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　前院長鈴木薫先生の後任として、令和2年4月1
日より坂町病院の院長として着任しました本間則
行と申します。私は、昭和31年生まれ、当年63歳で
あり、地元旧荒川町坂町出身です。過去に坂町病
院での勤務歴があり、平成5年から平成13年の期
間、内科医として在職していました。当時野沢幸男
先生が院長を務めており、新たに透析室が開設さ
れ、私は透析室の責任者として仕事をしておりまし
た。今よりも多くの医師が勤務し、野沢院長のもと
充実した地域医療をめざした診療が行われていた
ことを記憶しています。私の前任地は、新発田病院
で、地域連携センター長や副院長を務めていまし
た。今までは坂町病院を取り巻く状況を遠巻きに
見ているだけでしたが、今回、坂町病院院長就任の
重責を託され、身の引き締まる思いがしています。
　皆さんもご存じのように県財政がひっ迫し、県
立病院経営に今まで以上に厳しい眼が向けられて
います。さらに昨年は厚労省が地域医療構想にお
ける再編・統合の必要な全国の公立・公的病院の
一つとして坂町病院を挙げています。前任の鈴木
院長も病院経営に対して対策すべきところはし尽
しているとは思いますが、これまでとは違う角度か
らの検討が必要と考えています。
　19年ぶりにこの地域に戻ってきて感じたこと
は、高齢化率が新潟県内の他の地域にも増して激
しく進んでいることです。地域の医療供給状況も
変化し、坂町病院をはじめ村上総合病院における
勤務医の減少が顕著ですし、地元開業医の数が

増えていません。医療の供給
が増えない中、高齢者が増加
している状況では医療体制の効率化が求められま
す。厚労省が提唱している地域包括ケアの考えに
より医療と介護の分業をより進める必要がありま
す。これまで以上に近隣の病院、開業医、訪問看護
ステーション、老人施設との連携を密にする必要が
あると考えています。また、下越医療圏の中で高度
医療を担う新発田病院と坂町病院がどのように役
割分担していくか、どのように連携していくかが坂
町病院の今後を決めることになるのではないかと
考えています。その実現のために皆様の一層のご
協力をいただきたいと存じます。
　さて、現在日本をはじめ全世界で新型コロナウ
イルスの感染が猛威を振るっています。こうした環
境の中でご自分あるいはご家族の健康を維持して
いくことに困難を感じているのではないでしょう
か。皆さんにお願いしたことは、このような時にこ
そ感染予防の手洗い、うがいの励行ばかりでなく、
十分な栄養摂取と睡眠、散歩などの適度な運動と
いった免疫力を高める努力をしていただきたいと
思います。必ず元の生活に戻れる日がやってくると
信じて生活していただきたいと思います。
　最後に、坂町病院は県北の地域の皆さんに愛さ
れる病院として患者中心の医療を実現すべく職員
一丸となって努力したいと存じますので宜しくお願
い申し上げます。

坂町病院長　本間 則行

坂町病院へ19年ぶりに戻ってきました
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　令和２年４月１日付で坂町病院事務長を拝命しました上重(じょうじゅう)と
申します。出身は魚沼市です。趣味はジョギングで関川マラソンや神林穀
菜マラソンには何度か出場しております。近年はトレイルランニングも始
めて初夏から秋まで飯豊山や朳差岳の日帰り縦走も楽しんでいます。
　平成元年採用で勤続31年のうち病院関係の勤務が13年となりました。
前の勤務は新発田病院でした。当坂町病院は２年振りの勤務となりますが
事務長補佐として４年間お世話になりました。
　今年度は当面の新型コロナウイルス対応や村上総合病院の移転開院等で
当院を取り巻く環境も大きく変わると思いますが、これまでの経験を生か
して、本間則行新院長を支えてしっかり取り組んで参りたいと存じます。
引き続き当院圏域の皆様方からご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。
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新 任 職 員 紹 介

