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回復期リハビリテーション病棟の 

運用を開始しました。 

ＪＡ長野厚生連 安曇総合病院 

北安曇郡池田町大字池田3207番地1 
  直通電話：0261-61-1455 
  直通fax   ：0261-61-1456 
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＜内科・呼吸器内科＞ 
東京女子医科大学 
平成７年卒 

日本内科学会、 

日本呼吸器学会 
 

 この４月よりお世話にな

ることになりました。 
 以前にもこちらの病院に勤務させていただき、

地域の先生方にいろいろご指導いただきました。

再びお世話になることになり、その後新たに得た
経験や知識を生かし、地域の皆様のお役に少しで

も立てれば幸いです。 
 至らぬ点があるかと存じますが、何卒よろしく

お願いいたします。 
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 ＜精神科＞ 
信州大学 平成13年卒 
 
 ４月から赴任いたしました。

長野赤十字病院で２年間ロー

テート研修をしたのち、三重大
学医学部総合診療部などで１年

半家庭医としての研修をしてき

ましたが、信州の地の良さが忘 
れられず、平成16年11月から信州大学で精神科医とし
て再スタートし、現在に至っています。 

 精神科医としてはまだまだ勉強しなければならない
ことは多いですが、少しでも患者さんの力になれるよ

う日々努力していく所存です。また地域の先生方との
連携を大切にして行きたいと思っています。これから

どうかよろしくお願い申し上げます。 

その１ 

 4月１日から、療養病棟（46床）の内、介護病床８床を除く38床を回復期リハビリ病棟として運用を開始し
ました。長期療養を目的とする病棟から入院リハビリを目的とする病棟への転換は、近隣医療機関や施設のご

理解とご協力を得て当初の目標を達成することができました。  4月は実績を積み、５月に届出、６月から
本格稼動となる見込みです。この病棟では、専従のリハビリスタッフ・病棟スタッフが連携して、患者さんが

在宅で“自分らしい暮らし”を取り戻すため、日常生活に即したリハビリが集中的に行われます。 

ハイライト 
●３月２８日、第17回大北南部地区病診連携懇話会開催、76名の参加。 

●診療報酬改定で、在宅支援診療所の施設基準が新設となりました。 

 当院では２４時間対応体制の訪問看護や、緊急時入院体制の連携に応じます。 

●新任医師９人（初期研修医３名、後期研修医４名）が赴任しました。 



その２ 
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 ＜内科＞ 信州大学 平成９年卒 
 

 はじめまして。これまでは外科病理、神経内科、神経病理の仕事に携わってま
いりましたが、より幅広く内科一般診療に携わりたいと希望し、この４月より内

科研修をさせて頂いております。地域に根付いた診療を行いたいと考えておりま

す。 よろしくお願いいたします。 
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 ＜整形外科＞ 慈恵医科大学 平成１１年卒 
日本整形外科学会 

 
 はじめまして。４月より整形外科で研修をさせて頂いております。千葉県出身

です。安曇野の環境にひかれてこちらへ参りました。新参者ですが皆様よろしく

お願いいたします。  

薛
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 ＜外科＞ 信州大学 平成16年卒 
 

 この４月から当院で外科系後期研修医として勤務・研修させていただくことに
なりました。患者さんに少しでも、良い思いやうれしい気持ちを持っていただけ

るような仕事が出来るよう、自分のあるを尽くし、日々研鑽をつんで参りたいと

思います。 
 どうぞよろしくお願いいたします。  
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 ＜精神科＞ 名古屋市立大学 平成１６年卒 
 

 この度、精神科後期研修医として新しく安曇総合病院に勤務することになりま
した。安曇野に初めて訪れたのは３年前の事です。美しい景色、美味しい水、そ

してまたアクセスのしやすさなどからその後数回安曇野にやってきていました。

旅好きで海外も様々訪れましたが、国内も一応形としてはほぼ全国津々浦々、学
生時分に訪れています。その中でお気に入りの地域が安曇野と奄美大島です。ど

ちらも自然豊かでしかも文化的だという印象が強くあります。時間さえあればど

こへでも出かける私ですが、昨夏３日間の夏休みでとりあえず行き慣れている安
曇野にやって来て何をする訳でもなく時が過ぎ京都大学に戻った時、安曇総合病

院のポスターがまさに目に飛びこんできて精神科研修コースがあることを知りま

した。見学に一度来て、病院・精神科の雰囲気を気に入り、ここで勤務するとい
う選択は貴重な選択であると感じました。 

 何かいいものを創っていきたいと思っております。よろしくお願いいたしま
す。  
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 横浜市立大学 平成１８年卒 
 

 はじめまして。横浜市立大学を卒業後、初期研修で安曇総合病院にやって参り
ました。このすばらしい安曇野の地で、医師としての第一歩を踏み出せたことに

大きな喜びを感じています。何分分からないことばかりなので、どんなことでも

一生懸命に取り組み、自己を研鑽し、少しでも地域の方々のお役に立てるように
なりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。  
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 金沢医科大学 平成１７年卒 
 

