
包括医療支援センターだよりを創刊します！ 

 NO. １ 

 平素よりまつもと医療センターの運営及び医療連携において、格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、まつもと医療センター包括医療支援センターでは、登録医の先生方の診
療や、患者様のご紹介に際してお役立ていただけるような情報の発信のために、
‘’包括医療支援センターだより‘’を毎月発行いたします。患者様がより良い医療
を安心して受けられるよう、先生方とより密な医療連携を推進していく所存です
ので、今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

令和3年4月新任医師の紹介 

【消化器内科】 
   小田切 みずき(おたぎり みずき) 
     

【腎臓内科】 
   佐藤 雄一（さとう ゆういち） 
  

【小児科】 
   夏目 岳典（なつめ たけのり） 
   
 
   
    

【呼吸器内科】 
   金城 匠（きんじょう たくみ） 
   
 
  

【血液内科】 
   森田 貴裕（もりた たかひろ） 
 

【臨床研修医】 
 吉澤 智也（よしざわ ともなり） 

紺谷 利沙（こんたに りさ） 

太田 隼也（おおた しゅんや） 

中島 潤   （なかじま じゅん） 

山﨑 槙一（やまざき しんいち） 

信大たすきがけ2年目 

信大たすきがけ2年目 

信大たすきがけ1年目 

信大たすきがけ1年目 

1年目 

（令和3年4月号） 

消化器内科医師 平成29年卒  
県立信州医療センターより 

腎臓内科医師 平成29年卒  
信州大学医学部附属病院より 

小児科医師 平成22年卒 
信州大学医学部附属病院より 

横田 沙織（よこた さおり） 
小児科医師 平成28年卒 
南長野医療センター篠ノ井総合病院より 

呼吸器内科医師 平成23年卒 
信州大学医学部附属病院より 

皆川 鮎海（みながわ あゆみ） 
呼吸器内科医師 平成29年卒  
諏訪赤十字病院より 

血液内科医師 平成30年卒 
信州大学医学部附属病院より 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

お世話になりました（2021年3月退職医師の紹介） 

【外科】 
■富田 英紀  外科医師 

【消化器内科】 
■奥村 太規  消化器内科医師 

【血液内科】 
■松澤 周治  血液内科医師 

【小児科】 
■松﨑 聡    小児科医長 
■佐渡 智光  小児科医師 
■村田 千明  小児科医師 

【呼吸器内科】 
■鈴木 祐介   呼吸器内科医師 
■髙橋 秀和   呼吸器内科医師 

【臨床研修医】 
■青木 彬鷹  ■土井 栄太郎 
■小出 咲穂  ■前田 梨穂子 
■日向 英人    

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

患者様のご紹介及び共同利用 
(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話
(直通：0263-86-2812)をお願いいたします。 

包括医療支援センターのご紹介 
当センターは３つの部門で構成されています。 

・地域医療連携室 ご紹介患者様や医療機器の共同利用のご予約をお受けしています。 

・相談支援センター MSW、看護師、事務職員が患者様のご相談をお受けしています。 

・入退院支援部門 入院前から、退院に向けて患者様やご家族を支援しています。 

救急患者様のご紹介 
24時間365日の受入態勢を取っております。 
平日８：３０～１８：１５は包括医療支援センターまでお電話 
(直通：0263-86-2812)をお願いいたします。 
上記時間外は、0263-58-4567(代表)へご連絡下さい。 

【腎臓内科】 
■金澤 宏紀  腎臓内科医師 

※脳神経外科渡辺宣明医師の退職
に伴い、脳神経外科は4月より外
来のみ(火・木)の診察となります。 



ゴールデンウィーク中の診療体制について 

 NO. 2 

ゴールデンウィーク中も、 
救急患者様の受入は24時間365日行っております。 
期間中は、0263-58-4567(代表)へご紹介をよろしくお
願いします。 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年5月号） 

病院西側出入口を移動しました 
 令和3年4月１２日(月)より、感染対策とセキュリティ強化のため病院西側出
入口を移動しました。それに伴い、旧病院西側出入口は閉鎖としました。 

