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　これまで山田事業管理者のもとで 2 年間院長を勤めて参りましたが、今年 4 月よ

り事業管理者と院長を兼務することになりました。事業管理者とは病院の予算や人

事に権限を持つ特別職で、院長をも兼務する重責に気持ちを新たにしています。

 　大町病院は昭和 2 年に創立され、人間で言えば今年で 88 歳の米寿を迎えること

になります。長い間大北医療圏の基幹病院として地域に密着した医療を行って参り

ました。この大北地域では今後 75 歳以上の高齢者が全国平均を上回る勢いで増えて

いくことが予想され、大雑把にいえば 2040 年には 0-64 歳の人口は現在より半減し

ますが医療介護を特に必要とする 75 歳以上の人は今より 1,000 人増えることになり

ます。したがって、今後も地域に密着した医療を続けていくためにはご高齢の方の

医療介護に力を入れる必要があります。具体的には、ご高齢の方は病気の回復に時

間がかかられることが多いことから、急性期を乗り越えられた後退院されるまでの

間を過ごすための病床の充実と、さらに在宅医療についても充実させられればと思っ

ております。これは国が推し進める地域包括ケアシステムに沿うものです。また、

昨年春より信大総合診療科の研修病院に指定され総合診療科の診療が始まり、さら

に昨秋には常勤医として脳神経外科、健診センター、歯科口腔外科の医師を新たに

迎え診療内容をより充実させ地域のニーズに応えるよう努力しております。また、

やむを得ない事情により平成 27 年 3 月末に当院でのお産を休止しましたが、非常勤

医師による妊婦検診と婦人科診療を現在行っており、お産の再開に向けても鋭意努

力をしております。

 　昨年は長野県で御嶽山噴火、神城断層地震といった災害が起こりました。災害拠

点病院であり災害診療に当たった当院では、現在被災者収容施設を建設中で今夏に

竣工予定です。地域の災害に対応できるようにすることも当院にとって大変重要な

使命です。

　これからも地域に密着した病院を目指し、医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの一翼を担えるよう努めてまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

大町市病院事業管理者 兼 院長

井 上　善 博

病院事業管理者就任のご挨拶新任医師紹介

●医師を目指したきっかけは？

　私は愛知県の漁村（南知多町師崎）に育ったので、田舎

で活躍する医師に強い憧れを持ちました。

●先生の専門分野は？

　家庭医療の勉強をしています。家庭医療は患者さん一人

ひとりが自分らしく生きられるように、病気だけでなく生

活の中でいろいろと困ったことを解決するお手伝いをする

ことです。

●趣味は何でしょうか？

　登山に競技スキーに自転車（ロードバイク）に、山が好

きで信州に来たほどです。ヘリコプターの免許を取得する

など何事にもチャレンジするのがモットーです。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　登山やスキーで何度も訪れていた憧れの大町に来られて

