNQ-swsc_igAB8oHh-F1LXEvyziUXIvxbFbT7esTLZemQGECyc_PjbR0gSU8QM8lFWyrQx16iP9nkfLHKj-i6GsZ3X2QA0AVAQaGD1OaljARJepOQ2cbHBpgDkG4mn8hS44__XjVZQ4DDb8appaNjxq_oQ8L2PK5Nwb5GVJs2EIWWXBtplLZD8vTSmmbPYVX-DLlVRK_Y


4 

 

ありがとうメッセージ 令和 2 年 3 月開扉分 
このメッセージは新型コロナ感染がクローズアップされる前に回収されたものです。したがって

コロナ対応に関しての感謝のメッセージは有りません。しかし大町病院が解明されていない新型コ

ロナの感染症に対し感染指定医療機関として、しっかりその責務を果たしていることに深い感謝と

敬意を表すものです。対応された医療スタッフはもちろん病院全職員が極度の緊張の中、一丸とな

ってこの未知の病気に立ち向かったことは私達大北地域の住民の安心と安全に大きな感動を与えて

くれました。ただただ感謝あるのみです。まだまだ安心はできませんが、従事された皆さんの地域

医療に対する献身的情熱と奮闘に感謝し疲れを癒やしていただき、自らの健康を守っていただきた

いと思います。 

 

💛小児科 

・竹内先生へ・さほ先生へ 

 金曜日に診察をしてくれてありがとう 

                  和泉 あむ 

 

・竹内先生へ 

 いつも診察をしてくれてありがとうございます。これか

らもよろしくおねがいします 

                          いずみ あんず 

・せんせいへ 

 みてくれてありがとう 

                          つかはら なお・まきこ 

 げんきにしてくれてありがとう           名無し 

💛皮膚科 

・松本先生へ 

 首のおできを取ってもらいありがとうございました。感謝しています。 A.Y 

 

💛整形外科 

・伊藤先生へ 

 丁寧にみていただき有り難うございました。 

💛乳腺外来 

・小池先生へ 

 ７月 16日小池先生に診て頂きました。1年に 1回です

けど、病気の事より先生と話をしていると、会話がとて

も楽しく若返ります。来年、又楽しみです。小池先生の

ファンより 

 

花壇の草取り

り 
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💛外科 

・高木先生へ 

孫（中 1男子）がサッカーで頑張っていたのに、2 日前ほどから「お腹が痛い！」と言い出し、町

医者では「散らしましょうか」と言われたが、収まらないので、大町病院へ直行、高木先生執刀で即

手術となる。翌日早くも歩行訓練と順調に回復、すばやい対応でありがたかったです。手術室に入

る前、先生のにこやかな笑顔で「大丈夫ですよ」と言われ、私も嫁も安心できました。有り難うござ

いました。 

・高木先生へ 

３年前胃の手術をして頂き、徐々に元気

になり普通の生活に戻って、定期的に先生

の診察で安心しております。 

6 月頃、泌尿器科の井上先生より膵臓の

近くに何か影がありと連絡を受け高木先

生に診て頂き、信大の先生を紹介して頂き

検査入院、膵頭部癌と言われ退院、手術か薬で治療かといわれ、手術の場合とてもリスクが大きす

ぎて、一応薬で治療をお願いし高木先生にお世話になることに。１か月程、家で生活していました

が、暑さのためか癌のためか、だんだん体力と共に食欲がなくなり、体重も減り入院を勧められて

入院しました。入院して、びっくりしたのは 2、3日で、すこしづつ元気になり、先生をはじめスタ

ッフの皆様のやさしい丁寧な対応で、約 1 カ月で退院となりうれしく思います。今回は、胃の時と

違って、これからどの様な治療になるかとても不安です。栄養のこと、アルツハイマーのこと、癌の

こと、どうか今後もよろしくお願い申し上げます。井上院長先生、高木先生、リハビリの先生（いつ

も笑顔でほっとします）、スタッフの皆様本当にありがとうございます。高木先生をはじめ皆様の笑

顔で患者を安心にして、見守ってください。いつもお世話になりありがとうございました。 

※大糸タイムスの高木先生の記事を拝見しました。 令和 1年 9月 1日  M.T 

 

