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トピックス

診療表

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。
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●医師を目指したきっかけは？
　街医者の家に生まれたため、医師が働く姿を身近に見
て育ったということに影響をうけています。

●先生の専門分野は？
　一般内科医です。特に専門分野はありません。

●趣味は何でしょうか？
　街を歩いたり、旅行に行くことです。車の運転も、鉄
道の旅も好きです。知らない知識を得るために本を読ん
だり、調べたりすることも好きです。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　８月から市立大町総合病院に赴任しました塩澤良一と
申します。
　地域の住民の方の健康増進、かかりつけ医の先生と病
院との連携など、地域全体で住民の方をささえるような
医療ができたらと思います。よろしくお願いします。

塩澤　良一
出身地
出身大学
卒業年度

長野県
兵庫医科大学
平成16年度

し お ざ わ りょういち

内科

●医師を目指したきっかけは？
　医師の家庭に育ち、医療の道に自分も進みたいと思い
ました。

●先生の専門分野は？
　産婦人科。婦人科腫瘍（良性）、子宮筋腫、卵巣のう腫等、
手術一般です。もちろん、分娩も大いに取り扱います。

●趣味は何でしょうか？
　ゴルフ、チェロ演奏、囲碁（４級）。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　微力ながら全力で医療に携わりたいと思います。

海野　隆彦
出身地
出身大学
卒業年度

宮崎県
奈良県立医科大学
昭和46年度

う ん の た か ひ こ

産婦人科
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Information

　大町病院では糖尿病教室を開催しています。糖尿病に関心をお持ちの方など、どなたでも参加できますので
お出かけください。

■日程　

■その他　　●第３回の試食会（バイキング形式の食事会）は申し込みが必要です。
　　　　　　●鉛筆と診察券を持ってきてください。
　　　　　　●日程は変更になる場合もありますので申込時にご確認ください。
　　　　　　　また、キャンセルされる場合もあらかじめ連絡をお願いします。
　　　　　　●血糖測定を希望される方は、開始15分前に南棟講堂へおいでください。

■問い合わせ・申込先　　地域医療福祉連携室　　　　　0261-22-0415（内線2194）

糖尿病教室のお知らせ

ＴＥＬ

内　　　　　容
糖尿病とは、運動療法、食事療法

日常生活の心得、薬、検査について

食事の実際（バイキング形式の食事）

費　用
500円

500円

900円程度

会　場
講堂（南棟）

講堂（南棟）

講堂（南棟）

時　間
14:00～16:00

14:00～16:00

要予約

12 月
9 日（水）

11日（金）

16日（水）

11 月
11日（水）

13日（金）

18日（水）

10 月
14日（水）

16日（金）

21日（水）

回 数
第１回

第２回

第３回

　10月６日（火）からインフルエンザ予防接種が大町病院で受けられます。

■予約申し込み方法

　　受付開始　　10月２日（金）から
　　予約申込　　15:00 ～ 17:00までに医事課外来係に電話で予約して下さい。

■接種

　　接種日時　　10月６日（火）から
　　　　　　　　　【火曜日】13:30 ～ 14:30　　【木曜日】14:00 ～ 15:00　　【金曜日】13:30 ～ 14:30
　　接 種 料　　●接種時に満65歳以上の方･･･････････････････････････････････････　1,000円
　　　　　　　　●60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器に重い病気のある方
　　　　　　　　　（身体障害者手帳１級または１級相当の方）･･･････････････････････　1,000円
　　　　　　　　●その他一般･･･････････････････････････････････････････････････　3,500円

　　接種日時　　10月７日（水）から　 【水曜日】15:30 ～ 16:30　　【第2・4土曜日】10:30 ～ 11:00
　　接種場所　　小児科外来
　　接 種 料　　1,000円

　　接種日時　　10月６日（火）から　 【月曜日】14:00 ～ 15:30　　【火曜日】14:00 ～ 15:30
　　接種場所　　小児科外来
　　接 種 料　　●１回目･････3,500円　　●２回目･････2.500円　　※13歳未満は2回接種します。

■問い合わせ　　医事課外来係　　　　　0261-22-0415（内線2011または2015）

インフルエンザ予防接種のお知らせ

高齢者及び一般

中学３年生相当・高校３年生相当

生後６ヶ月から中学２年生まで

ＴＥＬ

インフルエンザと肺炎球菌の同時接種は可能です。高齢者肺炎球菌の27年度予診票をお持

ちの方は、一緒に予約してください。

眼科・形成外科・耳鼻科以外で、診察予約のある方は、各科にて予防接種が受けられます。

予約当日の来院時に各診療科の窓口でお申し出ください。
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　当院では、患者様を正しく確認させていただくために、ご本人またはご家族にお名前を名乗っていただいてお
ります。診察、検査、採血、注射、手術、会計等の際には、職員がお尋ねしますので「フルネーム」で名乗っていた
だきますようお願いします。
　また、生年月日をお聞きすることもありますので、名前とともにお答えいただきますようご協力をお願いします。

