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産婦人科の診療体制について

経営健全化計画の実施状況

皆さまの声（意見箱）

外来診療表

ご自由にお持ちください。

表紙の写真：院内七夕コンサート

当院ホームページはこちら
https://www.omachi-hospital.jp/

大町市キャラクター
「おおまぴょん」

■ 予約については、平日15時以降に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）

※青文字は派遣医師です。　
インフルエンザ予防接種
職員募集・奨学生募集
各種教室・研修会開催

病院からのお知らせ

■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。

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。）

外来診療表
休診情報はこちら

令和元年 10月 1日

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。

理　　      念

基  本  方  針 ■ 発行　市立大町総合病院
■ 編集　市立大町総合病院　広報委員会
〒398-0002　長野県大町市大町3130番地

0261-22-0415（代）　　　  https://www.omachi-hospital.jp
   hospital@hsp.city.omachi.nagano.jp

ＴＥＬ URL
e-mail

広報誌　きらり大町病院
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２3

　当院の産婦人科は、常勤医師２名体制で診療を行ってまいりましたが、医師１名が退職する

こととなり、10月からの診療は、常勤医師１名体制となります。

　このため、令和元年10月1日からの産婦人科の診療体制について下記の

とおりとなります。

　皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

外来予約（変更、確認含む）のお問い合わせについては、

その際、診察券番号もしくは生年月日にて本人確認を行います。
外来待ち時間、電話回線混雑の緩和のため、ご理解、ご協力をお願いいたします。

平日15時から17時の間に 各科外来 へ
お願いいたします。

　令和元年10月1日から消費税が10％になったことに伴い、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げ
られ、窓口でお支払いいただく料金も変わります。また、保険外料金についても消費税引き上げに伴い金額が
変わります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

■問い合わせ
　●外来診療および全般的な内容　医事課外来係　　　　　0261‐22‐0415（内線2010）　
　●入院費用に関する内容　　　　医事課入院係　　　　　0261‐22‐0415（内線2025）　
　●健診費用に関する内容　　　　健診センター　　　　　0261‐85‐2234（直通）　

医療費負担額等の変更について

　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15日（火）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ください。
　　　　　　　　中学３年生相当の方は直接小児科外来に電話で予約してください。
■接種

　　接種日時　　10月24日（木）から　【火・木曜日】15:00～15:30
　　受付場所　　１番　総合受付
　　接 種 料　　●接種時に満65歳以上の方 ････････････････････････････････････1,200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）･･････････････････････1,200円
　　　　　　　　●その他一般  ･････････････････････････････････････････････････4,870円
　　　　　　　　●高校３年生相当（大町市から予診票が発行されている方）  ････････1,000円

　　接種日時　　10月21日（月）から　【月・火曜日】15:30～16:00
　　接種場所　　小児科外来
　　接 種 料　　３歳以上　●1回目･･･4,870円　●２回目･･･2,510円  ※13歳未満は2回接種します。
　　　　　　　　３歳未満　●1回目･･･4,130円　●２回目･･･1,770円 　
　　　　　　　　

　　接種対象者　大町市から予診票が発行されている中学３年生相当
　　接種日時　　10月26日（土）から　【第２・４土曜日】10:30～12:00
　　接種場所　　小児科外来
　　接 種 料　　1,000円

■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

ＴＥＬ

高齢者及び一般

生後６ヶ月から中学２年生まで

中学３年生相当

インフルエンザと肺炎球菌の同時接種は可能です。令和元年度高齢者肺炎球菌予診票
をお持ちの方は、一緒に予約してください。

眼科・整形外科・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。

Information  「お知らせ」
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産後ヨーガ教室のご案内

令和元年
10月からの について産婦人科診療体制

の お問い合わせ時間 について外来予約

産婦人科の診療体制産婦人科の診療体制（令和元年１０月以降）

■開催日時　毎月第３水曜日　10:00 ～ １時間程度

　　　　　　（受付9:30 ～）

■会場　　　南棟１階　講堂

■参加費　　1,000円

■対象者　　子育て中のお母さん（産後１年未満）

　　　　　　・定員８人まで　　・子連れ可（生後１カ月から６カ月まで）

■持ち物　　母子手帳、お気に入りのおもちゃ１個、飲み物

■問い合わせ・申込先　　産婦人科外来　　　　0261‐22‐0415（内線3040）

■講師　秋山弥生先生
【資格等】

・インド中央政府公認ヨーガインストラクター

・ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士

・マタニティヨーガ・産後ヨーガインストラクター

ＴＥＬ
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奨学生募集（看護師・保健師・助産師）

　当院には、看護師・保健師・助産師を目指している学生の
皆さんに奨学金を貸与する制度があります。随時受付を行っ
ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■奨学生資格・条件等

