
　このたび、南伊豆町民の皆さまをはじめ、各方面の力強いご支援を賜り、5月

15日付けで南伊豆町長に就任いたしました岡部克仁です。

　また、下田市、東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町そして南伊豆町の1市5町

で構成された一部事務組合下田メディカルセンター運営会議において、同組合の

副管理者を務めさせていただくことになりました。

　賀茂圏域は、医療過疎地域であるとともに高齢化率40%前後と極めて高い

地域であります。そのような中、指定管理者である静岡メディカルアライアンスの

畑田院長を先頭に、職員の皆様が一丸となって病院運営にご尽力され、地域

医療に携わっていただきましたことに厚くお礼申し上げます。

　また、一般医療はもとより、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟の建設等、賀茂圏域が

抱える福祉分野の問題に対しても迅速に対応いただき、改めてお礼申し上げます。

　当町をはじめ、賀茂圏域の住民の皆さまには、健康を維持し、安心して生活を営んでいただきたいと心

から願っております。

　賀茂圏域唯一の公立病院である下田メディカルセンターは、医療機関の中核としてさまざまな医療ニーズ

に対応し、行政は、住民の健康を維持するために各種健診の受診率向上、健康に関する事業の実施等、

医療と行政が連携し、お互いの責務を全うすることで健康で安心な生活が実現するものと考えております。

　そのために町長として、また副管理者として尽力してまいる所存です。

　皆さまのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

            一部事務組合下田メディカルセンター 副管理者 南伊豆町長　岡部 克仁    
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　平成２９年5月より副院長を拝命致しましたので、この紙面をお借りしてご挨拶
申し上げます。
　下田メディカルセンターも開設から６年目を迎えました。高齢化・人口減少等に
より当地域の医療ニーズも今後変化していくものと思われますが、回復期リハビリ
テーションや地域包括ケア病床の拡充により急性期だけでなく亜急性期医療にも力を
入れ、慢性期医療を提供する近隣の医療機関と連携しつつ地域完結型を目指して
努力しております。
　私が担当する一般外科では、腹部ヘルニア・胆道結石・肛門疾患等の良性疾患
の他、胃癌や大腸癌などの頻度の高い消化器癌や乳癌の診断・手術治療・化学
療法を行うとともに、急性虫垂炎や腸閉塞といった頻度は高いものの多くの場合緊急
手術を要しない腹部救急疾患にも対応しています。さらに静岡がんセンター等の
専門病院より癌終末期の緩和ケアを目的に御紹介頂いた患者様についても積極的
に受け入れており、その数も徐々に増えつつあります。地域の先生方が御要望を持って
おられると思われる緊急手術については、麻酔医や人員の確保が可能な場合は
積極的に対応しておりますが、それらが困難なケースでは順天堂静岡病院や静岡
医療センターといった高次機能病院へ手術を依頼し、術後に当院へ再度転院すると
いった連携体制が確立しつつあります。
　これからも可能な限り当地域の外科診療に貢献すべく努力して参りますので、宜しく
お願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      下田メディカルセンター 副院長　伊藤 和幸