正面玄関 

① 

② 
①新出入口 
②旧出入口→閉鎖となります 
 ※正面玄関は従来通りです 

新出入口は、 
平日7：30～17：15まで、 
開いています。それ以外の時間 
や休日は救急外来出入口を 
ご利用ください。 

新出入口正面 

共同利用実績 
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いつもご利用ありがとうございます。 
現状、CT・MRIとも概ね1週間程
度でご予約が可能です。 
引き続きご活用をよろしくお願いし
ます。 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

患者様のご紹介及び共同利用 
 (CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援
センターまでお電話(直通：0263-86-2812)
をお願いいたします。 

救急患者様のご紹介 

24時間365日の受入態勢を取っております。 
平日８：３０～１８：１５は包括医療支
援センターまでお電話(直通：0263-86-
2812)をお願いいたします。 
上記時間外は、0263-58-4567(代表)へ 
ご連絡下さい。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウン
ロードいただけますので、（CT,MRI,RI）お急ぎ
の場合などぜひご活用ください。 

AIと画像診断 
放射線科部長 百瀬 充浩（ももせ みつひろ）昭和63年卒 
■資格 日本医学放射線学会放射線科診断専門医/日本核医学核医学専門医/日本 
      核医学PET核医学認定医/日本医学放射線学会研修指導者/第1種放射線 
           取扱主任者 
■専門領域等 放射線診断学/核医学/IVR（血管造影など） 

 今日、AI（人工知能）の様々な分野への応用が進んでいる。医学界においても例外で

はなく、特に画像診断はAIと親和性が高いと思われる分野である。数年前の流行初めに

は、放射線科診断医は、あっという間にAIにとって変わられ必要なくなるのではないかと恐れ

る者がいたし、あるいは、AIが仕事の手助けになり業務負担が減るだろうと歓迎する者もい

た。医学生はそのような情報に敏感で放射線科医を専攻する者が減少したとの噂もあった

が、不安や期待も裏腹に、そのような気配は現在のところ全くない。もちろん、画像診断分野

（放射線科領域）にAIを応用する研究は行われており、この4月の第80回日本医学放

射線学会学術総会のプログラム集を見ると、AI関連の一般演題やセミナーは複数あり、例

えば、「AI技術を用いた胸部画像診断支援の開発」、「AI技術の放射線治療分野への展

開・放射線治療計画支援ソフトウェア○○○○○の使用評価」、 

「骨軟部領域におけるAI技術を用いた画像診断支援機能」などで 

ある。すなわち、今のところ、放射線科領域でも限られた一部の分 

野への応用が始まったばかりである。AIが我々放射線科医の業務 

全般の代わりをやってくれて、いつでも有給休暇を取れるなんて段階は 

少なくとも私の定年までには実現しないだろう。 



 NO. ３ 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年6月号） 

アンケート集計結果 
 登録医の先生方へアンケートを実施させて頂き、多くの貴重なご意見を頂くことが
できました。お忙しい中ご協力をいただき誠にありがとうございました。包括医療セン
ターだよりを通じて、当院の情報などをお届けして参りますので、今後ともご指導、ご
鞭撻をよろしくお願いします。 

ご紹介頂くにあたり必要と思われる情報は？ 

返書、診療情報提供書はどうですか？ 
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外来担当表（診療科、診療時間、休診情報等） 

病院の症例実績 

診療・診察の順番待ち、予約状況 

医師についての詳細情報 専門医・認定医 

医師についての詳細情報 得意分野・治療方針 

医師についての詳細情報 経験年数 

医師についての詳細情報 卒業大学、年度 

医師についての詳細情報 氏名（読み方含む） 

医師についての詳細情報 顔写真 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

患者様のご紹介及び共同利用 
 (CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援
センターまでお電話(直通：0263-86-2812)
をお願いいたします。 