幸せです。「大町出身？」と質問されるくらい大町にどっ

ぷりつかっていきたいと思います。まずは鹿島槍を目指し

ます。みなさんとゆっくりお話しできるのを楽しみにして

います。

鳥居　旬

出身地

出身大学

卒業年度

愛知県

信州大学

平成２４年度

とりい しゅん

内科（総合診療科）

●医師を目指したきっかけは？

　高校生の時に、人の役に立てる仕事に就きたいと思い医

師を志しました。

●先生の専門分野は？

　小児科一般です。

●趣味は何でしょうか？

　特にありません。これから見つけたいと思います。

●地域の皆さんへメッセージをお願いします。

　松本市より北に住むのは初めてです。冬が心配ですが、

大北地域の皆さまが健康で暮らせるようお手伝いできたら

と思います。よろしくお願いいたします。

竹内　さつき

出身地

出身大学

卒業年度

長野県

信州大学

平成２年度

たけうち

小児科
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事　務　長

氏名

趣味

　本年４月１日付けで、市立大町病院の事務長に就

任しました田中秀司です。私は、病院勤務の経験が

一度もない中での就任ということで、その重責に戸

惑いや不安を感じてはおりますが、病院が抱えてい

る課題解決に向けて、少しでも前進できるよう、微

力ではありますが誠心誠意、職務に励んでいきます

ので、何卒よろしくお願いします。また、多くの皆

さんから励ましの言葉をいただきましたことに感謝

申し上げます。

　大町病院の課題としましては、医師確保と経営改

善が上げられます。どちらの課題も密接に関連して

おり、地域の皆さんの安心安全を確保するうえで、

重要な課題となっています。特に産婦人科医師の確

田中　秀司

テニス、スキー
ソフトボール等

（たなか　しゅうじ）

新入職員紹介
保は、少子化が進む当地域にとって喫緊の課題とな

っています。

　全国的な医師不足の状況下、病院の経営悪化は更

なる医師不足や医師やスタッフへの負担増につなが

ります。また、単に経費削減ばかり強要するとスタ

ッフのモチベーションが低下し、結果として医師の

病院離れを招くこととなり、質の高い医療を目指す

ことが困難となります。

　このような課題の解決には、全職員が意識を共有

しながらの取組みが何よりも大切でありますので、

井上事業管理者のもと職員が一丸となった取り組み

を進めたいと考えています。皆様方のご支援を心よ

りお願いいたします。

看　護　師 氏名

部署

趣味

出戻りですが、またよろしくお願いし
ます。地域の皆様に信頼される大町病
院であるよう、微力ながら貢献してい
きたいと思います。

安達　聖人（あだち　まさひと）

５階西病棟

星の写真を撮る、バイク

看　護　師 氏名

部署

趣味

だいぶ遅咲きの看護師に加えてのんび
りした性格ですが、気力体力の続く限
り精一杯頑張ります。ご迷惑おかけす
ることも多いと思いますがよろしくお
願いします。

宮下　洋子（みやした　ようこ）

５階東病棟

食べること、飲むこと

保　健　師 氏名

部署

趣味

自分の生まれ育った大北地域で看護師
として働けること、とても嬉しく思っ
ています。この地域の医療に少しでも
貢献できるよう努力していきますので
よろしくお願いします。

小谷　瑠実（こたに　るみ）

３階東病棟

スキー、スノーボード

看　護　師 氏名

部署

趣味

地域に根強く、良質な看護を提供でき
るよう日々の学びを大切にしていきた
いと思います。至らないことも多々あ
ると思いますが、明るく元気に頑張り
ますのでよろしくお願いします。

太田　美緒（おおた　みお）

５階東病棟

出かけること

看　護　師 氏名

部署

趣味

私のこれからの抱負は、新人らしくで
きること１つずつ行っていき少しずつ
成長し先輩看護師さん方の迷惑になら
ないようになるために日々頑張ってい
きたいと思います。

大　　一輝（おおまや　かずき）

４階東病棟

スポーツ

氏名

部署

趣味

明るさが取り柄です。病院という新し
い環境で、いろんなことを学び成長し
ていきたいと思います。明るく元気で
頑張ります！　ご迷惑おかけしますが
よろしくお願いします。

中山 あすか（なかやま あすか）

５階西病棟

旅行、剣道

介 護 福 祉 士

保　健　師 氏名

部署

趣味

出身は島根県ですが、縁あって松本、
長野に続き大町に来ました。大好きな
北アルプスの麓で働き、夏季は山岳診
療に参加し、公私共々地域に貢献して
いきたいと考えています。

鳥居　明日香（とりい　あすか）

３階東病棟

登山、詩吟

氏名

部署

趣味

牛越　咲実（うしこし）

リハビリテーション室

映画鑑賞

理 学 療 法 士 氏名

部署

趣味

夢であった理学療法士として、大町総
合病院で働けることをとても嬉しく思
っています。明るく謙虚な姿勢を心が
け、少しでも早く人の役に立てる仕事
ができるよう頑張ります。

牛越　咲実（うしこし　さくみ）

リハビリテーション室

食べ歩き

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

理学療法士看　護　師 氏名

部署

趣味

松本の病院に勤めていましたが、生ま
れ育った地域の医療に貢献したいと思
い、戻ってきました。様々な事に挑戦
しながら、地域の皆様の力になれるよ
うに頑張っていきたいと思います。

宮島　達也（みやじま たつや）

リハビリテーション室

サッカー、スノーボード、キャンプ

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

西病棟６階の、特殊歯科・口腔外科で勤
務させて頂くことになりました。地元の
大町市で勤務できることを、嬉しく思っ
ています。皆様のお力になれるよう頑張
りますので、よろしくお願いします！

