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★８月の一斉休診について 
  8月21日土曜日は、一斉休診いたします。ご迷惑をおかけしますが 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 
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 安曇総合病院地域連携懇話会は、7月8日に30回の節目を向かえ大勢の方からご参加いた

だき盛況に開催できました。地域完結型医療の推進に、病診連携・病病連携・病薬連携は

大変重要と認識しています。今後もよろしくお願いいたします。（2・3面に記事掲載） 

  【10年ぶりに復活した厚生連体育大会前夜祭（佐久市）】 



 ７月８日、安曇総合病院地域連携懇話会をア

プロード（大町市）で開催しました。平成１２

年から始めたこの会は、足掛け１０年で３０回

の節目を迎えることができました。今回は、地

域連携ディスカッションで地域連携パスについ

てを地域医療連携課の冨永師長から説明、４月

１日付で指定を受けた認知症疾患医療センター

について中村伸二医長からの説明、当院の診療

案内を各診療科部長からいたしました。続い

て、今回の特別企画として信州大学医学部精神

医学教授 天野直二 先生から「四大認知症のはじまりと現在」と題し講演をい

ただきました。講演会には、医師会・歯科医師会・薬剤師会の皆さんのほか、地

域包括センターなどで認知症に携わる職員の方お

よび当院職員で２０８人の出席があり、会場は満

席となりました。２００人を超える参加は今回が

初めてで、天野先生も予定時間を超えての熱のこ

もった講演となりました。会場からも質問が出さ

れ、認知症に対する関心の高さを伺いました。 

 講演会に引き続き、節目を祝う懇親会を開催し

ました。それぞれ診療後のお疲れのところ多くの

医師・歯科医師・薬剤師の先生方に参加いただ

き、横澤厚信大北医師会長の乾杯で始まり、講師を交え地域連携の交流ができま

した。日頃は、「診療情報提供書」や「返書」

でのお付き合いが多いわけですが、この日はお

互いの顔を見ながら膝を交えての意見交換がで

きました。このことにより、より地域の先生方

と安曇総合病院の職員との距離が、近く・密に

なったことと思います。懇親会は宮下幸久大北

歯科医師会長の万歳ですべてを終了しました。

この懇話会は、運営委員会が企画立案し、年３

回開催いたします。通常は、安曇総合病院会議

室で開催しておりますので、ご都合が整いましたらご参加をお願いいたします。

（追）この懇話会は日本医師会生涯教育制度のカリキュラムコード付与講習会の

申請を行っています。 



回数 開催日 テーマ 講師等 

1 12.07.13 肺癌CT検診について 安曇総合病院 曽根脩輔 

2 13.01.30 膝の痛みと人工関節 安曇総合病院 谷川浩隆 

3 13.05.30 眼瞼下垂手術の効用 安曇総合病院 林 雅之 

4 13.11.28 当院における肺外科手術について 信州大学医学部第2外科 金子和彦先生 

5 14.03.19 虚血性心疾患 安曇総合病院 櫻井俊平 

6 14.07.30 1）口腔ケア 2）小児期のﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症 安曇総合病院 中嶌 哲  原 敏博 

7 14.11.15 うつ病と抗うつ薬について 安曇総合病院 岡田知徳 

8 15.03.18 1）糖尿病性網膜症・白内障          

2）診断に難渋した症例に有効な胸腔鏡検査 

安曇総合病院 千葉 大            

安曇総合病院 西川典子 

9 15.07.30 1）血液疾患の最近の治療 2）当院のﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 安曇総合病院 川上裕隆  松本正紀 