４５

職員募集

　大町病院では次の職種の職員を募集しています。

■募集内容

※１　令和２年の春までに行われる国家試験により、当該免許を取得する見込みの方を含みます。

※２　「申込書」「身上書」は、当院指定様式です。当院ホームページからダウンロードして
いただくか、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　総務課人事係　　　　　0261‐22‐0415（内線2217）ＴＥＬ

「医師」随時募集
大町病院では医師を随時募集しています。
知り合いや親戚などで、地元に帰って勤務される
希望の方がおりましたら、紹介してください。

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

当院ホームページ

当院ホームページ

「看護職・介護福祉士インターンシップ」も
  随時募集しています。
※詳しくは、上記「募集要項」ページからご覧く
ださい。

ＴＥＬ

「募集要項」
その他の募集
ページは
こちら

「奨学金制度」
ページは
こちら　

ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育開催のお知らせ
　大町病院では、エンド・オブ・ライフ・ケアの質の向上を目指して、日本緩和医療学会で開催されている
ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育を開催します。
　今後、本格的な「高齢・多死社会」を迎え、看護師は、人々のQuality of Life （QOL）を維持・向上させること、
患者の尊厳ある人生の最期を支えるとともにその家族に安心を与えること、“質の高いEOLケアを提供する”と
いう重要な役割を担っています。その役割を果たすために看護師には、患者のニーズに応じて適切なケアを提
供できる知識・技術が不可欠です。さらに、そのために知識・技術を学び、緩和ケアを必要とする人や、人生
の終焉にある患者と家族をサポートする知識を一緒に学びましょう。

■日　時　　１日目　12月７日(土)　9:00～ 16:50
　　　　　　２日目　12月８日(日)　9:00～ 16:15
　　　　　　※２日通しての受講が必要となります。
■参加費　　2,000円
■対象者　　地域の看護職の皆さん

急募急募

　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。

糖尿病教室、糖尿病週間記念講演のお知らせ

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9日
（水）

14:00～
16:00 無　料

回 数 10月 11月 12月 時　間 費　用 内　　　容

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

第２回 ー11日
（金）

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）

11日
（水）

13日
（金）

18日
（水）

20日
（水）

11:45～
（要予約）

900円
程　度

■日　時　　11月30日(土)13:00～　※２時間程度の予定　　■会　場　　南棟１階　講堂
■内　容　　記念講演「糖尿病から腎臓を守りましょう」～透析予防の現状と今後～（仮題）
　　　　　　講師　日本慢性疾患重症化予防学会　理事　　松本　洋　先生
　　　　　　　　　当院副院長兼内科部長兼人工透析室長　新津義文　医師
　　　　　　　　　当院　管理栄養士
■その他　　参加費無料。事前に申込をお願いします。

糖尿病週間記念講演

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

詳しい内容、申込方法に
ついては当院ホームペー
ジをご覧ください。

介護教室のお知らせ
　大町病院では、介護されている方、介護の仕事を検討されている方等を対象に、自宅で出来る楽な介助の方
法を身に付けるお手伝いとして、「介護教室」を毎月開催しています。
■日　時　　毎月第３金曜日　14:00～ 15:00
■内　容　　　　　　　　　　  寝返り、起き上がり、移乗、食事介助、オムツ交換、口腔ケア、
　　　　　　　　　　　　　　  傷の交換、経管栄養、吸引
　　　　　　　　　　　　　　  具体的なお悩みにお答えします
■会　場　　南棟１階　講堂　　　　　■参加費　　無料
■申し込み　内科窓口にある「申込用紙」で申込いただくか、電話にて申込ください。
　　　　　　（毎月第２金曜日までに申込ください。）
■問い合わせ・申込先　　地域医療福祉連携室　　　　　0261‐22‐0415（内線2194）ＴＥＬ

介護技術の練習

その他介護相談

Information  「お知らせ」 Information  「お知らせ」



奨学生募集（看護師・保健師・助産師）

　当院には、看護師・保健師・助産師を目指している学生の
皆さんに奨学金を貸与する制度があります。随時受付を行っ
ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■奨学生資格・条件等

４５

職員募集

　大町病院では次の職種の職員を募集しています。

■募集内容

※１　令和２年の春までに行われる国家試験により、当該免許を取得する見込みの方を含みます。

※２　「申込書」「身上書」は、当院指定様式です。当院ホームページからダウンロードして
いただくか、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　総務課人事係　　　　　0261‐22‐0415（内線2217）ＴＥＬ