宮坂　里津絵（みやさか りつえ）

歯科口腔外科

ディズニー旅行

歯 科 衛 生 士

氏名

部署

趣味

作業療法士として、社会人として、大町
市の住民として一年目であり、戸惑い迷
惑をかけてしまうことがあるかもしれま
せんが、一生懸命頑張り、少しでも大町
病院に貢献していきたいと思います。

越取　直（こしとり なお）

リハビリテーション室

スノーボード

作 業 療 法 士

氏名

部署

趣味

池田町出身で地元の病院で地域の医療
に貢献できうれしく思います。また、
患者様だけでなく、医療従事者全ての
方から信頼のおけるＭＥ（臨床工学技
士）になれるよう頑張っていきます！

山﨑　勇貴（やまざき ゆうき）

臨床工学室

バスケ、スノーボード

臨床工学技士

看　護　師 氏名

部署

趣味

この度ご縁があり、市立大町総合病院
に入職致しました。雄大な大北地域で
勤務できる事を嬉しく思います。微力
ながら大町市で地域医療に貢献できる
よう頑張っていきます。

高山　尚久（たかやま なおひさ）

リハビリテーション室

ドラム演奏

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

初めまして。私は松本市の出身で神奈
川にある大学を出て、こちらの大町病
院で働くことになりました。これから
精一杯頑張りますので、皆さんよろし
くお願いいたします。

降旗　翔汰（ふりはた しょうた）

臨床検査室

バレー

臨床検査技師

氏名

部署

趣味

社会人としても作業療法士としても一
年目で緊張や不安がありますが、多く
のことを学び経験しながら日々頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願
いします。

窪田　夏菜子（くぼた かなこ）

リハビリテーション室

バドミントン

作 業 療 法 士

氏名

部署

趣味

林 勇樹（はやし ゆうき）

放射線室

映画鑑賞

診療放射線技師 氏名

部署

趣味

今年から診療放射線技師になりました。
大学を卒業したばかりで右も左も分か
らない新米ですが、１日でも早く先輩
たちのような医療人になれるように頑
張ります。よろしくお願いします。

林 勇樹（はやし ゆうき）

放射線室

スポーツ観戦

診療放射線技師

看　護　師 氏名

部署

趣味

４月よりリハビリテーション室で勤務
させて頂くことになりました。地域の
皆様の力に少しでもなれるよう努めて
いきます。至らない点もあると思いま
すがよろしくお願いします。

平林　克樹（ひらばやし かつき）

リハビリテーション室

野球

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

皆さんこんにちは。言語聴覚士の大澤
と申します。未熟で至らない点も多い
ですが、日々成長し、地域の皆様のお
役に立てるように頑張ります。どうぞ
よろしくお願いします。

大澤　美咲（おおさわ　みさき）

リハビリテーション室

音楽鑑賞、旅行、茶道

言 語 聴 覚 士

氏名

部署

趣味

社会人一年目なので不安もあり、皆様
に色々とご迷惑をおかけするかもしれ
ませんが、大好きな大町に貢献できる
よう精一杯頑張りますのでよろしくお
願いします。

菅沢　直哉（すげさわ なおや）

臨床工学室

エレクトーン

臨床工学技士
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　本年４月１日付けで、市立大町病院の事務長に就

