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新潟県立坂町病院
〒959-3193 村上市下鍜冶屋589番地

TEL.0254-62-3111  FAX.0254-62-5431
http://www.iwafune.ne.jp/~sakamachi-hosp/

「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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1坂町病院だより

　前回2021年4月号で坂町病院の近隣
の市村で高齢化が進んでいることをお話
ししました。高齢化が進んでいるととも
に認知症の方の割合も当地域では増えて
います。当院に入院してくる患者さんは7
割程度の方が認知症を抱えています。
　認知症とは、一言で認知機能の低下し
た状態ということができます。2018年に
WHOがその定義づけをしています。認
知機能は、記憶、実行機能、注意、言語、
社会的認知および判断、精神運動速度、
視覚認知または視空間認知の７つの認知
領域からなり、認知症はこのうち2つ以上
が以前のレベルから低下しているという
特徴を持つ後天的な脳症候群と定義され
ています。日本における認知症の方の推
計値は、各年齢の認知症有病率が一定の
場合、2015年517万人、2025年675万人
とかなりの数になります。
　そうしたなかで認知症の方が入院した
際にたびたび問題となる症状がせん妄で
す。せん妄は、病的原因による意識の低下
である「意識障害」の状況で生じ、複雑な
病像になります。意識が低下しているのに
も関わらず、なにやら興奮して、ありもし
ない内容を話し続けたり、無い物が見え
ると訴えたりすることがあるのです。周り

の人が話しかけるとトンチンカンな内容
を答えたりもします。治療や病状観察の
ため体に装着している点滴や心拍呼吸モ
ニターを引きちぎったり、運動麻痺があ
るのに廊下を歩きだして転倒したり、患
者さん自身の体に危険を及ぼす事態にな
ってしまいます。
　せん妄の予防や改善のためには、内服
薬の調整や環境の調整が必要になりま
す。医療者や家族から話しかけ、時間や
場所を伝えることで患者さんを安心させ
ます。部屋は明るくして、部屋にあるもの
や人が把握しやすいようにし、患者さん
が落ち着ける環境に整えます。時間、日
にち、場所、家族関係がわかりやすいよ
うに、時計やカレンダー、写真などを掲示
し、必要であればメガネや補聴器も手の
届くところに準備しておきます。
　当院では、認知症を有する患者さんや
現場スタッフをサポートするための多職
種からなる認知症ケアチームが活動し、
認知症の方の入院治療がスムーズに進む
ように努めています。超高齢化社会にお
いて、認知症も一つの多様性ととらえて多
様性を尊重しながら共存していく社会を
築いていきたいものです。

坂町病院長　本間 則行

認知症の方とともに
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電子カルテを導入しました
当院では本年７月２６日から電子カルテを導入しました。
電子カルテ導入の担当者である小林裕恵経営係長にお話しをお聞きします。
当院では本年７月２６日から電子カルテを導入しました。
電子カルテ導入の担当者である小林裕恵経営係長にお話しをお聞きします。

Q1
そもそも電子カルテって何ですか？

A1
　「電子カルテ（システム）」とは、医師が紙のカルテに記入していた診療の経過や
紙で行っていた検査の指示や結果報告など、診療に関する一連の情報を電子化
し、一括して編集・管理するものです。

　「電子カルテ（システム）」とは、医師が紙のカルテに記入していた診療の経過や
紙で行っていた検査の指示や結果報告など、診療に関する一連の情報を電子化
し、一括して編集・管理するものです。

Q3
　電子カルテ導入においてご苦労もあったと思いますが、
現在のご感想をお聞かせください。

A3
　今はまだ、スタッフが操作に十分慣れていないため、従来より待ち時間が長くな
るなどご不便をおかけしておりますが、少し長い目で見れば患者さんの安全や
サービスの向上にも寄与するシステムですので、ご理解をいただけると幸いです。

　今はまだ、スタッフが操作に十分慣れていないため、従来より待ち時間が長くな
るなどご不便をおかけしておりますが、少し長い目で見れば患者さんの安全や
サービスの向上にも寄与するシステムですので、ご理解をいただけると幸いです。

Q2

A2

電子カルテ導入によって、どんなメリットがあるのですか？

　一番のメリットは、必要な情報をリアルタイムに確認できることです。
　病棟で看護師が入力した患者さんの体温や血圧などの情報は、すぐにカルテに
反映され、医師が別の場所にいても確認できます。
　別の場所にいるスタッフが患者さんの最新の情報を同時に確認できることは、
多くの職種が連携して患者さんの治療にあたる病院では大きなメリットとなります。
　安全面でもメリットがあります。例えば、入院時には患者さんにバーコード付き
のリストバンドを装着いただき、看護師が点滴などを行う際にバーコード認証に