救急患者様のご紹介 

24時間365日の受入態勢を取っております。 
平日８：３０～１８：１５は包括医療支
援センターまでお電話(直通：0263-86-
2812)をお願いいたします。 
上記時間外は、0263-58-4567(代表)へ 
ご連絡下さい。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウン
ロードいただけますので、（CT,MRI,RI）お急ぎ
の場合などぜひご活用ください。 

消化器内科・肝臓内科のご紹介 

内科系診療部長 宮林 秀晴 
（みやばやし ひではる）昭和63年卒 
■専門領域等 膵胆管系内視鏡／内視鏡的 
                     切除術／内視鏡的止血術 

消化器内科医長 大工原 誠一 
（だいくはら せいいち）平成19年卒 
■専門領域等 消化器内科一般／ 
            消化管内視鏡検査及び治療 

消化器内科医師 三井 健太 
（みつい けんた）平成22年卒 
■専門領域等 消化器一般 

消化器内科医師 小田切 みずき 
(おたぎり みずき) 平成29年卒 
■専門領域等 消化器一般 

 当科は食道、胃、十二指腸、小腸、大腸などの消化管および胆嚢・胆管、膵臓
といった実質臓器の疾患の診断と治療を行っています。 
 消化管領域では、内視鏡的粘膜切除術（EMR）や内視鏡的粘膜下層切開
剥離術（ESD）といった腫瘍の内視鏡治療や、消化管出血に対する止血術、
消化管狭窄の拡張術、小腸内視鏡などを積極的に施行しております。 
 膵胆道領域では、内視鏡を用いた詳細な画像診断に加え、胆管結石の結石
除去治療（巨大結石、多発結石に対してはラージバルーンによる乳頭拡張術を
行っています）、閉塞性黄疸に対する胆道ドレナージ術、膵胆道領域の悪性腫
瘍に対しての化学療法を行っています。 
 各曜日紹介患者様の受け入れや内視鏡検査の態勢が整っていますので、お気
軽にお問い合わせください。 
 当日紹介の内視鏡については、上部消化管は対応可能、下部消化管は前処
置の関係で緊急内視鏡のみお受けできますのでよろしくお願いします。 

内科医師 多田井 敏治 
（たたい としはる） 平成18年卒 
■専門領域等 ラジオ波、肝生検、PTGBD、 
          肝膿腫、ドレナージ等 

統括診療部長 古田 清 
（ふるた きよし） 昭和57年卒 
■専門領域等 肝臓病、超音波診断 



整形外科医師のご紹介 

 NO. 4 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年7月号） 

手術実績(2020年1月から12月) 

整形外科医長 植村 一貴(うえむら かずたか)平成17年卒 

■資格 日本整形外科学会専門医        
■専門領域等 整形外科一般/上肢の外科 

整形外科医長 鈴木 周一郎(すずき しゅういちろう)平成18年卒 

■資格 日本整形外科学会専門医/日本整形外科学会骨軟部腫瘍専門医           
■専門領域等 整形外科一般/骨軟部腫瘍 

整形外科医師 小岩 海(こいわ かい)平成28年卒 

■専門領域等 整形外科一般 

整形外科医師 小田切 優也(こたぎり ゆうや)平成29年卒 

■専門領域等 整形外科一般  

種 類 件数 種 類 件数 

骨折観血的手術                                                                                                                   158 人工骨頭挿入術                                                                                                                       24 

  大腿骨近位部骨折                                                                                                                53 手根管開放 21 

  橈骨遠位端骨折                                                                                                                   25 骨軟部腫瘍 14 

  足関節骨折                                                                                                                 9 

7月1日より 

7月1日より 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

患者様のご紹介及び共同利用 
 (CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援
センターまでお電話(直通：0263-86-2812)
をお願いいたします。 

救急患者様のご紹介 

24時間365日の受入態勢を取っております。 
平日８：３０～１８：１５は包括医療支
援センターまでお電話(直通：0263-86-
2812)をお願いいたします。 
上記時間外は、0263-58-4567(代表)へ 
ご連絡下さい。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウン
ロードいただけますので、（CT,MRI,RI）お急ぎ
の場合などぜひご活用ください。 