任しました田中秀司です。私は、病院勤務の経験が

一度もない中での就任ということで、その重責に戸

惑いや不安を感じてはおりますが、病院が抱えてい

る課題解決に向けて、少しでも前進できるよう、微

力ではありますが誠心誠意、職務に励んでいきます

ので、何卒よろしくお願いします。また、多くの皆

さんから励ましの言葉をいただきましたことに感謝

申し上げます。

　大町病院の課題としましては、医師確保と経営改

善が上げられます。どちらの課題も密接に関連して

おり、地域の皆さんの安心安全を確保するうえで、

重要な課題となっています。特に産婦人科医師の確

田中　秀司

テニス、スキー
ソフトボール等

（たなか　しゅうじ）

新入職員紹介
保は、少子化が進む当地域にとって喫緊の課題とな

っています。

　全国的な医師不足の状況下、病院の経営悪化は更

なる医師不足や医師やスタッフへの負担増につなが

ります。また、単に経費削減ばかり強要するとスタ

ッフのモチベーションが低下し、結果として医師の

病院離れを招くこととなり、質の高い医療を目指す

ことが困難となります。

　このような課題の解決には、全職員が意識を共有

しながらの取組みが何よりも大切でありますので、

井上事業管理者のもと職員が一丸となった取り組み

を進めたいと考えています。皆様方のご支援を心よ

りお願いいたします。

看　護　師 氏名

部署

趣味

出戻りですが、またよろしくお願いし
ます。地域の皆様に信頼される大町病
院であるよう、微力ながら貢献してい
きたいと思います。

安達　聖人（あだち　まさひと）

５階西病棟

星の写真を撮る、バイク

看　護　師 氏名

部署

趣味

だいぶ遅咲きの看護師に加えてのんび
りした性格ですが、気力体力の続く限
り精一杯頑張ります。ご迷惑おかけす
ることも多いと思いますがよろしくお
願いします。

宮下　洋子（みやした　ようこ）

５階東病棟

食べること、飲むこと

保　健　師 氏名

部署

趣味

自分の生まれ育った大北地域で看護師
として働けること、とても嬉しく思っ
ています。この地域の医療に少しでも
貢献できるよう努力していきますので
よろしくお願いします。

小谷　瑠実（こたに　るみ）

３階東病棟

スキー、スノーボード

看　護　師 氏名

部署

趣味

地域に根強く、良質な看護を提供でき
るよう日々の学びを大切にしていきた
いと思います。至らないことも多々あ
ると思いますが、明るく元気に頑張り
ますのでよろしくお願いします。

太田　美緒（おおた　みお）

５階東病棟

出かけること

看　護　師 氏名

部署

趣味

私のこれからの抱負は、新人らしくで
きること１つずつ行っていき少しずつ
成長し先輩看護師さん方の迷惑になら
ないようになるために日々頑張ってい
きたいと思います。

大　　一輝（おおまや　かずき）

４階東病棟

スポーツ

氏名

部署

趣味

明るさが取り柄です。病院という新し
い環境で、いろんなことを学び成長し
ていきたいと思います。明るく元気で
頑張ります！　ご迷惑おかけしますが
よろしくお願いします。

中山 あすか（なかやま あすか）

５階西病棟

旅行、剣道

介 護 福 祉 士

保　健　師 氏名

部署

趣味

出身は島根県ですが、縁あって松本、
長野に続き大町に来ました。大好きな
北アルプスの麓で働き、夏季は山岳診
療に参加し、公私共々地域に貢献して
いきたいと考えています。

鳥居　明日香（とりい　あすか）

３階東病棟

登山、詩吟

氏名

部署

趣味

牛越　咲実（うしこし）

リハビリテーション室

映画鑑賞

理 学 療 法 士 氏名

部署

趣味

夢であった理学療法士として、大町総
合病院で働けることをとても嬉しく思
っています。明るく謙虚な姿勢を心が
け、少しでも早く人の役に立てる仕事
ができるよう頑張ります。

牛越　咲実（うしこし　さくみ）

リハビリテーション室

食べ歩き

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

理学療法士看　護　師 氏名

部署

趣味

松本の病院に勤めていましたが、生ま
れ育った地域の医療に貢献したいと思
い、戻ってきました。様々な事に挑戦
しながら、地域の皆様の力になれるよ
うに頑張っていきたいと思います。

宮島　達也（みやじま たつや）

リハビリテーション室

サッカー、スノーボード、キャンプ

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

西病棟６階の、特殊歯科・口腔外科で勤
務させて頂くことになりました。地元の
大町市で勤務できることを、嬉しく思っ
ています。皆様のお力になれるよう頑張
りますので、よろしくお願いします！

宮坂　里津絵（みやさか りつえ）

歯科口腔外科

ディズニー旅行

歯 科 衛 生 士

氏名

部署

趣味

作業療法士として、社会人として、大町
市の住民として一年目であり、戸惑い迷
惑をかけてしまうことがあるかもしれま
せんが、一生懸命頑張り、少しでも大町
病院に貢献していきたいと思います。

