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新入医師・職員紹介

病院からのお知らせ

診療表

数字で見る！市立大町総合病院

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。

■ 予約については、各科外来までお問い合わせください。
■ 診察券（プラスチックカード）は全科共通です。保険証と共に忘れずにお持ちください。
■ 再来受付機は、保険証を3ヶ月以上提示いただかないと利用できなくなります。（1番総合窓口にお越しください）

■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

※青文字は派遣医師です。　

午後の診療は、予約制です。（急患等は、各科で対応させていただきます。）



髙木　英俊

出身地

出身大学

卒業年度

趣　味

岐阜県

山梨大学

平成29年度

登山・旅行

●医師を目指したきっかけは？
　なかなか適切な医療が受けられない医療分野や地域による医療格
差など、必要とされている部分での医師不足の是正に、自分も力に
なれるのではないかと考えたため。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　まだ駆け出しの身でありますが、わかりやすく丁寧な医療を提供
できるよう現場からよく学び、またその時々での最善の対応が行え
るよう常に自らの判断を省みながら、日々精進を続けてまいります。

たかぎ ひでとし

田中　夏実

出身地

出身大学

卒業年度

趣　味

東京都

信州大学

平成29年度

写真撮影･音楽鑑賞

●医師を目指したきっかけは？
　医師は直接人の役に立てるということと、医療は科学をベースと
しながら、科学だけでは割りきれない人間の全体を対象とするもの
であることから興味をもちました。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　２年間、初期研修医としてお世話になります。大北地域の医療に
少しでも貢献できるよう精一杯がんばっていこうと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

たなか なつみ

●医師を目指したきっかけは？
　消化器内科医の父を見て育ち、自然と目標になっていきました。また、家族・
友人が病気で苦しんでいる際に、何か力になれたらと思ったのも理由の一つです。

●先生の専門分野は？
　初期研修を終えたばかりで、まだ未定ですが、消化器内科か腎臓内科を志
望しています。こちらでは、一年間内科医として働かせていただきます。

●趣味は何でしょうか？
　映画が好きで、家でＤＶＤで見るだけでなく、映画館にもよく足を運びま
す。また、茶道をやっていて、家でゆっくりお茶をたてることも好きです。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　元々は九州出身で、大町市に来るのは今回が初めてです。長野県民として
も医者としても３年目で、まだまだ若輩者ですが、精一杯皆様と向き合って
いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

山内　瑛子

出身地

出身大学

卒業年度

長崎県

長崎大学

平成27年度

やまうち えいこ

●医師を目指したきっかけは？
　人の役に立てるような仕事に就きたいと考え、医師を志しました。こどもが
すきなので、こどもの健康や成長に携わることのできる小児科を選びました。

●先生の専門分野は？
　小児科一般。
　新生児から思春期のお子さんまで幅広く診療させていただいています。

●趣味は何でしょうか？
　料理がすきです。せっかくの機会なのでウィンタースポーツも楽しみたい
と思います。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。
　大北地域は初めてです。豊かな自然に癒やされながら、日々の診療に励み
たいと思います。地域の皆様が健康でいられるよう、精一杯お手伝いさせて
いただければと思います、よろしくお願いいたします。

金井　絢子

出身地

出身大学

卒業年度

東京都

北里大学

平成23年度

かない あやこ

新入医師紹介新入医師紹介新入医師紹介

未来を担う新入職員
平成３０年４月、市立大町総合病院に１５名の新入職員が加わりました。

これからの大町病院を担うニューフェイスを紹介します。

内 科

小児科

初期
研修医

初期
研修医

氏名
部署
趣味

　これまでのシステム開発の経験を生か
し、システムの面から市立大町総合病
院、大北地域の医療に貢献できるよう頑
張ります。よろしくお願いいたします。

相澤　陽介（あいざわ ようすけ)
情報システム管理室
楽器演奏、スキー

事  務  員

氏名
部署
趣味

　このたび、薬剤師として働くことと
なりました。日々学びながら貢献でき
るように、頑張っていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

小寺　美幸（こでら みゆき）
薬剤科
旅行、芸術鑑賞

薬  剤  師氏名
部署
趣味

　緊張や不安なことも多くありますが、
幼い頃から夢だった看護師となり働くこ
とができることが嬉しいです。患者さん
だけでなく家族も支えられる看護師にな
れるように笑顔を忘れず頑張ります！！