「医師」随時募集
大町病院では医師を随時募集しています。
知り合いや親戚などで、地元に帰って勤務される
希望の方がおりましたら、紹介してください。

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

当院ホームページ

当院ホームページ

「看護職・介護福祉士インターンシップ」も
  随時募集しています。
※詳しくは、上記「募集要項」ページからご覧く
ださい。

ＴＥＬ

「募集要項」
その他の募集
ページは
こちら

「奨学金制度」
ページは
こちら　

ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育開催のお知らせ
　大町病院では、エンド・オブ・ライフ・ケアの質の向上を目指して、日本緩和医療学会で開催されている
ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育を開催します。
　今後、本格的な「高齢・多死社会」を迎え、看護師は、人々のQuality of Life （QOL）を維持・向上させること、
患者の尊厳ある人生の最期を支えるとともにその家族に安心を与えること、“質の高いEOLケアを提供する”と
いう重要な役割を担っています。その役割を果たすために看護師には、患者のニーズに応じて適切なケアを提
供できる知識・技術が不可欠です。さらに、そのために知識・技術を学び、緩和ケアを必要とする人や、人生
の終焉にある患者と家族をサポートする知識を一緒に学びましょう。

■日　時　　１日目　12月７日(土)　9:00～ 16:50
　　　　　　２日目　12月８日(日)　9:00～ 16:15
　　　　　　※２日通しての受講が必要となります。
■参加費　　2,000円
■対象者　　地域の看護職の皆さん

急募急募

　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。

糖尿病教室、糖尿病週間記念講演のお知らせ

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9日
（水）

14:00～
16:00 無　料

回 数 10月 11月 12月 時　間 費　用 内　　　容

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

第２回 ー11日
（金）

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）

11日
（水）

13日
（金）

18日
（水）

20日
（水）

11:45～
（要予約）

900円
程　度

■日　時　　11月30日(土)13:00～　※２時間程度の予定　　■会　場　　南棟１階　講堂
■内　容　　記念講演「糖尿病から腎臓を守りましょう」～透析予防の現状と今後～（仮題）
　　　　　　講師　日本慢性疾患重症化予防学会　理事　　松本　洋　先生
　　　　　　　　　当院副院長兼内科部長兼人工透析室長　新津義文　医師
　　　　　　　　　当院　管理栄養士
■その他　　参加費無料。事前に申込をお願いします。

糖尿病週間記念講演

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

詳しい内容、申込方法に
ついては当院ホームペー
ジをご覧ください。

介護教室のお知らせ
　大町病院では、介護されている方、介護の仕事を検討されている方等を対象に、自宅で出来る楽な介助の方
法を身に付けるお手伝いとして、「介護教室」を毎月開催しています。
■日　時　　毎月第３金曜日　14:00～ 15:00
■内　容　　　　　　　　　　  寝返り、起き上がり、移乗、食事介助、オムツ交換、口腔ケア、
　　　　　　　　　　　　　　  傷の交換、経管栄養、吸引
　　　　　　　　　　　　　　  具体的なお悩みにお答えします
■会　場　　南棟１階　講堂　　　　　■参加費　　無料
■申し込み　内科窓口にある「申込用紙」で申込いただくか、電話にて申込ください。
　　　　　　（毎月第２金曜日までに申込ください。）
■問い合わせ・申込先　　地域医療福祉連携室　　　　　0261‐22‐0415（内線2194）ＴＥＬ

介護技術の練習

その他介護相談

Information  「お知らせ」 Information  「お知らせ」



６７

Topics  「5月～ 9月の出来事」

第  ９  回  病  院  祭

　市立大町総合病院では、患者サービス向上のための取り組みとして、
患者さまやお見舞いなどでご来院された方から病院に関するご意見、
ご要望を頂戴するために、ご意見箱「皆さまの声」を設置しております。
　皆さまから寄せられたご意見の一部とそれに対する当院からの回答
を紹介いたします。

予約をしても待ち時間が長くなります。
待ち時間の状況を知らせてもらいたい
です。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