 はじめまして。４月から安曇総合病院で研修医として勉強させていただくこと
になった、多田井 敏治です。出身は松本市梓川で、子供の頃から長野県に住

み、愛着があり安曇野の病院に就職しました。まだ、分からないことだらけです

が、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。 

中井
なかい

 和男
かずお

 近畿大学 平成１８年卒 
 

 はじめまして。大阪の河内長野市から参りました。生まれは兵庫県西宮市の甲
子園のすぐそば、育ちは色々と最近話題に上がった尼崎で、ずっと関西に住んで

おりました。途中神奈川にも住んでおりましたが、本格的に関西を離れたのは初

めてとなります。家族共々この地を気に入り、安曇総合病院を選びました。永住
するつもりですので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。  

その３ 

 患者様のご紹介等診療情報に関するお問い合わせ・ご要望は地域医療連携課で承って
います。 

             電話 0261-61-1455      FAX 0261-61-1456 
                    E-mail : az-gyomu@janis.or.jp 
 
 受付時間 平日 8時30分～17時 土曜日 8時30分～12時30分（第2 4 5は休日） 

４月から第５土曜日も休診となります。 

◎紹介件数・紹介率   ：２月 278件･21.6％ ３月 309件･22.2％ 
◎逆紹介件数（病院含む）：２月 360件     ･ ３月 475件 



  科 氏 名 ｶﾀｶﾅ 月 火 水 木 金 土 

内

科 

循環器科 池田 宇一 ｲｹﾀﾞ ｳｲﾁ   ◎         

  鈴木 智裕 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ       ◎     

(5月より) 元木 博彦 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾋｺ         ◎   

呼吸器科 久保 惠嗣 ｸﾎﾞ ｹｲｼ           第3 

  藤本 圭作 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｻｸ           第1 

ﾘｳﾏﾁ・膠原病 高梨 哲生 ﾀｶﾅｼ ﾃﾂｵ           第1･3 

肝臓外来 一條 哲也 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ       ◎     

腎臓外来 洞 和彦 ﾎﾗ ｶｽﾞﾋｺ       ◎     

精 神 科 

竹内 文一 ﾀｹｳﾁ ﾌﾐｶｽﾞ     ◎       

平林 一政 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ         ◎   

荻原 朋美 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ         ◎   

小 児 科 

保坂 桂子 ﾎｻｶ ｹｲｺ ◎           

倉田 研児 ｸﾗﾀ ｹﾝｼﾞ    ◎       

小池 健一 ｺｲｹ ｹﾝｲﾁ           第1･3 

外

科 

乳腺外科 藤森 実 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾉﾙ     ◎       

  望月 靖弘 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 第2･4           

甲状腺外科 伊藤 研一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ         第1･3   

  坂井 威彦 ｻｶｲ ﾀｹﾋｺ         第2･4   

形成外科 平沢 千尋 ﾋﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ   ◎         

  川村 達哉 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂﾔ       ◎     

整形外科 
高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ   ◎         

畑 幸彦 ﾊﾀ ﾕｷﾋｺ         ◎   

皮 膚 科 

芦田 敦子 ｱｼﾀﾞ ｱﾂｺ ◎           

河内 繁雄 ｶﾜﾁ ｼｹﾞｵ     ◎       

太田 由子 ｵｵﾀ ﾖｼｺ         第2･4 第1･3 

産婦人科 

菊池 範彦 ｷｸﾁ ﾉﾘﾋｺ ◎           

曽根原 衛雄 ｿﾈﾊﾗ ﾓﾘｵ   ◎        

左近 普子 ｻｺﾝ ﾋﾛｺ     ◎       

鈴木 昭久 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｻ         ◎   

眼  科 
新井 純 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝ     ◎       

今井 弘毅 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ           第3 

耳鼻咽喉科 

浅村 賢二 ｱｻﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  ◎         

塚田 景大 ﾂｶﾀﾞ ｹｲﾀ         ◎   

宇佐美 真一 ｳｻﾐ ｼﾝｲﾁ         月1回   

林 景子 ﾊﾔｼ ｹｲｺ           第1･3 

泌尿器科 石塚 修 ｲｼﾂﾞｶ ｵｻﾑ     ◎       

歯科口腔 
栗田 浩 ｸﾘﾀ ﾋﾛｼ   ◎         

上原 忍 ｳｴﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ     ◎       

内視鏡室 

新倉 則和 ｱﾗｸﾗ ﾉﾘｶｽﾞ   ◎         

金木 利通 ｶﾈｷ ﾄｼﾐﾁ     ◎       

横沢 秀一 ﾖｺｻﾜ ｼｭｳｲﾁ         ◎   

透  析 神應 裕 ｶﾝﾉ ﾕﾀｶ   ◎         

平成１８年４月１日現在                       安曇総合病院 