 当院の整形外科は、整形外科医師4名(うち整形外科専門医2名)

で診療にあたっています。骨折等の外傷の治療を中心とし、専門医2名

が専門としている上肢外科、骨軟部腫瘍の診療も行っております。 

 社会の高齢化に伴い高齢者の骨折が増加していますが、迅速に手術

を行い、早期からリハビリを開始することで日常生活へ復帰できるよう取

り組んでいます。骨折等で緊急の対応が必要な患者さんには迅速に対

応いたしますので、いつでもご連絡ください。入院の必要な脊椎圧迫骨

折の患者さんにも対応しております。 

 慢性疾患では、肩の痛み(腱板断裂や肩関節周囲炎)、手のしびれ

(手根管症候群や肘部管症候群)、骨軟部の腫瘍が疑われる患者さん

の手術、リハビリなど行っています。 

 当院に専門医が不在な脊椎、下肢関節疾患については、信州大学

整形外科と連携して対応しておりますので、これらの疾患に関してもお気

軽にご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整形外科のご案内 

電話交換機改修工事に伴う臨時的対応について 
 当院では、電話交換機改修工事に伴い、下記日時の30分間は当院の代表電話が使用
不可となります。恐れ入りますが、その間は一時的に下記の電話番号をご使用下さいますよう
お願い申し上げます。 
○工事日時：令和３年７月３日(土)１３：００～１３：３０(３０分間のみ) 
○変更番号：０２６３－５８－４５６７ → ０８０－２０２５－２０８８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NO. 5 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年8月号） 

お盆期間中の診療体制について 

お盆期間中も、通常通りの診療を行っております。 
救急患者様の受入も24時間365日行っておりますの
で、ご紹介をよろしくお願いします。 
平日８：３０～１８：１５包括医療支援センター(直通：0263-86-2812) 
上記時間外は、0263-58-4567(代表)へご連絡下さい。 

病院のご案内2021を発行しました 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願
いいたします。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので、（CT,MRI,RI）お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

今年度から、各診療科の医師紹介等に
加えて診療実績も掲載しております。 
患者様をご紹介いただく際の一資料とし
て、ご活用いただければ幸いです。 
また、包括医療支援センターのページも
リニューアルしましたので、ぜひともご覧下
さい。 
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年9月号） 

登録医大会について 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

開催日時：令和３年１１月１０日（水）１９：００～(予定) 

