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新任医師紹介

出身地

出身大学

卒業年度

栃木県

信州大学

平成27年度

賴母木　直樹
たの  も  ぎ なお  き

●医師を目指したきっかけは？

　小さい頃は病院にかかることが多く、職場として馴染みがあ

りイメージしやすかったのかもしれません。小児科医になって

役立ちたいと思っていました。

●先生の専門分野は？

　小児科の中で、消化器分野に興味を持っています。便秘から

炎症性腸疾患まで奥が深く、勉強のしがいがあります。

●趣味は何でしょうか？

　探し中です。バイクの免許は持っているので、ツーリングを

趣味と言えるようになりたいです。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　大北地域での勤務は初めてです。不慣れな事、分からない事

が沢山ありますので、ご指導よろしくお願いいたします。皆様

のニーズに応えられるような診療を心掛けてまいります。

●医師を目指したきっかけは？

　人に必要とされる職種に就こうと思ったからです。

●先生の専門分野は？

　内科、皮膚科

●趣味は何でしょうか？

　野球、スポーツ観戦全般、旅行

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　大北地域、市立大町総合病院の医療に貢献できるように精一

杯やらせていただきます。

　よろしくお願いいたします。

出身地

出身大学

卒業年度

長野県

福井大学

平成22年度

倉 沢　伸 吾
くら　さわ しん　 ご

小児科

内科

平成29年度 新体制のご紹介
平成29年４月より、診療部長、看護部長、診療技術部長、事務長が新しく就任し、新体制となりました。

市立大町総合病院新改革プランの策定について
新改革プランとは？
全国的に公立病院の経営が厳しい中、総務省からガイドラインが示され、４つの視点（①役割の明確化 

②経営の効率化 ③ネットワーク化 ④経営形態の見直し）により、当院でも「新改革プラン」を策定しました。

４つの視点における方向
①急性期、回復期、慢性期及び在宅医療を担う多機能型病院として機能を充実する。
②医師確保と経営改善を進め、平成32年度の黒字化を目指す。
③あづみ病院や松本医療圏の病院とのネットワークづくりを推進する。
④経営形態は、見直しの必要性や可能性について十分検討していく。

新改革プランについては、当院ホームページ（http://www.omachi-hospital.jp）に全文掲載しておりま
すのでご覧ください。

【主なスタッフ】

【就任あいさつ】

本年４月１日付けで、事務長に就任いたしました。

大町病院は、地域に密着した医療提供を継続していくため、経営改善を主眼とした

「新改革プラン」を策定し、本年度から取組みを始めております。

様々な課題が山積しておりますが、課題解決に向けて、井上事業管理者のもと、全

職員が意識を共有し、一丸となった取組みを進めてまいります。微力ながら誠心誠意、

努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

このたび、看護部長に就任いたしました西澤千文です。

看護部では、「患者さん家族が安心できる看護を提供する」「健全な経営を目指す」を

目標に、外来から入院、退院支援の充実を構築してまいります。本年度は研修に力をいれ、

看護の知識と技術の向上を目指し、質の高い看護を提供するとともに、経営改善に向け、

業務改善、節約を心がけてまいります。さらに、来年度は診療報酬改定が予定されており、

看護必要度の見直しによる急性期病床の削減を迫られることが予想されます。このよう

な変化の中でも、さらに温かい看護をお届けできるよう努めてまいりたいと思います。
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新入職員紹介