事務長
上重 文夫

　はじめまして。今年度４月から坂町病院勤務となりました高木将之と
申します。内科、特にお腹を専門とする消化器内科をさせていただいて
おります。外来診察はもちろんのこと、胃カメラや大腸カメラ、腹部超音波
検査等の検査も担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。
　県立坂町病院は「地域住民に親しまれ、信頼される病院」を基本理念に
掲げており、地域に根ざした医療を行っている病院と伺いました。私も
微力ながらこの坂町病院の力となり、地域の皆さんの健康な生活の支えと
なれるよう精一杯努力していく所存です。よろしくお願いいたします。
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内科医長
高木 将之

　はじめまして。４月から坂町病院に赴任しました、栄養課の齋藤有紀と
申します。３月まではリウマチセンターで勤務していました。新潟市から
車で通勤しています。高速道路の運転はまだ慣れませんが、安全運転で
参ります。これから新緑の山々や田んぼの苗の成長など、荒川地区の風景を
眺めながら、通勤できたらいいです。冬はお天気があまり荒れないことを
願っています。
　入院患者さんの給食業務、栄養相談を担当させていただきます。皆様に
おいしい食事が提供できますように努めてまいります。栄養相談はわかり
やすくお話をするように心がけております。どうぞよろしくお願いいたします。
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栄養課長
齋藤 有紀

2 年 度和令
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入院患者様への
面会を禁止しています。

　新型コロナウイルス感染症の全国的な流行拡大を受け、入院患者様への感染を防止するため、
当分の間、面会を禁止しています。
  今後もインフルエンザ等の流行時期には面会禁止とすることがありますが、患者様の安全確保の
ため、ご理解とご協力をお願いします。

　このたび、臨床検査技師長を務めることとなりました近藤明子です。村上
市（旧荒川町）に引っ越して17年、坂町病院勤務は14年目になるところです。
仕事は生理機能検査（心電図、心エコー検査）、血液検査などを担当して
います。思いがけず技師長の役をいただき、今はまだ落ち着かない毎日を
送っています。日々患者さんに接する中でよく思い出す言葉があります。
「患者さんを自分の親だと思いなさい。そう思うことで何をしてあげたら
良いか、わかるでしょう」と言うある医師の言葉です。高齢となった自分の
親を病院へ連れて行くことが多くなり患者さんの立場になってみると、この
言葉の意味がよくわかります。これからもこの気持ちを大切に、明るく、そして
早く正確な検査結果を報告できるよう頑張っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。
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臨床検査技師長
近藤 明子

　新発田病院から転勤し３年目を迎えました。この度看護副部長兼務
看護師長の昇任を受け、２年間働いた透析室から５階病棟へ移動しました。
地域密着型病の坂町病院で地域住民の皆様から信頼されるために、「チーム
坂町」の看護師としての役割を果たし、安全で安心な療養環境を提供でき
るよう取り組んでいきたいと思います。よろしく
お願いします。
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看護副部長
伊藤 泰子

　今年度、県立新発田病院から当院に異動し透析室看護師長として勤務
させていただくことになりました。県立坂町病院は当地域の中核地域医療
病院として、地域住民に親しまれ信頼される病院となることを基本理念と
している病院です。また、看護部理念は、生命の尊厳と人格を尊重し地域
住民から信頼される質の高い看護を提供することです。私も病院で働く
職員の一人として役割を果たしていきたいと思います。患者様、またご家族
様に、安全・安心な看護を提供できるように努めてまいります。
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坂井 裕希
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外来診療のご案内

内科・外科は、8:00～11:30まで。その他の科はそれぞれ異なりますのでご注意願います。
　　○内　　　科 新患受付：月曜は２・４診、水曜は１・２診、火・木・金曜は１診のみ
  その他の外来は再診専門です。
　　○外　　　科 月曜日は､10:00から診療
　　○整 形 外 科 受付は､8:00～10:30まで
　　○眼　　　科 火曜日：手術のため受付は､8:00～11:00まで
　　○小　児　科 月曜日：2診の大学医師の受付は､8:00～10:30まで
　　○耳鼻咽喉科 水・金曜日：13:30～15:30まで
　　○歯　　　科 全て予約制。なお､坂町病院の歯科に一度も受診されたことの無い方は紹介状が必要です。