💛5階東病棟へ 

執刀医の青木俊樹先生様、看護師の平林

ひろい様、リハビリの前澤様等、数多くの皆

様に感謝でいっぱいです。日頃元気で東奔

西走、ゴルフ等をしている齢 80.9才の男性

です。 

ある朝近所の知人に起こされ、意識不明、

すぐ、医師の息子に連絡、あずみ病院にて、

大町病院にての CTスキャンで初めて気が付

き、術後まで意識不明、青木先生に九死に一

生を救われました。心の通ったスタッフの皆様の連携プレーに心より感謝しております。涙が止ま

りません。私も頑張ります。皆様も頑張ってくださいませ。乱筆乱文にて                       

A.K 

ロータリーを草取り 
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💛内科 

内科の鳥居先生の診察がとてもよかったので筆をとりました。私はアルペンルート内駅で住み込み

仕事をしていて、関西から働きに来ているので、大町はあまり土地勘がないのですが慣れない環境

での仕事で体調を崩して、ネットで探してこちらの病院に来ました。いつもは出ない症状に不安で

いっぱいだったのですが、先生が丁寧で優しく親しみのある様子で診てくださり不安が一気に吹き

飛びました。検査結果の説明もすごくわかりやすくて「私は大丈夫なんだ」と気分も自信も持てて

元気になりました。慣れない土地で優しい先生に会えてとても嬉しいです。ありがとうございまし

た。 令和 1年 8月 21日      青木 礼子 

💛救急外来 

1 月 3 日に貧血で倒れてケガをして、救急で運ばれました。白馬に宿泊でした。白馬に病院がないの

で、大町病院は大変ありがたかったです。絶対つづけてほしいです。 福森 桂 

💛3階東病棟へ 

入院した者です。良くしてもらって、しっかりお世話をかけました。看護師さんってステキですね。

体調も良くなり、ごはんも食べれるようになりました。味付けも良いし、温かいものと冷たく出さ

れるものがちゃんとあって、品数もあり、私はとても気に入りました。快適な入院生活でした。本当

にスッタフの皆さんありがとうございました。  匿名 

💛紺色の上下ウエアのスタッフ様 

談話ルームにて。1月 18日朝 7時に談話ルームでお弁当を食べていたら「寒くないですか？」「大丈

夫です」「そうは言っても、外は雪降ってましたよ」と直後に暖房音。紺色の上下のウエアを見送っ

て心まで暖かくなりました。いつも職員さんに感謝しています。 

                                   春原 絵美 

 フェースマスク作成に会役員が貢献 
 

新型コロナウィル

ス蔓延に備え、医療、

介護従事者にフェー

スマスクを贈ろうと

の呼びかけが「医療

介護従事者応援キャ

ンペーン実行委員

会」からなされまし

た。大北地域の医療

介護現場に 2000個のフェースマスクを贈る。そのための作業と資金協賛が呼びかけられ、サポータ

ーの会役員 7 人とその家族が作業に参加し 1 週間の間に 200 個を作成、また資金カンパ 5 万円も行

い、実行委員会に届けました。最終的に 4000個作ったフェースマスクは大町病院はじめ大北地域の

医療関係施設、福祉施設、消防署などへ配られ感謝されました。 

作業する実行委員会の皆さん 
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ミニ菜園今年も南棟入り口に 
トマト・キウリの棚作りに 

 

5 月 24 日、サポーターの会は南棟入り口北側

の花壇の一角にミニ菜園を作りました。耕した土

を掘り割って堆肥と鶏糞を入れ覆土して本格的

な畝を作り、トマト 3 本とキウリ 2 本を植え、節

竹で手をくれ棚を作りました。根本にはわらしべ

で乾燥よけを施しました。 

1 週間後の 5 月 31 日、6 月 16 日に草取りなどミ

ニ菜園の手入れを役員で行いました。 

 

 

オキナグサに替わりクレマチスの花玄関に 
 早春の花のない時期に目を楽しませてくれたオキナソウの鉢植

えに替わり 20 個あまりの花をつけたクレマチスの鉢植えが院玄関

前に配置されました。 

これは会員宅で養生をしてきたものです。・ 

初夏となった 6 月初旬、濃いピンク色のクレマチスです。太陽の光

を受け咲き誇っています。 

 

 

 

 

 

 

関口健二先生が信州大学ベスト指導医受賞！ 

関口健二先生が信州大学病院の 2019年度初期臨床研修ベスト指導医に選ばれました！ 

例年 3月の初期臨床研修修了式での表彰となるのですがそれが叶わず、今回改めて受賞の場を設けてい

ただくことができました。おめでとうございます！ 

大町病院中心に地域病院を舞台として活動している先生は、現在刻々と変わるフェーズに合わせた診

療・教育を研鑽、指導されています。 

また先生は大糸タイムス紙上で新型コロナウイルスについてわかりやすく説明、連載されています。 
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会費納入、寄付、新規加入 ありがとうございました。（順不同・敬称略） 

