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Location：基本情報基本情報
設⽴：

1995年6⽉

アクセス：
1995年6⽉（設⽴24年⽬） ⻑野県

アクセス
東京⇒⻑野＜最短84分＞
⾦沢⇒⻑野＜最短65分＞

⻑野市⺠病院

⾦沢⇒⻑野＜最短65分＞
（北陸新幹線）

主な施設認定等：主な施設認定等
★ 臨床研修病院（臨床研修評価機構認定 県内8病院）
★ 地域がん診療連携拠点病院★ 地域がん診療連携拠点病院
★ 地域医療⽀援病院（県内8病院）
★ 病院機能評価機構 認定病院★ 病院機能評価機構 認定病院
★ ⼈間ドック健診施設機能評価 認定病院（県内13病院）



病院全景病院全景

本館 5階建300床

新館 3階建100床新館 3階建100床
体育館と職員寮

ヘリポート



沿⾰沿⾰
1976年 市制80周年記念事業にて市⺠からの要望で第1位となり建設決定
1995年 150床 6診療科にて開院（職員177名）※平成9年に300床16診療科1995年 150床 6診療科にて開院（職員177名）※平成9年に300床16診療科

2003年 病院機能評価 認定、臨床研修病院、100床増床決定
2007年 地域がん診療連携拠点病院 指定

（開院時）

2008年 400床へ増床、救急センター開設、ヘリポート設置
2010年 地域医療⽀援病院 承認
2011年 臨床研修評価機構 認定 SCU開設（北信初）

（現在）

2011年 臨床研修評価機構 認定、SCU開設（北信初）
2012年 30診療科体制、RALS（遠隔操作密封⼩線源治療）稼働
2013年 ダ・ヴィンチ（⼿術⽀援ロボット）稼働、病院機能評価3rdG更新2013年 ダ ヴィンチ（⼿術⽀援ロボット）稼働、病院機能評価3rdG更新
2014年 ⼈間ドック健診施設機能評価 認定
2016年 地⽅独⽴⾏政法⼈⻑野市⺠病院として新体制となる

新しいことに積極的に取組み、第３者評価の受審を活⽤する等により、
病院のあらゆる機能強化に努めたところ 結果として 外部からの⾼い病院のあらゆる機能強化に努めたところ、結果として、外部からの⾼い
評価を得るに⾄った。



病院満⾜度総合ランキング
全国47位にランクイン

（⽇経ビジネス2013 4 1）

【対象等】

（⽇経ビジネス2013.4.1）

【対象等】
・医師1,200⼈、管理職7,200⼈が選ぶ

県内では3病院（9位信⼤ 52位相澤病院）・県内では3病院（9位信⼤、52位相澤病院）

【評価のポイント】【評価のポイント】
・優秀な医師がいる
・その疾患の症例数が多い・その疾患の症例数が多い
・病棟の施設や環境が良い

丁寧な説明など患者家族を重視した看護が⾏われている・丁寧な説明など患者家族を重視した看護が⾏われている



⽇経実⼒病院調査（H28年2⽉21⽇ ⽇本経済新聞）

DPC機能評価係数Ⅱとは（概要）

・効率性指数（在院⽇数指標）：

医療機能評価
病院が組織的に医療を提供する
ための基本的な活動 (機能) が ・効率性指数（在院⽇数指標）：

在院⽇数の効率性を評価。同じ傷病の場合の平均在院⽇数が短かいほど⾼い.

・複雑性指数（患者構成指標）：
診療の複雑さを評価。在院⽇数が⻑い複雑な傷病の患者割合が⼤きいほど⾼い.

ための基本的な活動 (機能) が、
適切に実施されているかどうか
評価する仕組み。
評価調査者 (サーベイヤー) が
中⽴・公平な⽴場にたって、

・カバー率指数：
様々な疾患に対応できる総合的な体制を評価。当該病院で算定している診断群
分類の広がり(種類の多さ)が⼤きいほど⾼い.

地域医療指数：

所定の評価項⽬に沿って病院の
活動状況を評価。

・地域医療指数：
地域医療(脳卒中連携、がん連携、地域がん登録、救急医療、災害医療、へき地
医療、周産期医療)への貢献による評価.

