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新潟県立坂町病院
〒959-3193 村上市下鍜冶屋589番地
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「地域住民に親しまれ信頼される病院」を目指し、
当院から地域の方々に健康に関する様々な情報などを
提供していくため、「坂町病院だより」を発行しています。
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　坂町病院を受診していただく患者さん
は小児科を除くと年齢層はかなり高齢化
しています。坂町病院の近隣の市村で
は、65歳以上の方の人口に占める割合、
すなわち高齢化率は、村上市38.6％、関
川村42.2％、胎内市35.7％（いずれも平
成31年3月31日現在の住民基本台帳によ
る）です。県平均が31.9％（平成30年）で
すので県内でも高齢化がすすんだ地域と
いえるでしょう。令和2年に順天堂大学が
ナショナルデータベースを解析した結果
によると高齢者の急性期入院の有病率
は、年齢の推移に伴いガンが減少してい
く一方で循環器疾患、脳血管障害などが
増加傾向にあり、85歳以上の超高齢者
では肺炎が増加してくることが明らかに
されています。また、入院患者の併存疾
患は、超高齢患者では認知症と肺炎に加
えて、骨折と骨粗鬆症も多いことが示され
ています。実際のところ坂町病院へ急性
期入院される方の原因疾患で多いのは、
肺炎、心不全、尿路感染症であり、骨折の
急性期は中条中央病院、新発田病院へ、
脳血管障害の急性期は新発田病院や厚

生連村上総合病院へ入院されていると考
えられます。新発田病院で骨折や脳血管
障害のため急性期を過ごし、地元の病院
での療養を希望する患者さんや家族の方
は多いと思います。坂町病院はそうした
方の受け入れを積極的に行っています。
新発田病院での急性期を過ぎた後、リハ
ビリの継続や内科的病状の調整を目的
に坂町病院へ転院していただき、次の段
階への調整を坂町病院の医療相談室の
看護師や医療ソーシャルワーカーが丁寧
に行っています。その後自宅へ戻るか、療
養型病院や老人施設へ移動するかは、そ
の方の病状や家庭の事情により千差万別
の対応を必要とします。地域の高齢化が
すすんでいるため多くの家庭は介護力が
不足しており、自宅へ戻るためには様々
な工夫が必要です。訪問看護ステーショ
ンから訪問看護を受ける方法や当院の訪
問診療を利用する方法にて自宅へ戻るこ
とも可能ですので、お困りの家族の方は
当院の医療相談室へ問い合わせていた
だきたいと思います。

坂町病院長　本間 則行

地域の高齢化
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新 任 職 員 紹 介新 任 職 員 紹 介3 年 度
和令

　はじめまして。4月より赴任した内科の佐藤佑輔です。
　これまでは上越地域や新潟市での勤務が多く、直近の3月までは新潟大
学医歯学総合病院に勤務していました。坂町病院周辺には公私ともにほと
んど来たことがないので、新しい土地での勤務にとてもワクワクしていま
す。地域の皆様が心身ともに健康に過ごすためのサポートをしていきたい
と思っています。何か困ったことがあればお気軽に相談してください。これ
からよろしくお願いします。
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佐藤 佑輔

　今年度から事務長補佐兼経営課長を務めることになりました石田と申
します。坂町病院は２度目の勤務になり、１４年前に経営課で経理業務に
携わっておりました。当時と今とでは医療体制や経営環境が大きく変わっ
ておりますが、坂町病院の役割には変わりなく地域医療に根差した病院と
理解しています。
　現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い日常の生活様式が
大きく変わり、地域住民の皆さまもご苦労されているかと思います。この
ような状況であるからこそ、当院の基本理念である「地域住民に親しまれ
信頼される病院」を目指して努力してまいります。

　今年度から事務長補佐兼経営課長を務めることになりました石田と申
します。坂町病院は２度目の勤務になり、１４年前に経営課で経理業務に
携わっておりました。当時と今とでは医療体制や経営環境が大きく変わっ
ておりますが、坂町病院の役割には変わりなく地域医療に根差した病院と
理解しています。
　現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い日常の生活様式が
大きく変わり、地域住民の皆さまもご苦労されているかと思います。この
ような状況であるからこそ、当院の基本理念である「地域住民に親しまれ
信頼される病院」を目指して努力してまいります。