患者様のお名前の確認についてご協力をお願いします

　市民の皆様からご寄付をいただきました。ありがとうございます。皆様のお気持ちに添えるよう病院の
貴重な財産として大切に使用させていただきます。

　また、伊藤様（大町市）、太田様（大町市）より古布をたくさん届けていただきました。ありがたく使わ
せていただきます。大町病院では常時布切りボランティアの活動がありますので、不用な布がありました
らお譲りください。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

■譲っていただきたい布　　タオル・綿の布　　　■問い合わせ　　看護部長室

寄付のお礼

▲ 加湿器
（寄贈：大町市　伊藤 様）

▲ 吸引器
（寄贈：大町市　伊藤 様）

▲ 書籍（157冊）
（寄贈：大町市　市川 様）

▲ 簡易トイレ
（寄贈：匿名）

　大町病院では次の職種で職員を募集します。

■募集内容

　　応募資格　　●昭和60年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人　
　　　　　　　　●本人が平成27年４月２日以前から大町市に住んでいるか、進学・就職などで大町市を離

れているが帰省先（実家）が大町市である人
　　採　　用　　平成28年4月1日
　　採用試験　　●一次試験　【期日】平成27年10月18日（日）
　　　　　　　　　　　　　　【内容】教養試験、事務適正試験、一般性格診断検査、作文試験
　　　　　　　　●二次試験　【期日】平成27年11月下旬予定
　　　　　　　　　　　　　　【内容】個別面接試験
　　申し込み　　10月７日（水）までに、申込書（顔写真添付）と身上書を大町病院庶務課人事係へ直接持

ち込むか郵送で提出。（郵送の場合、当日消印有効）

　　応募資格　　昭和40年４月２日以降に生まれ、各職種の資格をお持ちの方
　　申し込み　　申込書（顔写真添付）と身上書を大町病院庶務課人事係へ直接持ち込むか郵送で提出。
　　採 用 等　　採用日等の詳細については、下記までお問い合わせください。　　

■その他　　　　募集要綱・申込書・身上書は大町病院庶務課人事係にあります。
　　　　　　　　（病院ホームページからもダウンロード可能　【URL】http://www.omachi-hospital.jp/）

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

職員募集について

病院一般事務（若干名）

薬剤師・診療放射線技師・作業療法士・言語聴覚士・介護福祉士（各若干名）

ＴＥＬ

Topics

　５月26日（火）に職員のスキルアップを
目的として、信州大学医学部附属病院総合
診療科のご協力をいただき医療講演会を開
催しました。講師に三浦崇先生（信州大学
医学部循環器内科学助教）と常川主裕先生

（信州大学医学部形成再建外科学特定雇用
助教）を招き、三浦先生には「閉塞性動脈
硬化症総論」、常川先生には「重症下肢虚血
とは」をテーマにご講演いただきました。

医療講演会

▲ 三浦　崇 先生 ▲ 常川 主裕 先生

　病院にお越しになる皆様へのサービスの
一環として「七夕祭り」を開催しました。院
内各所に笹を設置。飾られた短冊には健康祈
願など、様々な願い事が書かれていました。
　また、８月５日（水）には長沢昭壽さん
による「ピアノ弾き語り」コンサートを開
催しました。参加者も一緒に歌うなど楽し
いひと時を過ごしました。

院内七夕祭り

　８月17日（月）より５日間にわたり、院内の全職員向けにＢＬＳ研修会を開
催しました。
　当院では、医師や看護師だけでなく様々な職種の職員が多く働いており、全職
員を対象に「心臓マッサージ」と「ＡＥＤ」の使用方法の習得を目的に毎年院
内ＢＬＳ研修会を開催し、院内・院外問わず予期せぬ事態に備え、迅速かつ適切
な対処ができるよう取り組んでおります。

ＢＬＳ研修会

ＢＬＳとは？
　Basic Life Support（一次救命処置）の略称で、急に倒れたり、窒息を

起こした人に対して、その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまで

の間に行う応急手当のことです。

　長野県が認定する「信州食育発信　３つの星
レストラン」に院内レストラン「ビアンモール」
が登録されました。３つの星レストランとは、食
塩・脂質の栄養基準を満たすなどの「健康づく
りの “食”」、長野県産食材の積極的利用や旬の食
材を生かしたメニューを提供するなどの「食文
化の継承」、ハーフサイズの設定など食べ残しを
減らす「環境への配慮」の３つの要件を満たし
た飲食店のことです。「ビアンモール」では、ヘ
ルシーランチなど健康に配慮したメニューも用
意してありますので、ぜひご利用ください。