・救急医療指数：
救急⼊院初期の検査等について 救急⼊院患者に占める割合による評価救急⼊院初期の検査等について、救急⼊院患者に占める割合による評価.



⽇経実⼒病院調査（H30年1⽉29⽇ ⽇本経済新聞）

日本経済新聞社が実施した実力病院調査では、医療の質や効率的な運営に病院組織を挙げて取り組む病院が高い評価を得た。

▼医療機能評価機構の得点

日本経済新聞社が実施した実力病院調査では、医療の質や効率的な運営に病院組織を挙げて取り組む病院が高い評価を得た。
大学病院等で重大な医療事故が相次ぎ発覚する中、病院内の「縦割り」を脱し、医師以外の看護師、薬剤師ら他職種によるチーム連携を促進したり、
医療の無駄を削減したりすることが改善のカギになっている。
調査はがん等で診断後に入院治療を主に担う急性期病院で、医療費が定額払いとなるＤＰＣ（診断群分類別包括払い）制度の対象病院を評価した。

▼医療機能評価機構の得点
公益財団法人「日本医療機能評価機構」が病院の依頼で医療の質や安全管理、患者サービスなどの項目を審査した結果を100点満点に換算した。
点数の前に＊があるのは13年４月以降の「3rd-G」で審査された病院で、各項目をS＝4点、A＝3点、B＝2点、C＝1点として合算、100点満点に換算した。

▼ＤＰＣ機能評価係数２の格付け
急性期を中心とした病院の診療体制の特性が分かる指標。
厚生労働省が、①入院期間の短さ(効率性)、②重症など治療が複雑な患者の受け入れ(複雑性)、③より多くの疾患の治療対応(カバー率)、④救急患者の受け

れ(救急 療) ⑤が 脳卒中 産期 療 献(地域 療) ⑥ 院患者 後 薬 使 (後 薬 )等 係数を 表 る入れ(救急医療)、⑤がん、脳卒中、周産期医療への貢献(地域医療)、⑥入院患者への後発医薬品の使用(後発医薬品)等の係数を公表している。
日経調査は厚労省が16年3月に公開した1665病院のデータを集計、分析した。項目別に係数の値が大きい順に４等分し、上位からＡ～Ｄで格付けした。

▼表の掲載基準
同機構の得点が72点以上で、大学病院(Ｉ群)、大学病院に準じる機能を持つ病院(Ⅱ群)、その他(Ⅲ群)ともに、格付けがすべてＢ以上の病院を掲載。



病床数と職員数病床数と職員数
• 病床数

常勤医師 （研修医17名を含む）

400床
113名

（⼀般）
100床あたり• 常勤医師 （研修医17名を含む）

• 看護師
薬剤師

113名
541名

23名

常勤医師 24名
（研修医除く）

• 薬剤師
• 臨床検査技師

診療放射線技師

23名
37名
26名• 診療放射線技師

• 理学療法⼠，作業療法⼠，⾔語聴覚⼠
臨床 学技⼠

26名
30名

名• 臨床⼯学技⼠
• 事務員

10名
128名

• その他
• 総職員数

57名
965名

平成30年4⽉１⽇現在



⻑野市⺠病院がめざしている⽅向⻑野市⺠病院がめざしている⽅向
中 患者・地域・職員から選ばれる

「信州のマグネットホスピタル」をめざす
中
⻑
期

★「がん診療」「救急医療」「脳 ⼼臓 ⾎管診療」を主体としたビ
ジ
ョ

★「がん診療」「救急医療」「脳・⼼臓・⾎管診療」を主体とした
質の⾼い⾼度急性期医療の提供と「予防医療」「在宅医療の⽀援」等
地域を⽀える “市⺠病院”としての医療の提供

28/5 ⼼臓⾎管センター、CCUの開設

ョ
ン ★ 魅⼒ある職場環境の醸成と⼈材育成の強化

独 28/5 ⼼臓⾎管センタ 、CCUの開設
28/6 SCUを3階⻄病棟に移設し、12 床に拡張（ 9 床稼働）
28/7 ECU（救急病棟）10 床の開設、HCU・CCU 8床 の整備