10 15.11.29 ＳＡＲＳの対応について 信州大学医学部病態解析診断学 本田孝行先生 

11 16.03.16 1）アルコール多飲によるhyper triglyceridemiaをきた

した1例 2）内痔核・直腸脱の新しい治療法 

安曇総合病院 吉田拓弘            

安曇総合病院 金谷 洋 

12 16.07.27 睡眠時無呼吸症候群について 安曇総合病院 井能 仁            

信州大学医学部歯科口腔外科教室 栗田 浩先生       

13 16.11.17 リウマチ・膠原病について 安曇総合病院 高梨 哲生 

14 17.03.17 1）腰椎・脊椎の手術について 

2）早期胃癌の内視鏡的切除について 

安曇総合病院 最上祐二            

安曇総合病院 金谷 洋 

15 17.07.26 女性のこころとからだのケアについて語る 上條医院 上條順子先生、河野外科医院 河野直子

先生、やざき診療所 矢崎まゆ子先生、安曇総合病

院 村田 志保   

16 17.11.29 肺がんの外科的治療について 安曇総合病院 花岡孝臣 

17 18.03.28 1）当院の脳梗塞急性期の画像診断と治療                 

2）歯科における訪問診療と病診連携 

安曇総合病院 林田研介            

信州大学医学部歯科口腔外科教室 栗田 浩先生 

18 18.07.24 当院における栄養支援チームの活動について 安曇総合病院 早野敏英  金谷 洋 

19 18.11.28 1）当院のがん診療の取り組みについて           安曇総合病院 花岡孝臣他           

20 19.03.17 上肢関節リウマチの手術療法 信州大学医学部運動機能学講座教授 加藤博之先生 

21 19.07.23 胆道疾患に対する内科的治療 安曇総合病院 久野裕司 

22 19.11.26 アルコール依存症について 安曇総合病院 古田 康 

23 20.03.17 1）心房細動の治療              安曇総合病院 東方壮男            

24 20.07.14 咀嚼の効能 信州大学歯科口腔外科教授 倉科憲治先生  

25 20.11.17 皮膚の乾燥とかゆみ 安曇総合病院 河内繁雄 

26 21.03.16 気管支喘息の病態と治療の概要 安曇総合病院 岡田光代 

27 21.07.30 診療の連携事例報告「あの患者さんのその後を検証

する」 

若林医院 若林透先生、刈谷整形外科医院 刈谷勝

先生、安曇総合病院 市山崇史 中村伸治 柴田俊

一 樋端祐樹 

28 21.11.17 PSA高値症例の取り扱いと前立腺肥大症の実際 安曇総合病院 平林直樹 

29 22.03.12 1）循環器疾患と歯科～抗血栓薬と感染性心内膜炎～  松本歯科大学障害者歯科学講座教授 小笠原正先生 

30 22.07.08 四大認知症のはじまりと現在 信州大学医学部精神医学教授 天野直二先生 



 ●放射線カンファレンス（二水会）開催のおしらせ 

 9月8日（水）18：45から安曇総合病院外来棟３階健康管理室で 

 行います。気になる症例などありましたらお持ちよりください。 

   ●日本医師会生涯教育制度取得単位 １．０単位 

      

 

 患者さん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 renkei@azumi-ghp.jp     

    受付時間 平 日 ８時30分～17時 

         土曜日 ８時30分～12時30分（診療日に限る） 

32号の写真/厚生連病院は

職員の体位向上と交流を目的

に7月に4種目の体育大会を行

います。選手・応援団にとっ

てはまさに熱い2日間です。

（2010.7.17-18）     

 

 

 

 

 安曇総合病院認知症疾患医療センターでは、池田町との主催で標記講演会を開催します。大

勢の皆様のご参加をお願いいたします。 

  ★ 期日・場所     平成22年9月2日（木）13：30 池田町公民館 

  ★ 講演        「笑いの力で老いを明るく年をとっても笑いで楽しく」 

    講師        （有）プレジャー企画代表取締役 大棟耕介 先生 

  ★ 付与ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ   ３・４・８０（1.5単位）  

●認知症疾患医療センター関係者研修会開催（参加：130人） 
 開催日：平成22年7月15日（安曇総合病院1Fホール） 

 講 演：「笑顔のままで～長寿社会をどうみるか～」 

 講 師：五十嵐 裕先生（信濃毎日新聞社報道部次長） 

●第1回地域住民のための健康公開講座開催（参加：76人） 
 開催日：平成22年7月30日（安曇総合病院1Fホール） 

 講 演：「紫外線と皮膚がん」 

 講 師：河内繁雄先生（安曇総合病院長補佐・皮膚科部長） 

認知症を考える講演会 

大場 悠己（おおば ひろき）＜整形外科＞ 
 信州大学 平成１９年３月卒 

 所属学会：日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本側彎症学会 

      日本末梢神経学会・日本人工関節学会 

 

 ７月から安曇総合病院に赴任してまいりました。運動器疾患を中心に地

域の皆様のお役に立てるよう頑張りたく思っております。ご指導のほどよ

ろしくお願いします。 

 