就任のご挨拶就任のご挨拶

就任のご挨拶
　地域の医療機関様および関連機関様には、日頃より多大なるご支援をいただいており
ますことに厚く御礼申し上げます。5月から副院長を拝命いたしましたので、一言御挨拶
申し上げます。
　2011年10月より静岡メディカルアライアンスに入職、共立湊病院での移転準備から
2012年5月の下田メディカルセンター開院以来、今日まで微力ながら地域医療を担って
参りました。実のところは、海のない群馬県出身であり、温暖な気候と抜群の透明度を
誇る海のあるこの下田の地にすっかり魅了され、当初2，3年のつもりでこちらに移り住んだ
のが、早いものでもう16年も前のこととなります。この間も地域住民の高齢化が進むのを
目の当たりにしながら、昨年度より当センターでも地域包括ケア病床を新設することに
より、急性期疾患回復後のリハビリ、他院からの末期がん患者さんやレスパイト目的の
入院など、地域のニーズにお応えするために内科が中心となりお受けしております。また、
昨年9月からは、心臓カテーテル検査・治療も待機的ではございますが稼動させること
が出来ました。お蔭様で、この１年間で約150症例の患者さんに対して検査・治療を
行い、これまで、天城越えを余儀なくされていた患者さん方にも大変喜ばれております。
自身の専門である消化器分野では、2013年に日本消化器内視鏡学会の指導施設認定
を取得して、患者さんになるべく苦痛の少ない優しい胃・大腸内視鏡検査を心がけ、
非力ながら後学の指導にも当たっております。また、止血術やPolypectomy・EMR、
PEGなどの治療も行っております。
　これからも地域医療の一翼を担うことができる様に、地域の医療機関様や保健所・
消防署などの関連機関様との連携を密にして、お互いの信頼関係をより一層深めながら、より質の高い医療を提供できるように
努力して参る所存でござますので、これまで以上のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　下田メディカルセンター 副院長　原 威史

資　格
●日本内科学会認定内科医
●総合内科専門医
●日本消化器内視鏡学会専門医
●日本ヘリコバクター学会認定医
●日本抗加齢医学会専門医
●日本キレーション治療協会
　　 キレーション治療認定医
●日本医師会認定産業医
●認定スポーツ医

資　格
●日本外科学会
  外科専門医
●日本消化器病学会
  専門医
●日本消化器内視鏡学会
  専門医
●検診マンモグラフィ
  読影認定医



　当支援センターの運営は、賀茂地区1市5町より在宅医療・介護連携推進事業の

委託を受け2年目に入りました。

　平成29年度の事業計画としては、地域住民を対象に「在宅介護と看取り」「口腔

ケア」などをテーマにしたシンポジウムの開催を検討して参ります。死因の上位に

上げられる肺炎は死亡者の95％を65歳以上の高齢者が占め、7割は「誤嚥性

肺炎」が原因といわれています。高齢者の命をおびやかす誤嚥性肺炎は口腔ケア

を行うことで予防が出来る疾患でもあり、テーマの一つとして取り上げて行きたいと考えています。

　また医療・介護関係者の連携強化に向けた取り組みでは、医療・介護職を対象とした研修会を幅広く開催し、

多種職連携の実際と介護職の医療に対する知識の習得を図ってまいります。まずは西伊豆・松崎地区において

西伊豆健育会病院吉田英人先生による、人生の終末期に関する講演を8月25日に開催。河津・東伊豆地区では

9月13日河津町保健福祉センターにて、ヒロ歯科クリニック小池歯科衛生士を講師にお招きし口腔ケア勉強会、

①口腔ケアの基本②スポンジブラシの使い方③認知症の方の食事支援のポイントの講和と実習を行って頂きます。

10月15日には静岡県司法書士会西川先生をお招きし、成年後見制度の利用促進に向けた講演会を予定しています。

　多職種間の情報共有には、効率的かつ効果的なツールを検討。静岡県在宅医療・介護連携情報システム

「シズケア：かけはし」、ＩＤリンクの普及に努めて参ります。すでに河津・東伊豆地区では7月25日にシズケア：

かけはしの概要・操作説明会を開催、20名の参加がありました。下田・南伊豆地区では9月5日に開催されます。

　今後も3地区（下田・南伊豆地区、河津・東伊豆地区、西伊豆・松崎地区）のブロック協議会などを通じて皆様より

ご意見を頂戴し、地域のニーズに沿った事業を展開して参りたいと考えております。具体的な計画が出来きましたら、

皆様にご案内状をお送りさせて頂きますので、一人でも多くの皆様がご参加いただきますようお願い申し上げます。

賀茂地区在宅医療・介護連携推進支援センター 支援センター相談員　木村　健吾

賀茂地区在宅医療・介護連携推進支援センター
平成29年度の事業計画について平成29年度の事業計画について

新任医師ご挨拶

2011年 自治医科大学卒業
2011年 静岡県立総合病院 
            初期臨床研修
2013年 市立島田市民病院 整形外科
2014年 長崎県対馬いづはら病院 
            整形外科
2015年 長崎県対馬病院 整形外科