独
法
移
⾏ ⻑野市在宅医療・介護連携⽀援センター開設

28/8 地域包括ケア病棟の開設
28/10 糖尿病・腎センター 教育研修センターを開設

⾏
後
の
主 28/10 糖尿病・腎センター、教育研修センターを開設

29/1 肝臓・胆のう・膵臓外科を開設
29/4 ⼼臓⾎管外科、頭頸部外科を開設

主
な
取 長野市の「がんセンター」を目指す！/ 臓 管外科、頭頸部外科を開設

「がん治療センター」→「がんセンター」に名称変更
29/9      救急ワークステーション試⾏運⽤開始

組
み



⼊院患者の約３割が「がん」新⼊院患者数新⼊院患者数
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約60⼈／⽇の救急患者
12台

救急患者数救急患者数
5,000 25,000 

救急⾞搬送患者数救急患者数
約12台／⽇の救急⾞
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救急体制救急体制
• 24時間・365⽇対応の救急センター
• 専従医師４名体制
• 2次救急医療機関（２次輪番病院）次救急医療機関（ 次輪番病院）

• 初期救急医療体制（⻑野市⺠病院・医師会 急病センター）

• 救急⾞のドライブスル 化（2台同時収容可能）• 救急⾞のドライブスルー化（2台同時収容可能）

• 医師が電話を持つホットライン体制
• 救急・重症病棟（ER・ECU、ICU・HCU・CCU）

• 地上ヘリポート設置 北信最北端（搬⼊・搬出）地 リポ ト設置 北信最北端（ ）

• 北信初の脳卒中ケアユニット（SCU）



救急センターとヘリポート救急センターとヘリポート

（救急⾞出⼝）



約２/３が全⾝⿇酔（外科症例は豊富です）⼿術件数⼿術件数
3 529
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4,000 

4,500 

4,000 

4,500 
︵
全
⾝

︵
⼿
術

腹腔鏡⼿術の様⼦

2,879 2,862
3,065 3,052 3,093

3,309

3,529

2 348
2,445

2,583
2,695

2,816
2,954 2,877 2,926 2,938

3,000 

3,500 

3,000 

3,500 ⿇
酔
⼿
術

件
数
︶

1,811 1,876 1,937 1,993
2,111

2,207
2,348

,

1 500

2,000 

2,500 

1 500

2,000 

2,500 件
数
︶

1,000 

1,500 

1,000 

1,500 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

⼿術件数（体外受精除く） 全⾝⿇酔⼿術件数
内視鏡治療の様⼦ 年間13,000例以上実施

⼿術件数（体外受精除く） 全⾝⿇酔⼿術件数

⼿術⽤ロボット 「da Vinci Si」



臨床研修について臨床研修について

H30年度採⽤（1年⽬）研修医（⻭科研修医含む）



研修の概要研修の概要
１．定員：8名

（2018年度）2年⽬研修医8名（信⼤たすき3名含）、1年⽬研修医8名（当院採⽤のみ）
※出⾝⼤学：弘前⼤、秋⽥⼤、新潟⼤、独協医科⼤、杏林⼤、北⾥⼤、信州⼤、浜松医科⼤、富⼭⼤、⾼知⼤、島根⼤※出⾝⼤学：弘前⼤、秋⽥⼤、新潟⼤、独協医科⼤、杏林⼤、北⾥⼤、信州⼤、浜松医科⼤、富⼭⼤、⾼知⼤、島根⼤