当院では院内トリアージを実施してお

り、救急患者様を優先する場合があります。

また、血液などの検査をした場合、検査結果が

出てからの診察になりますので、診察室にお

入りいただく時間が遅くなることがありま

す。

　外来窓口には、「今、何時の予約患者様が診

察を受けているか」表示していますが、予約

時間より遅れている場合は、お待ちになられ

ている患者様に声をお掛けするよう努めてま

いります。

※院内トリアージ

　病気やけがの緊急度により、治療の優先順

位を判断します

Q

A

ＡＴＭ（現金自動預払機）の設置を検討
してください。

ＡＴＭは銀行が自社の店舗や商業施設・

公共施設を中心に設置しています。

当院でも過去に設置しておりましたが、

利用頻度が低いうえ、最近ではコンビニエン

スストアへの設置が進んでいることから、銀

行側の業務見直しに伴い、撤去された経緯が

ございます。

　当院が独自にＡＴＭを設置した場合、機器

の設置と毎月の維持管理に多額の経費がかか

ることから、現実的には難しいと判断してお

ります。

　なお、病院周辺には多くの銀行店舗やＡＴ

Ｍ設置箇所がございますことから、案内表示

に努めてまいります。

Q

A

病院経営が厳しい中であっても、地域医
療を守るということが大事だと思いま
す。

ありがたいお言葉をいただき感謝申し

上げます。

　地域医療を守るため、その役割をしっかり

果たせる病院となるよう、平成31年３月に策

定しました経営健全化計画に基づき、取り組

みを進めてまいりますので、引き続き

ご理解ご支援をお願いいたします。

Q

A

大町には夏場のアルバイトで来ていま
すが、慣れない環境で体をこわしてしま
い受診しました。先生の診察がやさし
くて親しみがわき、検査結果の説明も丁
寧で、今後も安心して大町に来られます。

慣れない土地で不安も大きかったと思

います。そのような中、ありがたいお言

葉をいただき、私たちもうれしく思います。

　今後も皆様が安心して受診できるよう努め

てまいります。

Q

A

皆さまの 声 　５月26日（日）に「ともに育てよう  地域に根付く  希望の芽」をテーマに第９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、開催しています。当日は、
大勢の皆様にご来場いただき、ありがとうございました。

七夕コンサート
　8月6日（火）に「七夕
コンサート」として、メゾ
ソプラノ歌手たぐちたみ
さんによるコンサートを
開催しました。入院患者
さんを中心に約45人の参
加者も一緒に歌うなど楽
しいひと時を過ごしまし
た。（表紙写真）

大北地域広域災害医療訓練
　8月10日(土)に大北地域包括医療協議会主催による広
域災害医療訓練
が当院南棟講堂
で開催されまし
た。関係機関約
130人が参加し、
災害時の連携等
の確認、検証を行
いました。たぐち たみ さん

市立大町総合病院経営健全化計画の実施状況
　大町市病院事業会計は、平成29年度決算における資金不足比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

規定する経営健全化基準の20％を超えたため、経営健全化計画を策定し、早期の健全化に向けた取組みを行って

います。本計画の平成30年度実施状況の概要を報告します。なお、詳しくは当院ホームページをご覧ください。

●収益確保の取組では、患者数の増加と許可病床数

を199床としたことによる新たな施設基準の取得

や診療報酬上の機能評価係数の向上などによる診

療単価が上昇したことなどにより、医業収益は、
前年度と比べ約２億７千万円増収しました。

計画と具体的な措置の状況 ●コスト削減の取組では、職員給与の削減のほか、

あらゆる経費の縮減に努めたことにより、医業費
用は、約２億３千万円削減しました。

●その他の取組では、一般会計からの繰入金を確保

（9億3,400万円）し、一時借入金残高は収支改
善等により前年度末より１億円減少しました。

資金不足額解消と資金不足比率の状況 経営指標の状況
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（千円）

資金不足比率

859,747 
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657,202 

521,202 
465,202 

22.0%

18.1% 17.8%

14.5%
13.2%

平成29年度 平成30年度
（実績値）

令和元年度
（計画値）

令和２年度
（計画値）

令和３年度
（計画値）
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経営健全化基準 20％

※（　）内は、計画値
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Topics  「5月～ 9月の出来事」

第  ９  回  病  院  祭

　市立大町総合病院では、患者サービス向上のための取り組みとして、
患者さまやお見舞いなどでご来院された方から病院に関するご意見、
ご要望を頂戴するために、ご意見箱「皆さまの声」を設置しております。
　皆さまから寄せられたご意見の一部とそれに対する当院からの回答
を紹介いたします。

予約をしても待ち時間が長くなります。
待ち時間の状況を知らせてもらいたい
です。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