横川　奈々（よこかわ なな）
４階東病棟
ペットと遊ぶこと

看  護  師

氏名
部署
趣味

　体を動かすことが好きで、ずっとバ
スケットボールをやっていました。
笑顔と元気を忘れずに日々進歩してい
きたいです。患者様の支えになれるよ
う、精一杯頑張ります！よろしくお願
いします！！

倉科　杏子（くらしな きょうこ)
３階東病棟
バスケットボール

看  護  師氏名
部署
趣味

　地元である大町市で看護師として働け
ることをとても嬉しく思います。お世
話になった地域の方々に恩返しができる
よう、一生懸命看護に励んでいきたいで
す。

竹村　愛（たけむら あい）
５階東病棟
映画鑑賞、読書

看  護  師

氏名
部署
趣味

伊藤　希（いとう のぞみ）
外来
スポーツ全般

看  護  師氏名
部署
趣味

津野尾　里美（つのお さとみ）
４階東病棟
スキー､スノーボード､カラオケ

看  護  師

新入職員紹介新入職員紹介新入職員紹介

氏名
部署
趣味

　お世話になった地域の皆様に恩返しが
できるよう、地域の皆様に寄り添い元気
に過ごすお手伝いをしたいです。日々、
向上心を忘れず精進していきたいです。

矢口　亜美（やぐち あみ）
４階東病棟
絵を描くこと、バドミントン

保  健  師

氏名
部署
趣味

　幼い頃大町病院に入院でお世話にな
り、いつか恩返ししたいという想いが
やっと実現できます。助産師として、
地域のお産を支えられるよう、持ち前
の明るさと笑顔で頑張ります。

本間　なつみ（ほんま なつみ）
４階東病棟
ＤＶＤ鑑賞

助  産  師 氏名
部署
趣味

　今年から看護師として働くことになり
ました。実家は穂高ですが、祖父母が住
んでいた大町には、昔から馴染みがあり
ます。男性看護師ならではのできるこ
ともあると思うので、よろしくお願い
します。

柿本　涼（かきもと りょう）
５階西病棟
テニス、フォークリフト運転

看  護  師

氏名
部署
趣味

　新社会人として、医療従事者とし
て、緊張や不安でいっぱいですが、毎
日笑顔で、一歩一歩前に進めるように
頑張ります！よろしくお願いいたしま
す。

稲目　美穂（いなめ みほ）
３階東病棟
旅行

保  健  師

　三重県より移住してきました。今ま
での経験を生かしつつ、大北地域での
地域医療に貢献できるよう頑張ってい
きたいと思います。よろしくお願いし
ます。

　生まれ育った大町で、地域の皆様のお
役に立てたら嬉しいです。新しい環境に
早く慣れ、スムーズに仕事ができるよ
う、頑張りたいと思います。よろしくお
願いいたします。
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４５

Information  「お知らせ」

分娩件数

 89 件/年

10～12月の間は、産婦人科常勤医

１名体制となり、ご心配をお掛けい

たしましたが、現在は、常勤医２名

体制に戻り、分娩の取扱いも通常通

り実施しております。

（平成２８年度　127件/年）

手術件数

703件/年
平成29年度に手術室で実施した

手術件数は月平均約60件でした。

（平成２８年度　781人/年）

救急車搬入患者延べ数

1,466 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。

（平成２８年度　1,515人/年）

時間外患者延べ数

2,912人/年
休診日及び診療日の17:15から翌

朝8:30まで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）

（平成２８年度　3,187人/年）

入院患者延べ数

62,518 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）

（平成２８年度　62,681人/年）

外来患者延べ数

102,680人/年
診療日数は266日で、１日当たりの

平均は約380人の患者様が来院し

ていることになります。

（平成２８年度　105,782人/年）

平成29年度 （集計期間：平成29年4月～平成30年3月）
市立大町総合病院！るで 見字数

Special edition

　大町病院では、以下の院内ボランティアを募集しています。日時については、自由にお選びいただけます。

■傾聴ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　■院内デイサービス
　　患者さんのお話を個別に聞いていただきます。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■玄関案内ボランティア
　　正面玄関 再来受付機横で患者さんの受付を支援していただきます。