3月11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

２．スケジュール（実際のローテーション⽇程は前後します）

1年目

【救 急】

【選 択】

【内 科】
内科系診療科から３科選択し、

各２ヶ⽉ずつ研修を⾏う
【救 急】

【選 択】

3月11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月

研修を
行う科

8月 9月 10月

（信⼤たすき）

期間

備考

2年目

【選 択】各２ヶ⽉ずつ研修を⾏う
【救 急】

（選択）

12月 1月 2月 3月

3ヶ月

（必修）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6ヶ月 1.5ヶ月 1.5ヶ月

（必修）

年目

【麻酔】 【地域】

【選 択】【
精
神
】

【小児】 【外科】 【整形】研修を
行う科

【産婦】

【救 急】
（信⼤たすき） ※神経内科を選択しない場合は

脳神経外科を選択する

●選択必修科について
○⿇酔科 産婦⼈科 ⼩児 外科 精神科

●当院プログラムでの独⾃設定について
○整形外科 → 当院プログラムでは必修

期間

備考

4ヶ月

（必修）

1ヶ月 1ヶ月 1.5ヶ月

選択(信大:必修) （選択）

1ヶ月1ヶ月 1ヶ月 (2w) 1ヶ月

○⿇酔科、産婦⼈科、⼩児、外科、精神科
→ 当院プログラムでは必修

●選択：計8.5ヶ⽉（どの診療科も研修可）

○整形外科 → 当院プログラムでは必修



研修の特徴研修の特徴
• ｢がん｣｢救急｣｢脳・⼼臓・⾎管診療｣の３つの⼤きな柱

→病院全体の⽬指すところが明確
• 指導医

→熱意に溢れ､経験豊富｡厚労省指定講習会受講者57名
• プログラムプログラム

→到達⽬標を確実にクリアしつつ、選択希望にも応えられる
症例が豊富→多くの症例を経験でき 先進的な治療法（腹腔鏡• 症例が豊富→多くの症例を経験でき、先進的な治療法（腹腔鏡、

ダヴィンチ、⼩線源等)にも触れることが可能
自信がつくよ！

• ⿇酔科では、挿管を完全マスター（平均約100例！）

• 設備が整っている→やりたいことに応えられる
• コメディカル→⾯倒⾒がよく､様々なシーンで親⾝にサポート



⻑野市⼤岡診療所

主な協⼒施設主な協⼒施設（精神科、産婦⼈科、地域医療）（精神科、産婦⼈科、地域医療）
⻑野⾚⼗字病院、篠ノ井総合病院、鶴賀病院、信越病院、飯綱病院、⻤無⾥診療所、
⼾隠診療所、⼤岡診療所、中島医院、岡⽥呼吸器内科医院、東⻑野病院、富⽵の⾥、
新⽣病院、⻑野市保健所、⻑野県精神保健福祉センター（計15施設）

信濃町⽴信越病院
⻑野市⼾隠診療所

飯綱町⽴飯綱病院

⻑野市⼾隠診療所

東⻑野病院
（重症⼼⾝障害施設） 中島医院鶴賀病院（精神科）



研修の内容研修の内容
7： 45 救急ミニレクチャ に参加

◇地域医療研修について
研修先 期間 研修内容

飯綱病院 2W or 1W 地域病院研修
・各科外来 訪問診療 訪問看護 市民健診の見学 整形外科手術 等

◇院内診療科の例

7： 45 救急ミニレクチャ－に参加

8 ：30 病棟回診
患者さまの様子を見て、お話をしたりします

9 ：30 外来
指導医の診察の見学をしたり、初診、紹介の患者
さまの診察をします。

・各科外来、訪問診療、訪問看護、市民健診の見学、整形外科手術 等

信越病院 1W 地域病院研修
・各科外来、訪問診療、訪問リハビリ、療養病棟 等

戸隠診療所 2W
診療所研修
・外来、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ 等

12：00 お昼♪

13：00 病棟業務
カルテやサマリ－を書きます。
患者さんに心エコ－をあてたり、調べ物をしたり
します。
急患があれば心臓カテ－テルもします。

※宿泊研修（近隣ペンションにて）

鬼無里診療所 2W
診療所研修
・外来、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、
デイケアグル－プホ－ム見学、保健師さんについての学習 等