よるチェックを行うことで、患者さんの取り違えや薬
剤の間違いを防止できます。また、他の薬と併用でき
ない薬を処方しようとすると警告が表示されるな
ど、投薬や検査の際の安全性も高まります。
　他にも、パソコンの文字は誰でも正確に読み取れ
ますし、転記ミスや書き間違いによる事故も防止で
きます。
　さらに、紙のカルテを探す・運ぶ時間が不要とな
り、実施した検査や処置などの情報が会計窓口にす
ぐに伝わるため、診察や会計の待ち時間も短縮され
ます。

　一番のメリットは、必要な情報をリアルタイムに確認できることです。
　病棟で看護師が入力した患者さんの体温や血圧などの情報は、すぐにカルテに
反映され、医師が別の場所にいても確認できます。
　別の場所にいるスタッフが患者さんの最新の情報を同時に確認できることは、
多くの職種が連携して患者さんの治療にあたる病院では大きなメリットとなります。
　安全面でもメリットがあります。例えば、入院時には患者さんにバーコード付き
のリストバンドを装着いただき、看護師が点滴などを行う際にバーコード認証に

よるチェックを行うことで、患者さんの取り違えや薬
剤の間違いを防止できます。また、他の薬と併用でき
ない薬を処方しようとすると警告が表示されるな
ど、投薬や検査の際の安全性も高まります。
　他にも、パソコンの文字は誰でも正確に読み取れ
ますし、転記ミスや書き間違いによる事故も防止で
きます。
　さらに、紙のカルテを探す・運ぶ時間が不要とな
り、実施した検査や処置などの情報が会計窓口にす
ぐに伝わるため、診察や会計の待ち時間も短縮され
ます。リストバンドで本人確認をしています。
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インフルエンザワクチン予防接種の予約について
医事窓口や各外来診療科または電話（平日8:30～17:00）で事前に予約をお取りください。
予定数に達した時点で受付を終了する場合がありますので、お早めにお申し込みください。
接種料金などの詳しい内容については、医事室へお問い合わせください。

加藤関川村長から「1日院長」に就任していただきました
　坂町病院では、当院の医師確保や診療機能の充実強化
等にご支援をいただいている診療圏域の市村長を「一日
院長」としてお招きし、現在の病院の状況等をお伝えして
おります。
　今年度は８月31日（火）に関川村の加藤弘村長様から
「1日院長」に就任していただき、病院長との意見交換や
病院内の巡視、職員に対し「人口減少の中での情報通信
技術」をテーマに講話などを行っていただきました。
　加藤村長様、大変ありがとうございました。

年齢区分

大人（16歳以上）

小児（１～15歳）

接種日程

12月６日（月）～ １月25日（火）の
月・火曜の午後（一部、除外日あり）

10月21日（木）～ 1月27日（木）の
木曜の午後（12月30日を除く）

予約受付開始

11月１日（月）

10月４日（月）

再来受付機を導入し、診察券も磁気カードとなりました

■診察券が磁気カードに変わりました。
受診の際は新しい診察券（磁気カード）を必ずお持ちになってください。
再発行は有償となりますので大切に保管してください。

■再来受付機による受付となりました。
○予約のある方
①「再来受付機」に新しい診察券（磁気カード）を挿入し、画面の指示に
従って操作してください。
②印刷された「診療案内票」をプリンタ脇のクリアファイルに入れ、診
療科等へお持ちください。

○予約がない方や新しい診察券（磁
気カード）をお持ちでない方は、
「１・２番窓口」で受付をお願いし
ます。

正面玄関から入って
突きあたり右側にあります。
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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
　　○泌 尿 器 科 全て予約制。初診の方は、平日の14:00～16:30にお電話で予約をお取りください。
　　○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14:00～
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

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～
【消化器】
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1～4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

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

再来予約 再来予約済の方は再来受付機へ。予約以外に受診したい科がある時は受付1・2番窓口へお申し出ください。
予約を変更したい時は、平日の14:00～16:00に各診療科へお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10月１日現在

フ ッ ト ケ ア 外 来

ストーマ外来10 : 0 0～

　発熱、せき、のどの痛み、だるさや味覚・嗅覚異常など、かぜの症状で受診希望の方は、来院前に
電話下さるようお願いします。
　電話連絡がなく来院された場合は、診察までお待ちいただく時間が長くなることがありますので、
ご了承ください。

かぜ症状のある方は来院前に電話連絡をお願いします。
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