氏名

部署

趣味

　このたび、ご縁があり大町市へ移住して

来ました。いつまでも初心を忘れず、助産師

として地域医療に貢献できるよう、日々笑顔

で精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

石橋　千草（いしばし　ちぐさ）

４階東病棟

旅行、温泉、カフェ巡り

助 産 師 氏名

部署

趣味

　先輩方のご指導をいただきながら多くの

ことを知識として吸収し、今までの経験・

学んできたことを活かしながら、頑張って

いきたいと思います。お願いします。

宮田　亜沙美（みやた あさみ）

５階東病棟
看 護 師

氏名

部署

趣味

　保健師の資格を活かして、疾病の予防と

いう視点からも、患者さんとご家族の方の

思いに寄り添えるよう、日々頑張っていきた

いと思います。よろしくお願いします。

平林　佳奈（ひらばやし　かな）

３階東病棟

特にないので、色々な事に挑戦していきたいです。

保 健 師 氏名

部署

趣味

　生まれて育った大町市で働くことができ、

とても嬉しく思います。早く一人前になり、

皆さんの役に立てるよう、精一杯頑張りま

す。よろしくお願いします。

降旗　梓（ふりはた　あずさ）

手術室・内視鏡室

バドミントン

保 健 師氏名

部署

趣味

　自然豊かで大迫力の北アルプスの麓、大町で

また暮らせることがとても幸せです。大北地域

の大切な病院のスタッフとして皆と一緒に力を

合わせて喜ばれる病院にしていきたいですね。

牧瀬　明美（まきせ　あけみ）

医事課、診療情報管理室

合気道

診療情報管理士

氏名

部署

趣味

　このたび、臨床工学技士として働くこと

になりました中村です。初めてのことばか

りですが、少しでも早く業務を覚えられる

ように頑張ります。よろしくお願いします。

中村　詠里子（なかむら えりこ）

臨床工学室

スノーボード、読書

臨床工学技士 氏名

部署

趣味

　以前は、介護支援専門員をして地域で生活されて

いる方を支援してきました。ＭＳＷ(医療ソーシャル

ワーカー）は初めてですが、在宅支援の経験を活かし、

他部署や様々な社会資源と連携して活躍したいです｡

等々力　久志（とどろき　ひさし）

地域医療福祉連携室

登山、読書

社会福祉士

氏名

部署

趣味

　幼い頃からお世話になった病院で薬剤師

として働けることを嬉しく思います。１日

でも早く貢献できるよう日々学んでいきた

いと思います。よろしくお願いします。

田中　あきほ（たなか　あきほ）

薬剤科

茶道、ソフトテニス、エレクトーンなど

薬 剤 師 氏名

部署

趣味

　愛知県名古屋市から移住して来ました。

大町市の自然に感動しています。この地域

を支える一員として全力で頑張りますので、

よろしくお願いいたします。

中条　達也（ちゅうじょう たつや）

リハビリテーション室

外で行う事全般

言語聴覚士

氏名

部署

趣味

　私は海が大好きで泳いだり魚釣りをしたり最近

は海の中に潜ったりしています。これからは広い

海の様な心で患者様やご家族様、利用者様に接し

ていきたいと思います。よろしくお願いします。

小林　昂平（こばやし　こうへい）

５階西病棟

スキューバダイビング

介 護 員 氏名

部署

趣味

　地域医療に興味がある薬剤師です。北信地区で

糖尿病デバイスインストラクター認定制度を立ち

上げました。大北地区においても同じ制度を立ち

上げて地域医療に貢献できればと考えております。

深井　康臣（ふかい　やすおみ）

薬剤科

ガーデニング、温泉

薬 剤 師

氏名

部署

趣味

　地元である大町市で、地域のみなさんと関わり

ながらお役に立つことができるように、精一杯努

力していきます。よろしくお願いします。人と会話

することが好きなので、ぜひ声をかけてください。

伊藤　愛（いとう　あい）

３階東病棟

運動

看 護 師 氏名

部署

趣味

　療養病棟に配属となりました田中です。こ

れからの抱負として、療養病棟の介護員とし

てスタッフから信頼されるよう頑張りたいと

思います。皆様よろしくお願いいたします。

田中　雄貴（たなか　ゆうき）

５階西病棟

ゲーム(ＴＶ)、サッカー、バスケットボール

介 護 員

氏名

部署

趣味

　患者様や御家族への寄り添った思いやり

のある看護を行い、日々学びながら信頼さ

れる看護師になりたいです。これからよろ

しくお願いいたします。

立花　美鈴（たちばな　みすず）

４階東病棟

音楽鑑賞、体を動かすこと

看 護 師 氏名

部署

趣味

　患者様やその御家族の想いを尊重し思い

やりのある看護を行うため、日々の学びや

気づきを大切にし成長し続けたいです。こ

れからよろしくお願いします。

白井　さくら（しらい　さくら）

５階東病棟

読書、音楽鑑賞

看 護 師

氏名

部署

趣味

　念願の看護師になることができたので、

精一杯頑張りたいと思います。先輩たちに

ご指導をいただきながら日々学び、看護を

していきたいと思います。

小林 彩香（こばやし あやか）

５階西病棟

音楽鑑賞

看 護 師 氏名

部署

趣味

　生まれ育った大町で看護師として働ける

ことを嬉しく思っています。一日も早く現

場に慣れて、人の役に立ちたいです。明る

く笑顔で頑張るのでよろしくお願いします。

大西　彩花（おおにし　あやか）

４階東病棟

映画鑑賞

看 護 師

●医師を目指したきっかけは？

　私が医師を目指したきっかけは、まず困っている人のお手

伝いをしたいと考えたからです。それに加えて日々進歩する

医学そのものに興味を持っていたからです。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　初期研修医として大町総合病院で勤務することになりまし