院内レストラン 「信州食育発信　３つの星レストラン」 に登録
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らお譲りください。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

■譲っていただきたい布　　タオル・綿の布　　　■問い合わせ　　看護部長室

寄付のお礼

▲ 加湿器
（寄贈：大町市　伊藤 様）

▲ 吸引器
（寄贈：大町市　伊藤 様）

▲ 書籍（157冊）
（寄贈：大町市　市川 様）

▲ 簡易トイレ
（寄贈：匿名）

　大町病院では次の職種で職員を募集します。

■募集内容

　　応募資格　　●昭和60年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人　
　　　　　　　　●本人が平成27年４月２日以前から大町市に住んでいるか、進学・就職などで大町市を離

れているが帰省先（実家）が大町市である人
　　採　　用　　平成28年4月1日
　　採用試験　　●一次試験　【期日】平成27年10月18日（日）
　　　　　　　　　　　　　　【内容】教養試験、事務適正試験、一般性格診断検査、作文試験
　　　　　　　　●二次試験　【期日】平成27年11月下旬予定
　　　　　　　　　　　　　　【内容】個別面接試験
　　申し込み　　10月７日（水）までに、申込書（顔写真添付）と身上書を大町病院庶務課人事係へ直接持

ち込むか郵送で提出。（郵送の場合、当日消印有効）

　　応募資格　　昭和40年４月２日以降に生まれ、各職種の資格をお持ちの方
　　申し込み　　申込書（顔写真添付）と身上書を大町病院庶務課人事係へ直接持ち込むか郵送で提出。
　　採 用 等　　採用日等の詳細については、下記までお問い合わせください。　　

■その他　　　　募集要綱・申込書・身上書は大町病院庶務課人事係にあります。
　　　　　　　　（病院ホームページからもダウンロード可能　【URL】http://www.omachi-hospital.jp/）

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

職員募集について

病院一般事務（若干名）

薬剤師・診療放射線技師・作業療法士・言語聴覚士・介護福祉士（各若干名）

ＴＥＬ

Topics

　５月26日（火）に職員のスキルアップを
目的として、信州大学医学部附属病院総合
診療科のご協力をいただき医療講演会を開
催しました。講師に三浦崇先生（信州大学
医学部循環器内科学助教）と常川主裕先生

（信州大学医学部形成再建外科学特定雇用
助教）を招き、三浦先生には「閉塞性動脈
硬化症総論」、常川先生には「重症下肢虚血
とは」をテーマにご講演いただきました。

医療講演会

▲ 三浦　崇 先生 ▲ 常川 主裕 先生

　病院にお越しになる皆様へのサービスの
一環として「七夕祭り」を開催しました。院
内各所に笹を設置。飾られた短冊には健康祈
願など、様々な願い事が書かれていました。
　また、８月５日（水）には長沢昭壽さん
による「ピアノ弾き語り」コンサートを開
催しました。参加者も一緒に歌うなど楽し
いひと時を過ごしました。

院内七夕祭り

　８月17日（月）より５日間にわたり、院内の全職員向けにＢＬＳ研修会を開
催しました。
　当院では、医師や看護師だけでなく様々な職種の職員が多く働いており、全職
員を対象に「心臓マッサージ」と「ＡＥＤ」の使用方法の習得を目的に毎年院
内ＢＬＳ研修会を開催し、院内・院外問わず予期せぬ事態に備え、迅速かつ適切
な対処ができるよう取り組んでおります。

ＢＬＳ研修会

ＢＬＳとは？
　Basic Life Support（一次救命処置）の略称で、急に倒れたり、窒息を

起こした人に対して、その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまで

の間に行う応急手当のことです。

　長野県が認定する「信州食育発信　３つの星
レストラン」に院内レストラン「ビアンモール」
が登録されました。３つの星レストランとは、食
塩・脂質の栄養基準を満たすなどの「健康づく
りの “食”」、長野県産食材の積極的利用や旬の食
材を生かしたメニューを提供するなどの「食文
化の継承」、ハーフサイズの設定など食べ残しを
減らす「環境への配慮」の３つの要件を満たし
た飲食店のことです。「ビアンモール」では、ヘ
ルシーランチなど健康に配慮したメニューも用
意してありますので、ぜひご利用ください。

院内レストラン 「信州食育発信　３つの星レストラン」 に登録
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ご自由にお持ちください。

表紙の写真：上空からの写真

インフォメーション（病院からのお知らせ）

トピックス

診療表

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。