越取　直（こしとり なお）

リハビリテーション室

スノーボード

作 業 療 法 士

氏名

部署

趣味

池田町出身で地元の病院で地域の医療
に貢献できうれしく思います。また、
患者様だけでなく、医療従事者全ての
方から信頼のおけるＭＥ（臨床工学技
士）になれるよう頑張っていきます！

山﨑　勇貴（やまざき ゆうき）

臨床工学室

バスケ、スノーボード

臨床工学技士

看　護　師 氏名

部署

趣味

この度ご縁があり、市立大町総合病院
に入職致しました。雄大な大北地域で
勤務できる事を嬉しく思います。微力
ながら大町市で地域医療に貢献できる
よう頑張っていきます。

高山　尚久（たかやま なおひさ）

リハビリテーション室

ドラム演奏

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

初めまして。私は松本市の出身で神奈
川にある大学を出て、こちらの大町病
院で働くことになりました。これから
精一杯頑張りますので、皆さんよろし
くお願いいたします。

降旗　翔汰（ふりはた しょうた）

臨床検査室

バレー

臨床検査技師

氏名

部署

趣味

社会人としても作業療法士としても一
年目で緊張や不安がありますが、多く
のことを学び経験しながら日々頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願
いします。

窪田　夏菜子（くぼた かなこ）

リハビリテーション室

バドミントン

作 業 療 法 士

氏名

部署

趣味

林 勇樹（はやし ゆうき）

放射線室

映画鑑賞

診療放射線技師 氏名

部署

趣味

今年から診療放射線技師になりました。
大学を卒業したばかりで右も左も分か
らない新米ですが、１日でも早く先輩
たちのような医療人になれるように頑
張ります。よろしくお願いします。

林 勇樹（はやし ゆうき）

放射線室

スポーツ観戦

診療放射線技師

看　護　師 氏名

部署

趣味

４月よりリハビリテーション室で勤務
させて頂くことになりました。地域の
皆様の力に少しでもなれるよう努めて
いきます。至らない点もあると思いま
すがよろしくお願いします。

平林　克樹（ひらばやし かつき）

リハビリテーション室

野球

理 学 療 法 士

氏名

部署

趣味

皆さんこんにちは。言語聴覚士の大澤
と申します。未熟で至らない点も多い
ですが、日々成長し、地域の皆様のお
役に立てるように頑張ります。どうぞ
よろしくお願いします。

大澤　美咲（おおさわ　みさき）

リハビリテーション室

音楽鑑賞、旅行、茶道

言 語 聴 覚 士

氏名

部署

趣味

社会人一年目なので不安もあり、皆様
に色々とご迷惑をおかけするかもしれ
ませんが、大好きな大町に貢献できる
よう精一杯頑張りますのでよろしくお
願いします。

菅沢　直哉（すげさわ なおや）

臨床工学室

エレクトーン

臨床工学技士
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67

妊婦健診　　 のお知らせ再開

[ お知らせ ]

　市立大町総合病院では、産科診療を休止しておりましたが、曜日限

定で妊婦健診を再開しています。松本地域で分娩を希望される方は、

分娩医療機関と連携しながら妊娠 33 週までは、大町病院で妊婦健診

を受けることが出来るようになりました。 

　松本地域以外で分娩を希望される方につきましても、分娩先への情

報提供はさせていただきます。詳しくは、産婦人科外来でお答えして

参りますので、お気軽にご相談ください。

　また、産後につきましては、今までどおりお母さま、赤ちゃんのこ

とについて助産師外来で、ご相談にお答えしております。どうぞ、ご

利用ください。

詳しくは、産婦人科外来へお問い合わせください。

お問合せ先：０２６１－２２－０４１５（代）

内線 2040（産婦人科外来）

毎週水・木・金曜日　　　　　第２・第４土曜日の午前中

分娩医療機関を決めていただきます。

妊娠 33 週までは大町病院で健診が可能です。

妊娠 34 週以降は分娩医療機関での健診になります。

《松本地域で分娩を希望される方》 

分娩医療機関と連携を取りながら対応させていただきます。

《松本地域以外で分娩を希望される方》 

産婦人科外来診療日

妊婦健診
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