た尾田と申します。少しでも皆さんのお役に立てるように毎

日頑張っていきます。よろしくお願いいたします。

出 身 地

出身大学

卒業年度

趣　　味

千葉県

信州大学

平成28年度

スポーツ観戦

尾田　正仁
お だ まさひと

●医師を目指したきっかけは？

　私はこれまで周囲のたくさんの人に支えられてきました。

次は自分が周りの人々の役に立ちたいと考え、医療の現場で

働く両親への憧れもあり、医師を志しました。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　大北地域の人、町、自然に惹かれて、大町病院での研修を

希望しました。２年間という短い期間ですが、しっかりと研

鑽を積みながら、少しでも地域に貢献していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

出 身 地

出身大学

卒業年度

趣　　味

福岡県

信州大学

平成28年度

ギター演奏
スキー、自転車

有吉　　慧
ありよし けい

●医師を目指したきっかけは？

　高校生の時に自分が入院・手術を受けたのがきっかけです。

当時の主治医が不安な気持ちを取り除いてくれたことで、医

師という職業に尊敬と憧れを抱くようになりました。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　今回、ご縁で大町で２年間働くことになった鉄本です。患

者さんに寄り添ったあたたかい医師になれるよう努力します

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

出 身 地

出身大学

卒業年度

趣　　味

兵庫県

信州大学

平成28年度

音楽鑑賞

鉄本　啓介
てつもと けいすけ
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部署
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尾田　正仁
お だ まさひと
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ギター演奏
スキー、自転車

有吉　　慧
ありよし けい

●医師を目指したきっかけは？

　高校生の時に自分が入院・手術を受けたのがきっかけです。
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鉄本　啓介
てつもと けいすけ



６７７

入院患者延べ数

62,681人/年

１日平均の入院患者数は約

170人でした。

（１人の患者様が５日間入院

したら５人と数えています）

外来患者延べ数

105,782人/年

診療日数は267日で、１日当

たりの平均は約400人の患者

様が来院していることになり

ます。

救急車搬入患者延べ数

1,515人/年

救急車で搬入された患者数は

１日平均約４人でした。

時間外患者延べ数

3,187人/年

休診日及び夜間に受診された

患者数です。

（そのまま入院された患者数

は含まれていません）

手術件数

781件/年

平成28年度に実施した手術

件数は月平均約65件でした。

分娩件数

127件/年

平成27年10月より分娩を再

開し、分娩件数は月平均約

11件でした。

平成28年度（集計期間：平成28年４月～平成29年３月）
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平成28年度 外来・入院患者数月別グラフ

（平成27年度　107,635人/年） （平成27年度　59,247人/年）

（平成27年度　2,486人/年） （平成27年度　1,347人/年）

（平成27年度　729人/年） （平成27年度　31件/年）

市立大町総合病院！るで 見字数

平成29年４月より以下のとおり、外来診療日等が変更となりました。

●内　　科（糖尿病・内分泌）　「木曜日」が追加となりました。
●発達外来（初診）　「木曜日（第２・４週）」に平林伸一医師（昨年度まで県立こども病院に勤務）
　　　　　　　　　が主に担当します。
●乳腺外来　「水曜日（第１・３・５）」が追加となりました。
●形成外科　「火曜日」から「水曜日」へ変更となりました。

産婦人科外来では、水曜日に女性医師による診療を行っております。お気軽にご相談ください。
※詳しくは、裏面の「外来診療表」をご覧ください。

外来診療日変更のお知らせ

Information  「お知らせ」

大町病院では「開かれた病院、地域とともに歩む病院」を目指して、第７回病院祭を開催します。
様々なブースやステージイベント、お子様も楽しめるキッズコーナーなど盛りだくさんの内容を企画して
おります。職員一同、皆様のお越しをお待ちしています。

■日　時　　平成29年６月18日（日）

■テーマ　　「知ってふれあう　わたしの健康　みんなの病院」
　　　　　　※詳しい内容等が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
■問い合わせ　　病院祭実行委員会事務局（総務課）　　　　0261-22-0415（代）

「第７回病院祭」開催のお知らせ

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
でお気軽にお越しください。

■日　程

■会　場　　南棟１階　講堂
■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。
　　　　　　●鉛筆と診察券をお持ちください。
　　　　　　●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分前に会場へお越しください。
■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
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