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愛宕の里在宅介護
支援センター

TEL 0250-58-6976
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五泉訪問看護ステーション
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さとわ

TEL 0250-47-7918

病児保育室「あおぞら」

ケアプランセンターいずみ
TEL 0250-43-8452

五泉訪問看護ステーション内
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4月1日に新たに4名の医師が着任されました。

職員一同協力し、質の高い医療を提供してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

ﾒｯｾｰｼﾞ：令和4年4月より眼科に赴任しました。大学で

は主に緑内障診療をしていました。

どうぞよろしくお願い致します。

出身地：佐渡市

ﾒｯｾｰｼﾞ：コロナ禍ではありますが、コロナの診療だけ

ではなく、呼吸器疾患を幅広く診療したいと

考えています。

出身地：新潟市

（すえたけ あき） （つぼかわ ふみと）

ﾒｯｾｰｼﾞ：患者様と御家族の立場にたった診療を目指して

います。どうぞよろしくお願い致します。

出身地：三条市

（さかい のりひろ）

ﾒｯｾｰｼﾞ：五泉地域の医療に貢献できるよう頑張って

参ります。よろしくお願いします。

出身地：新潟市

（なかじま なお）

4月1日に五泉中央病院にて入社式を行いました。新型コロナウイルス感染対策に十分配慮した状況で開催しました。

佐藤弥生理事長、髙橋姿院長より「報告・連絡・相談といったコミュニケーションの重要性」と「地域医療を支えると

いう誇りをもつ大切さ」についてお話を頂き、新入職員は気持ちを引き締めていました。

これからは、真仁会の仲間として笑顔を忘れず共に歩んでいきましょう。



―３―

院長インタビュー第4回は、五泉中央病院の髙橋姿病院長が、

眼科医でもある佐藤弥生理事長と眼科の末武亜紀先生に新しい

眼科診療体制についてインタビューしました。

髙橋院長：この春から、五泉中央病院に末武亜紀（すえたけ

あき）先生をお迎えして、眼科が2人体制となりました。

その内容について説明してください。

佐藤理事長：昨年までは1診体制でしたが、患者さんが増え

予約が3ヵ月先まで埋まっておりなかなか予約がとれません

でした。予約外の患者さんの場合は、長い時間お待たせして

いました。4月から2診体制になりましたので眼科予約枠が増

え予約を取りやすくなりました。予約優先ですが、予約外の

患者さんもできるだけお待たせすることないように調整する

こともできるようになりました。

髙橋院長：具体的には月曜から木曜までは２診、金曜は従来

通り1診という体制で、患者さんにとっても利便性が上がっ

たのではないかと期待しています。

それでは４月から赴任された末武先生にお聞きします。

この病院にお勤めになって１か月ですが、ご感想を聞かせて

ください。

末武先生：病院も診察室もとてもきれいで働きやすいですね。

検査機器も揃っていて、検査、診断から治療まで全ての流れ

ができると感じました。

髙橋院長：末武先生のご専門は緑内障とお聞きしました。

緑内障という病気について教えてください。

末武先生：緑内障は、見たものを伝える視神経が障害され、

視野が狭くなったり、視野が欠けたりといった進行性の病気

です。加齢に伴って患者さんが増えてきて、統計では40歳以

上の20人に1人は緑内障があると言われていて、その内の9

割の方は眼科を受診しておらず、隠れ緑内障という状態です。

患者数がとても多い疾患で、いまや日本の失明原因の第1位

になっています。ただ早期に発見してしっかり治療すること

で、失明に至ることを防ぐこともできます。そのため40歳以

上になりましたらぜひ一度眼科検診を受けていただいて、緑

内障がないかどうかのチェックを受けていただきたいと思い

ます。

髙橋院長：実際にどんな症状がでたら緑内障が強く疑われ

るのですか。

末武先生：実は症状が出るのが進行してからというのが緑

内障の特徴で、眼は両眼でカバーしあっているので視野が

欠けてもなかなか気づけません。むしろ症状を感じた時点

では治療を始めるには遅いと考えていただいて、早期発見

と早期治療が推奨されています。

髙橋院長：ということは、検診が非常に重要ということに

なりますね。五泉中央病院は健診・ドックに非常に力を入

れていますので、その点でも貢献していただいているとい

うことですね。

佐藤理事長：五泉中央病院の人間ドックでは眼科診察して

視神経を診ますので、そこで発見されることもあります。

髙橋院長：五泉中央病院の人間ドックは眼科の内容が充実

しているといわれていますので、緑内障の早期発見に役立

つ検診になっているということですね。さて緑内障の治療