ボランティアへの協力者へは、ボランティア保険加入、インフルエンザ予防接種等を行います。 
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　看護部長　　　　　0261 - 22 - 0415（内線3117）

院内ボランティア募集のお知らせ

ＴＥＬ

　決まった時間に来ていただき、患者さんと一緒
に歌を歌ったり、工作をしていただきます。

Information  「お知らせ」

　入院される患者様やご家族への支援をより充実させるため『入退院支援室』を4月より開設しました。
　患者様の入院に対する不安の軽減と、より安心して入院生活を送ることができるよう支援します。予約入院
される方を中心に、入院費に関する説明、ご自宅での生活や福祉利用の状況や使用中の薬の確認などをさせて
いただきます。
　入院が決定した際に声をかけさせていただきますのでよろしくお願いします。

■対応時間　　平日　8:30～ 17:15
■場　　所　　１階　相談室
■問い合わせ　入退院支援室（地域医療福祉連携室）　　　　0261 - 22 - 0415（内線2020）

「入退院支援室」を開設しました

ＴＥＬ

　大町病院では地域に開かれた、地域とともに歩む病院を目指し、第８回病院祭を開催します。
　様々な院内外ブース、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30年5月20日（日）
■テーマ　　「ふれ愛　ささえ愛　たすけ愛　～3つの愛でつながる地域の絆～」
　　　　　　※詳しい内容は、チラシ、ホームページ等でご確認ください。
■問い合わせ　　病院祭実行委員会事務局（総務課）　　　　0261 - 22 - 0415（内線2223、2227）

「第８回病院祭」開催のお知らせ

ＴＥＬ

　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。

■本年度からの変更点
　　●偶数月（２ヶ月に１度）の開催となります。
　　　（第３回の試食会（バイキング形式の食事会）は、毎月開催します。）
　　●第１、２回の費用が無料となります。
■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（開催内容が一部変わります）

ＴＥＬ

① 糖尿病とは（糖尿病療養指導士）
② 運動療法（理学療法士）
③ 食事療法（管理栄養士）

第１回 ー 1３日
（水） ー 14:00～

16:00 無　料

回 数 ５月 ６月 ７月 時　間 費　用 内　　　容

① 日常生活の心得（看護師）
② くすり（薬剤師）
③ 検査について（臨床検査技師）

第２回 ー 1５日
（金） ー 14:00～

16:00 無　料

① 食事の実際（試食会）
② 相談・個人指導（管理栄養士）第３回 16日

（水）
20日
（水）

18日
（水）

11:45～
（要予約）

900円
程　度
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Information  「お知らせ」
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体制に戻り、分娩の取扱いも通常通
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市立大町総合病院！るで 見字数
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　入院が決定した際に声をかけさせていただきますのでよろしくお願いします。
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　様々な院内外ブース、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。
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■テーマ　　「ふれ愛　ささえ愛　たすけ愛　～3つの愛でつながる地域の絆～」
　　　　　　※詳しい内容は、チラシ、ホームページ等でご確認ください。
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　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。

■本年度からの変更点
　　●偶数月（２ヶ月に１度）の開催となります。
　　　（第３回の試食会（バイキング形式の食事会）は、毎月開催します。）
　　●第１、２回の費用が無料となります。
■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（開催内容が一部変わります）
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① 糖尿病とは（糖尿病療養指導士）
② 運動療法（理学療法士）
③ 食事療法（管理栄養士）

第１回 ー 1３日
（水） ー 14:00～

16:00 無　料

回 数 ５月 ６月 ７月 時　間 費　用 内　　　容

① 日常生活の心得（看護師）
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③ 検査について（臨床検査技師）
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ご自由にお持ちください。

表紙の写真：平成３０年度新入職員

新入医師・職員紹介

病院からのお知らせ

診療表

数字で見る！市立大町総合病院

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。

■ 予約については、各科外来までお問い合わせください。
■ 診察券（プラスチックカード）は全科共通です。保険証と共に忘れずにお持ちください。
■ 再来受付機は、保険証を3ヶ月以上提示いただかないと利用できなくなります。（1番総合窓口にお越しください）

■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

※青文字は派遣医師です。　

午後の診療は、予約制です。（急患等は、各科で対応させていただきます。）


