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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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　社会へのインターネットの普及は眼を見張る
ものがあります。遅ればせながら医療機関内で
もインターネットの利用がすすんでいます。当院
の１階、２階の外来待合では公衆無線インターネ
ット環境（WiFi）が整っています。無料で利用で
き、パスワードが待合に掲示されています。診察
や会計の待合の間、スマートフォンやタブレット
を使用してネットに繋いで、SNSを利用したり、
ネットニュースを確認したり、場合によっては仕事
をしたりできます。勿論公衆のネット環境ですの
でセキュリテイは各自の責任の元で使用してい
ただきたいと思います。さらに、当院ではインタ
ーネットを利用した小児科予約システムが利用で
きます。再来患者さんを対象に当日の外来予約、
予約確認、取消しが可能となります。利用するた
めには事前に当院医事受付へ利用申込書を提出
していただきます。利用申込書は当院小児科外
来受付に用意されており、事前にアカウントを作
成し、利用者登録していただきます。待合の時間
が短縮でき、利便性が高いと考えられます。とこ
ろで、インターネットを使用したリモート診察は、
コロナの時代になってから可能となっている医療
機関もあり、今後は利用が広がると考えられま
す。リモート診療は残念ながら当院ではまだ導入
されていませんが、糖尿病、高血圧症、高脂血症
などの慢性疾患では利便性が高いと考えられま
すので今後少しずつ整備していく必要があると

考えています。コロナの時代となってからは院内
感染の防止のため入院患者さんへの面会を厳し
く制限する医療機関がほとんどです。当院でも
患者さんへの面会は厳しく制限しています。面会
が可能となるのは患者さん自身が臨終間近にな
ってからであり、面会できる方は血縁の近い、成
人の親族の方に限られ、しかも発熱や体調不良
のない方で、面会時間も短時間に限られます。そ
んな中、この3月末より当院では院内オンライン
面会（予約制）のしくみを導入しました。家族の
方に院内に用意したタブレット端末を使用して
いただき、部屋にいる入院患者さんと顔を見な
がらお話ししていただくものです。面会の方法や
申込方法は当院のホームページで案内しており
ますのでぜひご利用いただきたいと思います。
　その他、患者さんの診察とは直接関係ありま
せんが医療の世界でもWeb会議、Webでの学
会参加が非常に多くなっています。臨場感に欠け
る面はありますが、直接会場へ移動する手間が
省けて非常に助かっています。また、最新の医療
知識を得るために様々なコンテンツを盛り込ん
だWebセミナーを利用することが多くなりまし
た。一方で、医療機関へのサイバー攻撃により院
内の電子カルテが利用できなくなるトラブルも報
告されています。今後も私達はインターネットを
はじめとするITと良い関係を保ちながら利用を
進めていく必要があると感じています。

坂町病院長　本間 則行

医療機関とインターネット利用について
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　みなさんこんにちは。看護部長の遠藤晶子と申します。この春に新発田病院か
ら初めて坂町病院に赴任してきました。坂町病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参りますので、どうぞよろしくお
願いします。
　また、コロナ禍で患者さんと面会ができずに寂しい思いをしている御家族が大
勢いらっしゃると思いますが、3月末から開始した院内オンライン面会を是非ご
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遠藤 晶子

診療放射線技師長
竹内 勝彦

　このたび、診療放射線技師長として着任しました竹内勝彦です。
　1988年の採用で、最初の勤務地が坂町病院でした。以降、何度かの異動を繰
り返し、今回5回目の坂町病院になります。旧病院から始まって、現在の病院にな
り、それから約30年の月日が流れ、さすがに私も建物もくたびれてきたかなぁと
感じています。
　放射線科として、Ｘ線撮影の依頼等については迅速に対応するのはもちろんの
こと、患者さんにやさしく接し、なるべく患者さんの手を煩わさないよう、さりげ
なく手をだしていけたらいいなと思っています。どうかよろしくお願いします。
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リハビリテーション技師長
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看護師長
須貝直美