※宿泊研修（近隣旅館にて）

18：50 今日も１日お疲れ様でした！

8： 00 病棟回診

大岡診療所 1W
診療所研修
・外来、往診、血圧管理、内場先生講演会（サキベジ）に参加 等
※宿泊研修（近隣宿泊施設にて）

新生病院 1W ホスピス研修
・ホスピス病棟での研修、訪問診療、おみとり 等8： 00 病棟回診

患者さまの様子を診ます。

9 ：00 内視鏡
越知先生について一緒に行います。

12：00 お昼♪

13：00 内視鏡やERCP
指導医の先生にもよりますが だいたい10人から

東長野病院 2D 重症心身障害児（者）研修
・重症心身障害児（者）の病棟管理、リハビリ、NST,食事介助 等

中島医院 3D 近隣開業医
・外来、往診、健診、予防接種 等

指導医の先生にもよりますが、だいたい10人から
15人くらいの患者さんの内視鏡検査を1日でおこ
ないます。

16：30 内視鏡カンファレンス

21：00 お疲れ様でした！

岡田呼吸器内科医院 3D 近隣開業医
・外来、往診、健診、予防接種 等

富竹の里 1D 特別養護老人ホ－ム
・入所者のケア 等

訪問看護 シ 1D 訪問看護
訪問看護ステ－ション 1D 訪問看護

・診療、バイタルチェック、排泄介助 等



よりよい研修を⽬指してよりよい研修を⽬指して
（参考）
医師確保と指導医養成にも⼒を⼊れています

※指導医＝厚労省指定の講習会を受講した医師
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医医 局局

図書室 電⼦カルテコーナー電⼦カルテコーナー医局ラウンジ医局ラウンジ図書室図書室

仮眠室仮眠室
（医局内３室有）（医局内３室有）

当直室当直室
（テレビ・バス・トイレ完備）（テレビ・バス・トイレ完備）デスクデスクデスクデスク

※ ⼥性医師専⽤の仮眠室あり



アメニティ・福利厚⽣・イベントアメニティ・福利厚⽣・イベント 等等
レストラン
（配達もします）

住居は、病院の近くの借上住宅、
⼜はお好みでアパート等を借りて
いただくことも可能です。

ホスピタルロ－ソンホスピタルロ－ソン （病院借上げ物件の⼀例）ホスピタルロ ソンホスピタルロ ソン

主なクラブ活動

（病院借上げ物件の⼀例）

病院祭病院祭（ギブス体験コーナー）（ギブス体験コーナー）

体育館
病院公認のクラブが21団体あり、

フットサル部、ランニング部、
スキー・スノボード部、華道部、
吹奏楽クラブ、ヨガ教室 他

託児所託児所

地元のお祭りに参加

病院公認 クラブが 団体あり、
いろいろな活動を⾏っています。

主な福利厚⽣
●勤務時間：8:30〜17:15

（時間外勤務、宿⽇直あり）
●有給休暇：20⽇／年
●ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇：3⽇／年

託児所託児所

●ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇：3⽇／年
●賞与：2ヶ⽉／年
●住宅⼿当：35,000円上限
●各種給付制度 等

地域のマラソン⼤会で医療サポート地域のマラソン⼤会で医療サポート
⾒学に来た医学⽣と懇親会に出ることも
よくあります。地域のマラソン⼤会で医療サポ ト地域のマラソン⼤会で医療サポ ト よくあります。



処遇処遇 等等
基本⼿当 賞 与

１．研修⼿当 等
その他

当直⼿当
(２万円/回)

１年⽬ ３０万円／⽉
１ヶ⽉×２回／年

２年⽬ ３８万円／⽉

２．勤務時間・休暇 等
勤務時間 有給休暇 その他休暇勤務時間 有給休暇

１年⽬
２年⽬

その他休暇

年末年始休暇
ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇 他20⽇付与8：30－17：15

２年⽬ ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇 他

３．その他

宿 舎 病院借上住宅（賃料：２万円／⽉、駐⾞場代・光熱⽔費込）
⼜は、選んだ物件をご⾃⾝で借りることも可（住宅⼿当の上限35,000円）



地⽅独⽴⾏政法⼈地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑野⻑野市⺠市⺠病院病院
地域がん診療連携拠点病院地域がん診療連携拠点病院
地域医療⽀援病院地域医療⽀援病院
臨床研修評価機構認定病院臨床研修評価機構認定病院臨床研修評価機構認定病院臨床研修評価機構認定病院
⼈間ドック健診施設機能評価認定病院⼈間ドック健診施設機能評価認定病院