当院では院内トリアージを実施してお

り、救急患者様を優先する場合があります。

また、血液などの検査をした場合、検査結果が

出てからの診察になりますので、診察室にお

入りいただく時間が遅くなることがありま

す。

　外来窓口には、「今、何時の予約患者様が診

察を受けているか」表示していますが、予約

時間より遅れている場合は、お待ちになられ

ている患者様に声をお掛けするよう努めてま

いります。

※院内トリアージ

　病気やけがの緊急度により、治療の優先順

位を判断します

Q

A

ＡＴＭ（現金自動預払機）の設置を検討
してください。

ＡＴＭは銀行が自社の店舗や商業施設・

公共施設を中心に設置しています。

当院でも過去に設置しておりましたが、

利用頻度が低いうえ、最近ではコンビニエン

スストアへの設置が進んでいることから、銀

行側の業務見直しに伴い、撤去された経緯が

ございます。

　当院が独自にＡＴＭを設置した場合、機器

の設置と毎月の維持管理に多額の経費がかか

ることから、現実的には難しいと判断してお

ります。

　なお、病院周辺には多くの銀行店舗やＡＴ

Ｍ設置箇所がございますことから、案内表示

に努めてまいります。

Q

A

病院経営が厳しい中であっても、地域医
療を守るということが大事だと思いま
す。

ありがたいお言葉をいただき感謝申し

上げます。

　地域医療を守るため、その役割をしっかり

果たせる病院となるよう、平成31年３月に策

定しました経営健全化計画に基づき、取り組

みを進めてまいりますので、引き続き

ご理解ご支援をお願いいたします。

Q

A

大町には夏場のアルバイトで来ていま
すが、慣れない環境で体をこわしてしま
い受診しました。先生の診察がやさし
くて親しみがわき、検査結果の説明も丁
寧で、今後も安心して大町に来られます。

慣れない土地で不安も大きかったと思

います。そのような中、ありがたいお言

葉をいただき、私たちもうれしく思います。

　今後も皆様が安心して受診できるよう努め

てまいります。

Q

A

皆さまの 声 　５月26日（日）に「ともに育てよう  地域に根付く  希望の芽」をテーマに第９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、開催しています。当日は、
大勢の皆様にご来場いただき、ありがとうございました。

七夕コンサート
　8月6日（火）に「七夕
コンサート」として、メゾ
ソプラノ歌手たぐちたみ
さんによるコンサートを
開催しました。入院患者
さんを中心に約45人の参
加者も一緒に歌うなど楽
しいひと時を過ごしまし
た。（表紙写真）

大北地域広域災害医療訓練
　8月10日(土)に大北地域包括医療協議会主催による広
域災害医療訓練
が当院南棟講堂
で開催されまし
た。関係機関約
130人が参加し、
災害時の連携等
の確認、検証を行
いました。たぐち たみ さん

市立大町総合病院経営健全化計画の実施状況
　大町市病院事業会計は、平成29年度決算における資金不足比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

規定する経営健全化基準の20％を超えたため、経営健全化計画を策定し、早期の健全化に向けた取組みを行って

います。本計画の平成30年度実施状況の概要を報告します。なお、詳しくは当院ホームページをご覧ください。

●収益確保の取組では、患者数の増加と許可病床数

を199床としたことによる新たな施設基準の取得

や診療報酬上の機能評価係数の向上などによる診

療単価が上昇したことなどにより、医業収益は、
前年度と比べ約２億７千万円増収しました。

計画と具体的な措置の状況 ●コスト削減の取組では、職員給与の削減のほか、

あらゆる経費の縮減に努めたことにより、医業費
用は、約２億３千万円削減しました。

●その他の取組では、一般会計からの繰入金を確保

（9億3,400万円）し、一時借入金残高は収支改
善等により前年度末より１億円減少しました。

資金不足額解消と資金不足比率の状況 経営指標の状況
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産婦人科の診療体制について

経営健全化計画の実施状況

皆さまの声（意見箱）

外来診療表

ご自由にお持ちください。

表紙の写真：院内七夕コンサート

当院ホームページはこちら
https://www.omachi-hospital.jp/

大町市キャラクター
「おおまぴょん」

■ 予約については、平日15時以降に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）

※青文字は派遣医師です。　
インフルエンザ予防接種
職員募集・奨学生募集
各種教室・研修会開催

病院からのお知らせ

■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。

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。）

外来診療表
休診情報はこちら

令和元年 10月 1日

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。

理　　      念

基  本  方  針 ■ 発行　市立大町総合病院
■ 編集　市立大町総合病院　広報委員会
〒398-0002　長野県大町市大町3130番地

0261-22-0415（代）　　　  https://www.omachi-hospital.jp
   hospital@hsp.city.omachi.nagano.jp

ＴＥＬ URL
e-mail

広報誌　きらり大町病院
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