★会費納入者 個人会費 R1 牧野芳子 川上節子  本山朋子 金子一明 

 R2 伊藤正子 太田勝 吉澤学 猪俣充拡 宮澤正廣 北村利幸 吉岡久人 太田武彦  松澤絹枝 牧瀬

明美 原山奈々 丸山一由 林春美 平林千恵 小日向修 降旗いずみ 小林元治 小林千恵子 青木俊樹 

飯嶌永子 清水真弥 清水香代子 西澤千文 鈴木友子 北原靖朗 内山博 柳澤英幸 渋田見博 渋田見

洋子 渋田見尚美 平出誠二 宮沢宏明 大日方明 田中静子 小池秀典 松下はつみ 合津幸一 上原信

義 黒岩禮子 傳刀昭一 佐藤悟 大日方三郎 黒岩良介 南部道雄 相模一男 塩原義夫 太田正治 遠

藤照子 降籏寛次 水久保節 伊藤甚弌 高橋政之 牛越光夫 松下吉邦 白沢千代子 牛越徹 松尾忠久 

田中美智子 柏原一正 駒澤一明 一志寿栄 島田剛志  黒岩正彦  沢渡勇治 矢口静人 宮下敬一   

坂井将夫 坂井文枝 北沢孝一 松下俊行 大日方宗仁 北澤豊繁 降籏興平 松島博 松島吉子 勝野健

一 平林久保 遠藤幸廣 小松公代 勝野富男 松田俊郎 牛越充 海川明文 竹村清 竹村いし子 浅野

貢一 浅野久美子 松山玉枝 平林千里 佐藤彰子 西澤忠司 西澤菊子 高橋良夫 高橋美夕紀 山口悦

子 北野憲雄 松井一美 関一雄 倉科健夫 一本木秀章 橋井弘治 田辺芳宏 縣和彦 相澤文人 脇田

隆寛 脇田ゆう 中島滋 西澤礼子 武内元雄 北澤文子 傳刀健 川上節子 田中栄一 内川賀介 小浪

和正 太田美知子 中村勝彦 小日向美春 川合由岐子 上田智夫 北沢一人 高橋真知子 仁科馨 北澤

伸夫 丸山典生 磯野恵子 一本木佐知子 山下好隆 鎌倉一幸 関口健二 川上晴夫 南澤靖 吉澤伸 

酒井周一郎 武田浩美 倉科千秋 仁科光晴 降旗菜穂子 堀堅一 丸山良子 相川たか子 降旗正 坂井

征洋 竹内紀雄 高森秀子 田中秀司 平林良一 小日向敦子 中島節子 井出好美 丸山令江子 平林ひ

ろい 堀田明恵 山﨑一彦 曽根原冨美恵 小林由美枝 佐藤淳子 小林弥生 松下直生 小林治男 松本

武子 中村義明 田尻正勝 栗林幸子 吉岡博子 吉澤義雄 藤原賢司 平林操 松坂広 松坂恵子 矢口

幸夫 矢口恵子 矢口房子 松澤郁子 丸山優一 倉科幸 竹内さつき 赤羽健次 赤羽孝子 丸山利子 

中島一郎 最上正 志賀洋子 宮原洋 宮原幸子 丸山好昭 丸山英子 太田久彦 高橋功 石原学 黒田

幸雄 竹村信吉 鷹巣守 諏訪光昭 八角宣一 八角祥子 浅見昌敏 小山富也 宮田一男 降籏剛 降籏

初美 平林みえ 種山博茂 若林茂男 伊藤希 西沢正敏 松田英子 牧義雄 矢口定男 太田光春 小林

英樹 山崎智子 和田由美子 平林信子 酒井孝芳 伊藤芳行 小池利治 石川智朗 日堂優 日堂喜美子  

個人寄付金 林春美 小日向美春 酒井周一郎 宮下敬一 矢口幸夫 太田久彦  

団体会員 R1 トライｔｏヘルス R2 大北農業協同組合 (有)田中屋 長野県労働金庫大町支店 キハダ飴

本舗 (有)宮澤自動車 日特工業(株) （一社）大北医師会 (株)五竜 大町市体育協会 (有)斉藤自動車 市

立大町総合病院職員労働組合 吉原商店 (株)井内工務店 (株)相模組   (有)五十嵐木材 (株)白馬フォ

ーティーセブン (有)長野クリーンサービス (株)伊藤金物商会  信州金熊温泉明日香荘 (株)ピュアハウ

ス (株)ハーヴェスタ・クリエーションズ (株)島崎組  (株)峰村組 大北保険薬局事業協同組合 大町市

スケートクラブ  (有)小柳建設 (株)大糸大北薬剤師会 富士電機パワーセミコンダクタ(株)大町工場 ア

ズサイエンス(株)北アルプス総合設備(株) あおぞら法律事務所 (株)グラムタカミ薬局 れんげ会福祉会銀

松苑 大町市女性団体連絡協議会   

新入会員紹介 太田勝 吉沢学 猪股充拡 宮澤正廣 北村利幸 吉岡久人（令和2年6月12日現在） 

 