今年度の登録医大会については、誠に残念でありますが、地域の新

型コロナウイルス感染状況から、ホテルでの講演、懇親会の開催が

困難であるため、ＷＥＢによる開催を予定しております。 

新型コロナウイルスにつき、最前線でご尽力されている 

松本市立病院様からもご講演いただける予定です。 

詳細は今後お伝えして参りますので、ぜひともご参加をよろしくお願

いいたします。 

検査受付の統合について 

８月２日（月）より、検査・放射線受付を内視鏡受

付と統合し、検査関係の受付を一本化しました。 

今後も患者様へのサービス向上を図ってまいり

ますので、引き続きご紹介をよろしくお願いしま

す。 

統合 
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年10月号） 

第１１回登録医大会 

 今年度の登録医大会について、先日ご案内を送らせて頂きましたが、

感染予防の観点からオンライン（Ｚｏｏｍ）での開催となります。 

 新型コロナウイルスに関するテーマで、松本市立病院様とまつもと医療セ

ンターの医師からの講演となります。 

 なお、オンラインでの参加が困難な場合は、まつもと医療センター会議室

をご用意いたします。 
 
◆オンライン（Ｚｏｏｍ）での聴講の場合 

 229-iji@mail.hosp.go.jp  宛メールにてお申込ください。  

 後日、参加用ＵＲＬを送らせていただきます。 

◆まつもと医療センター会議室での聴講をご希望の場合 

 参加申込書をＦＡＸ（直通：0263-86-2816）でお送りください。 
 
申込期限：令和３年１０月１５日（金）ご参加お待ちしております。 

 例年１０月に病院祭を開催していますが、 

誠に残念ながら、感染予防の観点から昨年に続き

中止となりました。 

 代わりに、正面玄関から病棟へ続く廊下に、右の

ような各部署の紹介パネルを10月15日(金)13時

～11月12日(金)12時まで展示しています。 

病院祭の中止について 

開催日時：令和３年１１月１０日(水)19：00～ 



患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

ＣＴ装置の更新について 
  
 9月26日に治療計画用のCT装置を更新し(GE社製)、これまで以

上に精密で高精度の放射線治療が可能となりました。 
 
 また、CT装置を2台体制で運用し、予約枠も拡大するため、さらに多

くの撮影を行うことが可能となります。 

 共同利用のご予約及び患者様のご紹介をよろしくお願いします。 
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年11月号） 

第１１回登録医大会 

開催日時：令和３年１１月１０日(水)19：00～ ZOOMウェビナー 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

今年度の登録医大会は、感染予防の観点からオンライン

（Ｚｏｏｍウェビナー）での開催となります。 
  

◆お申込アドレス 

 229-iji@mail.hosp.go.jp   

 までメールでお申込ください。  

 後日、参加用ＵＲＬを送らせていただきます。 

 
※日本医師会生涯教育（1単位） 
  カリキュラムコード：8．感染対策 をご取得いただけます。 
  
申込期限：令和３年１１月９日（火）ご参加お待ちしております。 

 

１ 
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和3年12月号） 

第１１回登録医大会を開催しました 

 このたびは、お忙しい中登録医大会にご参加いただき誠にありがとうござ

いました。Web開催は初めての試みでありましたが、今後の大会運営に 

活かしていきたいと思います。 

 次回第12回登録医大会は、令和４年１１月９日（水）を予定し

ています。詳細は今後お伝えしてまいりますので、ご参加をお待ちしており

ます。 

 また、当日の模様は録画しておりご覧いただくことが可能です。ご希望が

ございましたらお気軽にお申し付けください。 

年末年始の診療体制について 

年末年始(12月29日～1月3日)も、 
救急患者様の受入は24時間行っております。 
期間中は、0263-58-4567(代表)へご紹介をよろしくお
願いします。 

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和4年1月号） 

医療機器共同利用について 

 当院では、CT、MRI、RI、骨密度、内視鏡の 

共同利用を行っています。CTにつきましては、昨年 

9月に治療計画用CT装置を更新したことに伴い、 

2台体制での運用となりました。予約枠も拡大し、 

さらに多くの撮影をスムーズに行うことが可能となって 

おります。共同利用のご予約及び患者様のご紹介を 

よろしくお願いします。 

病院南側県道拡張工事について 

 1月中旬より4月下旬の予定で、病院正面駐車場 

側の県道拡張工事が実施されます。病院入口への 
右折レーン設置や横断歩道移設が予定されています。 
 期間中は交通規制等でご不便をおかけすることが 

ございますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 
 

ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 



 当院では、CT、MRI、RI、骨密度、内視鏡の共同利用を行っています。CTにつ

きましては、昨年9月に治療計画用CT装置を更新したことに伴い、2台体制での

運用となりました。予約枠も拡大し、さらに多くの撮影をスムーズに行うことが可

能となっております。引き続き、共同利用のご予約及び患者様のご紹介をよろしく

お願いします。 

 NO. 11 

独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和4年2月号） 

正面玄関及び西側玄関の解錠時間変更 

 セキュリティ及び感染対策の観点から、正面玄関及び西側玄関

の解錠時間を次の通り変更いたします。ご理解ご協力をよろしくお
願いいたします。 
     令和４年３月３１日まで  午前７：３０ 

                  ↓ 
      
 

 ※土日祝日は終日施錠しております。救急外来入口のご利用をお願いします。 

 
令和４年４月  １日から  午前８：００ 

正面玄関 

西側玄関 

医療機器共同利用について 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

入退院支援の取組について 

包括医療支援センターの入退院支援部門 
では、患者さん、ご家族が抱く様々な不安に 
対して看護師を中心にお話しをお伺いしています。入院前から退院 
に向けて、患者さんやご家族が安心して治療を受けて頂けるように 
多職種で協力して支援しています。 
 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
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独立行政法人 
国立病院機構 まつもと医療センター 