整形外科 常勤医師
ど　い　　　　けんいちろう

土肥　憲一郎

サッカー・釣り

               今年８月より整形外科へ常勤医として赴任する
こととなりました。当院では整形外科全般の外来入院・手術
を行ってまいります。特に、骨折などの一般外傷や、股関節や
膝関節などの関節外科を専門としております。
　地域住民の方々に寄りそった医療へ尽力できるよう
頑張ろうと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

経　歴

趣　味

2011年 自治医科大学卒業
2011年 静岡県立総合病院
           初期臨床研修
2013年 藤枝市立総合病院
           小児科
2014年 長崎県対馬いづはら病院 
           小児科
2015年 長崎県対馬病院 小児科

食べる事

経　歴

趣　味

自己紹介

小児科 常勤医師
ど　い　　　の ぞ み

土肥　望

　はじめまして。前任地、長崎県の国境の島、対馬
では、周産期から一般小児、健診予防接種など幅広く
みさせていただいておりました。
下田のお子さん、親御さんの力に少しでもなれれば
と思います。よろしくお願いします。

自己紹介
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下田メディカルセンター
〒415-0026　静岡県下田市6丁目4 -10
 TEL.0558-25-2525 FAX.0558-25-5050
http://www.s-m-a.or.jp/shimoda/

みなとクリニック(外来)
　〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊674
　TEL.0558-62-0005

しらはまクリニック(外来)
　〒415-0012 静岡県下田市白浜1528-2
　TEL.0558-27-3700

なぎさ園(介護老人保健施設)
　〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊674
　TEL.0558-62-6800

海老名ケアサポートセンター
(今里クリニック・介護住宅事業所・サービス付高齢者向け住宅)
　〒243-0423
　神奈川県海老名市今里一丁目10番12号
　TEL.046-232-0606

運営施設

発  行

地域医療連携室長 小野寺 晃発行責任者
伊豆急下田駅から徒歩10分圏。路線バスのバス停も
目の前にあり、電車やバスでスムーズに来院いただけ
ます。また、敷地内に300台収容の駐車場を用意して
おります。

ア
ク
セ
ス

　気が付くと日の暮れが早まり、朝晩の空気が涼しく感じる今日この頃です。食欲の秋、読書の秋、スポーツ

の秋などいろんな楽しい秋がまっていますね。どの秋を楽しみますか？

　今回のMCレターでは南伊豆町長よりお言葉を頂いております。今後も地域の期待に応えられるよう、

より一層地域との連携を密にはかり、さらなる発展に努めて行ければと思っております。

石田医院　院長 石田 明彦 先生
い し だ 　  あきひこ

〒410-3624 
賀茂郡松崎町江奈243-3 ☎0558-42-0078

　当院は、父が昭和36年に松崎に開業しま

した。西伊豆町の仁科で医院を営んでいた

母方も含めると約180年の歴史があります。

　私は卒業後、多くの患者さんを診られる

様に大学で外科（消化器、心臓、呼吸器）、

産婦人科を其 1々0年、臨床経験を積み、その

間に大学院で、病理学も学び学位を取得し

ました。約19年前より松崎で診療を行い

ながら、整形外科と内視鏡も大学病院等で

研修を受けています。地域のかかりつけ医として父の遺志を引き継いで訪問診療を含め、

予防接種、乳児健診等、多くの患者さんにより良い医療を提供出来たらと思っています。

また、下田メディカルセンターを始め他の先生方とも連携を取り合いながら適切な医療が

行えるように、努力していきます。今後とも宜しくお願い致します。

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー
○ ○ ○ ー ー ー ー ー
ー ー ー ○ ○ ー ー ー

8:30～12:00
15:00～18:00
14:00～17:00

外科・整形外科・内科・胃腸科・産婦人科・
小児科・予防接種・健康診断

夜間対応:月曜～木曜日　※インフルエンザ予防接種は、電話でも受け付けています。　※薬局：院外処方

診療科目

医療機関ご紹介
地域 の
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