
大町病院
2017. 8 . 1

vol.20
http://www.omachi-hospital.jp/

ご自由にお持ちください。

表紙の写真：第７回病院祭「手術体験 」

特集  病院機能評価の認定

病院からのお知らせ　　　診療表

第７回病院祭   ～知ってふれあう わたしの健康 みんなの病院～

健康体操



病院機能評価の認定を受けました
特 集

２３



病院機能評価の認定を受けました
特 集

２３



ステージライブ

院内・

 院外ブース

第７回病院祭を開催しました

市立大町総合病院

　平成29年６月18日(日)に「知ってふれあう わたしの健康 みんなの病院」

をテーマに第７回病院祭を開催しました。病院祭は、地域とともに歩む病

院として、多くの皆様に市立大町総合病院を広く知っていただくために開

催しています。当日は天気に恵まれ、大勢の皆様にご来場いただきました。

信州大学医学部附属病院 総合診療科特任教授 関口健二先

生による特別講演「シネマdeまなぶ ～映画から認知症と旅

立ちの準備を楽しく知ろう～」の講演をいただきました。

　病院職員によるブースのほか、

大町岳陽高校書道部による書道パ

フォーマンスなど、地域の皆さまの

ご協力のもと、楽しい一日を過ご

していただきました。

　医師ミニ講演会では、小児科

倉沢先生、専攻医の賴母木先生が

約150名の皆さんの前で講演を行

いました。

特別講演

風船海賊　クリオーネ
バルーンパフォーマンススマイルジャズダンススタジオ源流美麻太鼓

仁科台中学校ブラスバンド

折弁　歌謡ショー
荒河侑介（長野市出身）
お笑いトークショー第一中学校ブラスバンド

３Ｄ画像観察

バザー

調剤体験 倉沢先生

医師ミニ講演会

賴母木先生 関口先生（右側）子ども白衣試着

大町岳陽高校書道部
「書道パフォーマンス」
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Information  「お知らせ」

Topics  「出来事」

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

古布収集のお礼とお願い
地域の皆様からタオル、布 等の寄付をいつもいただき、ありがとうございます。大町病院では、病棟等
で使用する布（タオル、布）を収集しております。不要な布がありましたお譲りいただくようお願いします。
なお、譲っていただいた布は、布切ボランティアの皆様による活動により、病棟で使用するサイズに切っ
て使わせていただきます。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・バスタオル・シーツ・綿の布　　■問い合わせ　看護部長室

緩和ケア講演会を開催しました
５月22日（月）にふじ内
科クリニック（山梨県）院
長　内藤いづみ先生をお招
きし、緩和ケアに関する講
演会を開催しました。
内藤先生は、進行がん、
末期がんの人の人生を支え
る在宅ホスピスケアを30年
以上実践しており、講演会
では、実体験を交え、幸せ
な終末期のありかた等につ
いてご講演いただきました。

テーマ

参加者

「ありがとう と さよなら が一つになる時、在宅ホスピス医からのメッセージ」

医療・介護関係者、市民など約100名

内藤いづみ先生

健康体操 第１回
リハビリテーション室

膝痛は薬や注射だけでは、改善しません。
膝の元気を回復するには、曲げ・伸ばし・支える運動をすることが大切です。
毎日、頑張ってくれている膝をねぎらいケアしてあげましょう。

膝痛撃沈体操

方　法

効　果

① 床すりすり

足趾やかかとが浮かないよ
うに、足の裏全体で床をこ
すります。

膝の周囲筋のバランスを整
えます。

方　法

効　果

② 膝伸ばし

膝の裏に丸めたタオルを置いて、膝裏でタオルをつ
ぶすように膝を伸ばします。(５～ 10秒くらい)太も
もの筋肉に力が入るのがわかります。

膝を伸ばし支える筋肉の働きがよくなり、伸ばした
時の関節が安定します。

方　法

効　果

③ お皿運動

お皿を指でしっかり動かします。(縦・横・斜め)　
お皿の表面をなでるのではありません。

お皿が動くと太ももの筋肉が働きやすくなり関節の
動きも良くなります。

方　法

効　果

④ 膝曲げ

うつ伏せでゆっくり膝を曲げ
ます。(かかとをお尻にもって
いく方向で)
膝を伸ばすときは、ゆっくり
と。うつ伏せが出来ない方は、
椅子に座って行います。

膝を後ろから支える筋肉の働
きが良くなります。

足裏で床をこする。
＊ゆっくり交互に滑らせる。
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