（令和4年3月号） 

４月からの診療体制について 

当院では、４月より医師の増員に伴い診療体制を拡充します。 

対象の患者様がいらっしゃいましたら、引続きのご紹介をよろしく 

お願いいたします。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

•常勤医師が１名赴任し月曜日、水曜日、金曜日の午前

の外来を担当します。 

•当科は外来診療が毎日となります。 

糖尿病・ 

内分泌内科 

•常勤医師が１名増員となります。 

•水曜日午後の外来が１名→２名体制となります。 
血液内科 

•常勤医師が１名増員となります。 

•月曜日、木曜日の午前の外来が１名→２名体制となりま

す。 

外科 

•４月２２日より開始となります。 

•毎週金曜日午前中に予約枠を新設しました。 
心臓血管外科 

•月曜日午前の新患枠が開始となります。 

•当科は新患枠が毎日となります。 
循環器内科 



ご意見・ご感想等ございましたら包括医療支援センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

※当院ホームページから、検査依頼書等をダウンロードいただけますので（CT,MRI,RI）、お急ぎの場合など 
   ぜひご活用ください。 

患者様のご紹介及び共同利用(CT,MRI,RI,骨密度,内視鏡)のご予約   
平日８：３０～１８：１５に包括医療支援センターまでお電話(直通：0263-86-2812)をお願い
いたします。 

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 
包括医療支援センター 
〒399-8701 松本市村井町南2-20-30 
TEL0263-86-2812(直通)  FAX0263-86-2816(直通) 
TEL0263-58-4567(代表)  FAX0263-86-3183(代表) 

お世話になりました(2022年3月退職医師の紹介) 

【外科】 
■今井 紳一郎 外科医師 

【臨床研修医】 
■伊東 優一     
■山﨑 槙一 
■紺谷 利沙 
■中島 潤 
■吉澤 智也    

※古田医師は4月より外来のみ(火・木)
の診察となります。 

【内科】 
■古田 清 統括診療部長 

【腎臓内科】 
■佐藤 雄一 腎臓内科医師 

【呼吸器外科】 
■原 大輔 呼吸器外科医師 

【消化器内科】 
■小田切 みずき 消化器内科医師 

【小児科】 
■岩﨑 康   特命副院長 
■夏目 岳典 小児科医師 

よろしくお願いします(2022年4月着任医師の紹介) 

【臨床研修医】 
■泉   雅軌(いずみ まさき) 
■市川 喜理(いちかわ きさと) 
■紺谷 秀憲(こんたに ひでかず) 
■山﨑 椋   (やまざき りょう) 
■横山 岳   (よこやま たける) 
■荒川 正大(あらかわ しょうだい)   

【呼吸器外科】 
   呼吸器外科医師 
 ■竹田 哲(たけだ てつ) 

【外科】 
   外科医師  
 ■北川 敬之(きたがわ のりゆき) 
 ■勝野 麻里(かつの まり) 

【糖尿病・内分泌内科】 
   糖尿病・内分泌内科医師 
 ■一條 昌志(いちじょう まさし) 

【消化器内科】 
   消化器内科医師 
 ■和氣 優太郎(わき ゆうたろう) 

【腎臓内科】 
   腎臓内科医師 
 ■立花 翔介(たちばな しょうすけ) 

【小児科】 
 小児科医師 
 ■手塚 航  (てづか こう) 
 ■堀江 史俊(ほりえ ふみとし) 

【呼吸器内科】 
   呼吸器内科医師 
 ■平林 太郎(ひらばやし たろう) 

【血液内科】 
   血液内科医師 
 ■浅井 麻理子(あさい まりこ) 

※4月の外来より 
 古田医師→火・木 
 岩﨑医師→木 
  となります。 