事務長補佐
石田 茂幸

　このたび、県立津川病院から転勤し、診療放射線技師長を務めることと
なりました丸山義行です。新潟市から毎日通勤しております。
　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
力ながら力になりたいと思います。患者様の権利を尊重し、信頼関係を大
切にして、安全で良質な医療の実践に努めていきたいと思います。
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　4月に加茂病院より異動してまいりました。これまで県立病院では、地
域医療・中核病院、広域基幹病院、専門病院と幅広く経験を積ませていた
だきました。（坂町・加茂・柿崎・中央<高田>・新発田・がんセンター・津
川・小出）広域にわたる県立病院で地域事情・役割に応じた、様々な診療
科、担当する多くの医師・看護師・医療従事者・関わる医薬品に広く携わ
ることができ、病院薬剤師としての経験を還元しなければという思いで坂
町病院では務めさせていただきます。
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荒川中学校の皆様からメッセージ入り横断幕をいただきました

　２月９日、地元の荒川中学校の生徒さんから本間院長に横断幕が寄贈されました。横断幕には全校生徒さん
から「新型コロナに負けずがんばって下さい」など当院職員への激励の言葉が書かれています。
　横断幕は病院の１階に掲示しており、職員はそのメッセージに
励まされています。本当にありがとうございました。
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　地域の皆様には、日頃から県立坂町病院の診療にご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。この度、看護部長に着任いたしました田村恵美
子と申します。
　当院看護部は「生命の尊厳と人格を尊重し地域住民から信頼される看護
を提供します」という理念のもと、患者様とご家族、地域の皆様のお気持
ちに寄り添い、安心・安全なケアの提供に努めてまいります。超高齢化社
会、人口減少、新型コロナウイルスの感染拡大など、医療・看護を取巻く環
境は変化し続けています。質の高い看護を提供し患者様の生活を支えるた
めには、知識と技術を高めるとともに、変化に柔軟に対応する力が必要と
考えます。皆様からのご意見に耳を傾け、地域密着の医療機関として求め
られている看護の役割を果たせるよう看護師教育に力を注いで参りますの
で、どうぞよろしくお願い致します。
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看護部長
田村 恵美子

　この４月から坂町病院に赴任しました佐藤陽子と申します。県立リウマ
チセンターより異動して参りました。坂町病院での勤務は今回が初めてと
なります。出身地は、十日町市で豪雪、大地の芸術祭などでご存じの方も
いるかと思います。
　坂町病院は、近隣の病院と協力、連携してこの県北地域の医療を担う役
割があります。坂町病院の一員として患者様、ご家族の皆様への対話を心
掛け、気配りを忘れずに地域医療に貢献できるよう取り組んでいきたいと
思います。不慣れではありますが、どうぞよろしくお願い致します。

　この４月から坂町病院に赴任しました佐藤陽子と申します。県立リウマ
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看護師長
佐藤 陽子
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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診のみ、水曜は１・２診、火・木・金曜は１診のみ
  その他の外来は再診のみです。
　　○外　　　科 月曜は､10:00から診療開始
　　○整 形 外 科 受付は､8:00～10:30まで
　　○眼　　　科 受付は、午前8:00～10:30まで、午後13:30～15:00まで
　　○小　児　科 月・火曜：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：13:30～15:30まで、診療開始は14:00から
　　○歯　　　科 全て予約制。坂町病院の歯科を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
午後

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 佐藤 佑輔

本間 則行（新患）

【循環器】新潟大学

【腎臓・糖尿病外来】
新潟大学

五十嵐 仁

新潟大学 10:00～

今田 研生 10:00～
新潟大学

 
新潟大学

義　歯
本間 則行

田邊 靖貴（新患）

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

若林 拓哉

予約のみ
冨田 広

上田 潤

今田 研生 10:00～
新潟大学

今田 研生（予約制）

歯冠修復
田邊 靖貴

鈴木 薫（新患）
【循環器】

第１週 鈴木 薫
ペースメーカー外来

本間 則行（新患）

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
初・再診
鈴木 薫

丹呉 益夫（新患）

安斎 博隆 13:30～
【消化管】
再来予約のみ

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　高橋 響
第1･3･5週 三輪 仁
第2･4週 佐藤 剛
（新発田病院）

今田 研生
新潟大学

第1週～第4週 今田 研生（予約制）

う触治療
歯周治療
丹呉 益夫

島津 翔（新患）

佐藤 佑輔

【循環器】新潟大学

姉﨑 一弥

若林 拓哉

冨田 広

今田 研生

新潟大学
新潟大学
新潟大学
歯内治療
　島津 翔

受付時間

予約変更 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。

外来診療等担当医師一覧 令和３年４月１日現在

フ ッ ト ケ ア 外 来

ストーマ外来10 : 0 0～

来院する皆様へのお願い
新型コロナウイルス感染症の院内感染を防止するため、次のことにご協力願います。
① 来院時はマスク着用の上、入口で手指消毒をお願いします。
② 正面玄関での検温に協力願います。
③ 入院患者様への面会はご遠慮願います。
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