看護師長
須貝 浩一
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　３月までは吉田病院に勤務しておりました。出身は新発田です。村上地域には

以前住んでいたこともあり、懐かしさがある一方、また新たな気持ちで、患者様に
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近副院長が「へき地医療貢献者表彰」を受賞されました
　15年以上にわたり、山村・離島等の医療確保に尽力された医師を
表彰する「へき地医療貢献者表彰（全国自治体病院開設者協議会・
公益法人全国自治体病院協議会主催）」において、令和３年度の受
賞者に当院の副院長 近 幸吉 医師が選出されました。
　近副院長は、平成４年４月から２年間、県立松代病院で、また、平
成８年４月から約25年間にわたり当院で勤務し、医療機関偏在地
域において地域医療に尽力してきたことが評価されたものです。
　近副院長は表彰を受け「これから訪れる大変革の時代に持続可能
な坂町病院の形を追求していきたい」と思いを新たにしていました。

にいがたオレンジドクターに
認定されました

　当院は、令和４年１月17日付けで「にいがたオレンジドクター（新潟県
もの忘れ・認知症対応医療機関）」に認定されました。
　認知症は、早期発見・早期対応が大切です。当院では、もの忘れや認
知症に関する相談はもちろん、治療や生活サポートに関しても相談に応
じていますので、家族だけで抱え込まず早めに相談して下さい。なお、相
談は予約制になっていますので、お電話でお問合せ願います。

院内オンライン面会（予約制）を開始しました
～ ご来院いただき、画面越しでの面会となります ～

　当院では新型コロナウイルス感染症の院内感染防止のため、面会禁止措置を行っておりますが、「院内」
からの「オンライン面会」のサービス提供を開始しました。
　当院に備付けの機材等を使用して、入院患者様と画面越しではありますが、お顔を見ながらお話しいただ
けます。なお、院外からの接続には対応しておりませんので、予めご了承ください。

面会時間等 ご予約方法 注意事項

○月～金曜（祝日を除く）
　14：00、14：30、15：00
○１回の面会時間
　15分まで
○ご利用いただける方
　ご親族３名まで
○回数制限
　週１回まで

○電話で「オンライン面会を希
望」とお伝えください。入院
患者様のお名前と病棟名を
お伺いします。
○希望日の３営業日前までに
お申し込みください。
○１日の予約枠に限りがあるた
め、ご希望の日時に沿えない
場合があります。

○発熱症状がある場合、また、
患者様の健康状態等によ
り、面会をお断りする場合が
あります。
○面会室は防音構造ではあり
ません。
○イヤホンマイクをご用意いた
だきますと、会話しやすくな
ります。

予約電話番号：0254-62-3111（病院代表） 受付時間：10:00～16:00（平日のみ）
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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・水曜は１・２診、火・木・金曜は１診のみ（金曜は10:00から診療開始）
  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､8:00～10:00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。

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午前
午後

午前

午後

午後
午前
午前
全て
予約
制

【新患・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・再来）

【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）

佐藤 佑輔

近 幸吉 10:30～

姉﨑 一弥

池杉 駿生

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

津川病院医師（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
予約のみ
冨田 広

毎週  鄭（てい） 賢晧
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

津川病院医師

島津 翔（新患）
（新発田病院）10:00～

佐藤 佑輔

【循環器】新潟大学

姉﨑 一弥

池杉 駿生

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４年４月１日現在

　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。
　また、小児科の診察予約サービス（スマイリーリザーブ）にて予約する場合も、発熱、風邪症状が
あるお子様については、来院前に必ず電話連絡願います。（電話番号：０２５４－６２－３１１１）

かぜ症状のある方は来院前に電話連絡をお願いします。

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）

１　診

２　診

３　診

４　診

１　診
２　診

乳児健診13:30～
喘息外来14:00～
予防接種13:30～

フ ッ ト ケ ア 外 来

ストーマ外来10 : 0 0～

人 間 ド ッ ク
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