１　
　
　
　
　
　
　
　
階

２　
　
　
　
階

内 科

小児科

外 科

整 形 外 科

眼 科

耳 鼻 咽 喉 科
皮 膚 科
泌 尿 器 科
歯科（日本歯科大学）
人 間 ド ッ ク

１　診

２　診

３　診

４　診

５診（場所は眼科）

１　診
２　診

午前

午後

午前

午後

午前
午後
午前

午後

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午後
午前
午前
全て
予約
制

乳児健診13:30～
喘息外来14:00～
予防接種13:30～

【総合診療外来】
第1・3週 近 幸吉
第２・４週 高木 将之

本間 則行

【循環器】新潟大学

小柳 宣人(新患)

五十嵐 仁

新潟大学 10:00～

今田 研生 10:00～
新潟大学

 
新潟大学

歯冠修復
本間 則行

田邊 靖貴

杉山 幹也 14:00～
【肝臓】
再来予約のみ

島津 翔

近 幸吉 10:30～
姉﨑 一弥

予約のみ
冨田 広

上田 潤
受付11:00まで
新潟大学

今田 研生（予約制）

義　歯
田邊 靖貴

鈴木 薫
【循環器】

第１週 鈴木 薫
ペースメーカー外来

本間 則行
安斎 博隆 13:30～
【消化管】
再来予約のみ
近 幸吉

五十嵐 仁
10:00～

冨田 広
第２・４週 冨田

今田 研生

今田 研生（予約制）

新潟大学

新潟大学
口腔外科
抜　歯
鈴木 薫

丹呉 益夫

本間 則行

近 幸吉 10:00～
五十嵐 仁

五十嵐 仁 13:10～
糖尿病透析予防外来
再来予約のみ
島津 翔
予約のみ
冨田 広

毎　週　伊東 祥希
第1･3･5週 三輪 仁
第2･4週 渡部 和敏
（新発田病院）

今田 研生
新潟大学

第1週～第4週 今田 研生

歯冠修復
歯周病治療
丹呉 益夫

島津 翔

高木 将之

【循環器】新潟大学
小柳 宣人
姉﨑 一弥

冨田 広

田沢綾子(新潟大学)
今田 研生

新潟大学
新潟大学
新潟大学
歯内療法
島津 翔

受付時間

初めての方､診察券をお持ちでない方は､申込み用紙を記入して受付1番窓口へ保険証を添えてお出しく
ださい｡なお、初めての患者様の予約は受付しておりません。
他院からの紹介の場合は、その他院から当院の地域医療連携室を経由して予約することは可能です。
ただし、医師の勤務状況によりご希望日の予約が取れない場合がありますので、ご了承ください。
診察券をお持ちの方は､保険証と診察券を受付1番窓口ヘお出しください｡

受付方法

再来予約済の方は直接予約科へ｡予約以外に受診したい科がある時は受付１番窓口へお申し出ください｡
予約の変更をしたい時は、午後２時～５時の間に予約診療科へ直接電話でご相談ください。

再来予約

当院は、ストーマ外来、フットケア外来、透析予防外来を設けています。
詳しくは、ストーマ外来は外科、フットケア外来と透析予防外来は内科にご確認ください。

専門外来

当院には、医療相談室があります。各種申請・施設利用希望など、気軽に何でもご相談ください。
詳しくは、診療科の看護師又は受付窓口にお申し出ください。

医療相談

より良い医療サービスをご提供できるよう、患者様等から多くのご意見をいただきたく、１階､２階の待合ホールと
３～５階の各電話ボックスの5箇所に『患者様の声』ポスト(白箱)を設置しております。
日ごろ、坂町病院で感じられる事など、お気軽にご意見をお寄せください。

患者さんの声

外来診療等担当医師一覧 令和２年４月１日現在

フ ッ ト ケ ア 外 来

ストーマ外来10 : 0 0～