方法は具体的にどんなことをされるのですか。

末武先生：まず基本は薬物療法です。進行を抑制するため

生涯にわたってとなり大変ですが、基本的にしっかりした

点眼を行います。薬物療法でも進行してしまう場合は手術

についてもよく相談しながら治療していくということにな

ります。

髙橋院長：高齢者は何かしら毎日お薬を飲んでいらっしゃ

る方が多いのでその中に目薬が一つ入るという形をとれば

そんなに実施困難ではないのでしょうか。

末武先生：目薬というのは単純なんですけど、しっかり眼

に入ってしっかり治療をしていくことは実は結構難しく、

手先が利かずうまく入らなかったとか、高齢の方ならでは

の治療の難しさもあるのです。五泉中央病院では看護師さ

んも熱心で、患者さんの手技を確認したりと積極的に点眼

指導をしていただいています。緑内障の種類によっては手

術が必要になる場合もありますが、手術後の点眼も大事に

なります。緑内障は残念ながら治す治療はみつかっていま

せんが、日常生活や社会生活になるべく不自由が出ないよ

うに毎日の点眼を忘れずに、緑内障と前向きに付き合って

いただけたらと思います。

髙橋院長：五泉中央病院は看護師や医療職の多職種の連携

の良い病院です。これを積極的に利用して眼科の更なる発

展に協力をお願いします。本日はありがとうございました。



―４―

外 来 診 療 の ご 案 内 2022年 5月現在

◆外来診療を受診する際には電話でご予約するか、直接病院受付でお問い合わせください。
予め電話でご相談・ご予約いただくことをお勧めします。

五 泉 中 央 病 院 （TEL 0250-47-8150 FAX 0250-47-8152)

南 部 郷 厚 生 病 院 （TEL 0250-58-6111 FAX 0250-58-7300)

＊ 透析 月曜～土曜(月･水･金は夜間透析あり)
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＊ 呼吸器内科（木曜日）は主に、在宅酸素外来です。

診 療 科 受 付 時 間 月 火 水 木 金

内科(新患外来) 午前 8:30～11:30 金子 順二 金子 順二 篠川 真由美 金子 順二 坪川 史人

消化器内科
午前 8:30～11:30 中島 尚 酒井 規裕 中島 尚

午後 14:00～(二次健診) 酒井 規裕

呼吸器内科
午前

8:30～11:30
(火：隔週交代)

篠川 真由美 田中 奨 篠川 真由美 篠川 真由美

坪川 史人
関谷 友樹
/鈴木 遼

坪川 史人 青木 亜美

午後 13:30～16:00 篠川 真由美 篠川 真由美

循環器科(予約制)
午前 8:30～11:30 大塚 英明 坂口 裕太 大塚 英明 大塚 英明

午後 13:00～15:30 和泉 大輔

内分泌・代謝内科 午前 8:30～11:30 山田 絢子 山田 絢子 山田 絢子

腎 臓 内 科 午前 8:30～11:30 佐藤 信之 佐藤 信之

小 児 科

午前 8:30～11:30 渡辺 徹 渡辺 徹 渡辺 徹 阿部 忠朗 渡辺 徹

午後
14:00～16:30

(木)14:00～16:00
山田 剛史 松井 亨 渡辺 徹 渡辺 徹 渡辺 徹

外 科 午前 8:30～11:30
水木 亨 篠川 主

(10:00～11:00)
中野 麻恵 岩城 孝和 岩城 孝和

岩城 孝和 水木 亨 水木 亨

胸部外科(予約制) 午後 13:00～16:00
第1・３・５

杉本 愛

泌尿器科(予約制) 午後 14:00～16:00 大学医

整 形 外 科
(第１火曜日は予約制)

午前 8:30～11:00
第1・2・4・5

鈴木 勇人

午後 14:00～16:00
第2・4

山村 倉一郎

眼 科
（予約優先）

午前
8:30～11:30

(火) 8:30～10:30

末武 亜紀 末武 亜紀 末武 亜紀 末武 亜紀 植木 智志

佐藤 弥生 佐藤 弥生 佐藤 弥生
第1・3・5 斉藤 暢子

第2・4 佐藤 弥生

耳鼻いんこう科(予約制) 午後 13:00～15:00 髙橋 姿

禁煙外来(予約制) 午後 14:00～15:00 大塚 英明

脳神経外科 午前 8:30～11:00
佐藤 光弥 佐藤 光弥 佐藤 光弥 鈴木 倫明 佐藤 光弥

森井 研 長谷川 顕士 森井 研 長谷川 顕士

認知症外来(予約制) 午後 14：00～ 佐藤 光弥 佐藤 光弥 佐藤 光弥

頭痛外来(予約制) 午後 14：00～ 長谷川 顕士

―４―

診 療 科 受 付 時 間 月 火 水 木 金

神 経 内 科 午前 8:30～11:30 本郷 祥子 森 秀樹 石原 智彦 坪口 晋太朗

心臓･高血圧内科 午前 8:30～11:00 柏村 健 熊木 隆之

腎 臓 内 科 午前 8:30～11:30 佐藤 信之
金子 佳賢(第2・4)

佐藤 隆之
佐藤 信之(第1・3・5)

皮 膚 科 午前 8:30～11:30 林 良太 濱 菜摘

緩和ケア内科 随時 8:30～17:00 篠川 主 齋藤 俊一 篠川 主 齋藤 俊一 篠川／齋藤


