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小児科

田中　健
た な か    　  たけし

　はじめまして。2019年3月から小児科に常勤医として赴任した、田中健(たなか 

たけし)と申します。

 経歴は2009年日本医科大学を卒業し、現在、透析中止で注目されている、公立福生

病院で2年間の臨床研修を積みました。臨床研修後は、市中の地域周産期母子医療センターや重症心身障害

児者施設を併設した2次救急病院などで学んできました。主に救急畑を歩んできて、多いときには1ヶ月に6回の

当直をこなしていたときもありました。そのなかで、腸重積など見逃してはいけない疾患や、予後不良な疾患と

も多く向かい合い、時には重症心身障害児者の親御さんと納得のいくまで話し合った経験も致しました。また、

それとともに外来も定期的に行なっており、直来の患者さんとともに、多くの紹介の患者さんの診療にも携わり

ました。

　このたび縁がありまして下田メディカルセンターの小児科に常勤医として赴任することになりました。当院では

日中の業務をメインに行いますが、土曜日午前の診察も再開いたしました。また月2回の小児科医としての当直

も致します。

　新参者ではございますが、今後は先生方とともに賀茂地区の医療に貢献していきたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

10年ひと昔・・・

医療法人社団 静岡メディカルアライアンス 理事長　杉原 弘晃

　今から10年前、賀茂医療圏１市5町の6名の首長の皆様が神奈川県海老名市

をお尋ねになられ、地域医療を守るため病院を是非継承して欲しいとの依頼を

受けました。その難題を医療人としての気概でお引き受けして以来、共立湊病院

で１年１カ月、下田メディカルセンターで7年の合計8年余りが経過いたしました。

「10年ひと昔」と申しますが、本当にあっと言う間の年月でした。

　振り返りますと、共立湊病院継承時には、準備期間がないまま医師確保が困難を

極め、常勤医師わずか3名のスタートとなり、地域の期待を大きく裏切ることとなり

ました。

　あれから8年が経過し、現在では、常勤医師数も静岡県からの派遣医師を含め

14名まで増員され、1日平均入院患者数84.6名、1日平均外来患者数232.7名、

救急車搬入台数1291台(いずれも平成30年度実績)と増え、まだまだ十分ではありませんが、徐々に地域

の期待に沿えるようになって参りました。

　しかしながら、この間、圏内では、県南病院が閉院、伊豆今井浜病院が160床から100床に減床、診療所も

4カ所が閉院となりました。残念ながら、地域の医療資源は医師の高齢化や人口減少等により徐々に乏しく

なってきているのが現状です。

　そのため、弊法人が果たすべき役割は年々重要度が高まっていることを任じ、さらなる医療資源確保を図り

つつ、地域包括ケアシステムの一翼を担うべく努力して参る所存です。

　最後になりますが、これまでの皆様のご厚情に感謝しつつ、今後とも下田メディカルセンターにご指導を

賜りつつ、ご支援頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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在籍した17年間は、冬季半年北海道の根室で内科医師をしていま
した。都市部の環境汚染・ネオンはどうしても好きになれません。
下田メディカルセンターで少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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　　　　　2019年4月1日より下田メディカルセンター整形外科で勤務し
ます。2年前にも内科・整形外科でお世話になりました。下田の医療に貢献で
きるよう精一杯がんばります。外傷・手の外科・人工関節を主に行っていきた
いですが、それ以外の疾患も対応していきますのでよろしくお願いします。
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　賀茂地区（1市5町）では人口の減少が著しく、2025年の推計では高齢化率が45％を超え、全県下

では30年先行した高齢化が進んでいます。特に後期高齢者人口は2025年まで増加を辿り、要介護

認定者数も2019年度以降に大幅な増加が見込まれる中、訪問診療・訪問看護といった在宅を支える

医療資源不足は深刻な状況となっています。この現状を鑑み下田メディカルセンターでは畑田病院長

より指示を受け「賀茂地区在宅医療ネットワーク」（以下ネットワーク）を立ち上げました。
これは、医療介護を必要とする住民の方々が住み慣れたこの地域で安心して生活が送れるよう、

患者様の急変時や訪問診療医の不在時の対応等を担い診療所医師の後方支援として医師の

負担軽減を図ると共に、より効率的で効果的な在宅医療・介護の推進と連携の構築を支援することを目的としたネットワークです。

　具体的には、訪問診療を受けている患者様で急変の恐れがある、または終末期の方を対象に、かかりつけ医が患者様・ご家族様

に説明・同意の上（個人情報使用同意書）、賀茂地区在宅医療ネットワーク登録カード（今後の治療方針、ご本人・ご家族の希望

が記載）を記載し、診療情報提供書と併せ当院地域医療連携室にＦＡＸ送信し登録を行います。実際にその必要が生じた時は、

診療所医師が地域医療連携室（時間外は外来担当看護師）に電話連絡を行い、当院では登録カードの内容を確認の上、

診察・治療・入院、死亡時の診断等の対応を行います。

　現在はテストケースとして、在宅医療介護連携推進協議会にご参加頂いております2診療所とネットワークを構築し、2019年

1月1日から運用を開始。登録者は3月末時点で8名となっております。運営が開始されたばかりで実際に症例はないものの、患者

様・ご家族様にとって入院施設のある下田ＭＣと連携していることは、在宅療養に踏み出す上で安心感に繋がり、訪問診療を行う

医師、訪問看護師にとっては業務・精神的な負担軽減と引き受けやすい体制が整い、診療所医師から強い期待を寄せられています。

　患者様・ご家族様の意向に沿った在宅医療介護の推進を図る上でＡＣＰを踏まえた支援が重要であり、その過程において関係

職種の連密な情報共有と連携のツールとして、このネットワークが果たす役割は大きいものと考えています。今後は運営に伴う問点

や改良点を検討の上ネットワークの和を広げ、この地域の皆様がより充実した人生の終末期が送れるよう努めて参ります。

賀茂地区在宅医療ネットワークの設立について

地域医療連携室  木村  健吾

2016年  自治医科大学卒業
2016年  静岡県立総合病院
　　　　 初期研修
2018年  伊豆今井浜病院 内科

カラオケ・ドラムを叩く事

　　　　　 初めまして、医師４年目の中村圭吾と申します。
将来は神経内科志望ですが、まずは総合的に見る内科医を目指して頑
張っていこうと思っておりますので宜しくお願い致します。

1983年 東京大学医学部医学科卒業
1983年 東京大学医学部付属病院 研修医
1984年 焼津市立病院 外科医員　
1991年 キッコーマン総合病院 外科医員
1992年 フランス政府給費留学生キュリー研究所
1994年 東京大学医学部付属病院　第一外科医員
1995年 東京逓信病院　外科医員
2017年 化学療法センター長

　　　　　消化器外科(上部)、乳腺外科をやってきました。伊豆の伊浜の小屋
に月2回程度通っており、この病院の前をよく通っていたのでとても親近感が
ありました。お世話になった医局の先輩がこちらに勤務されたご縁でここに赴任
する事になりました。伊豆、下田、大好き人間ですので宜しくお願い致します。
温泉も大好きで近隣旅館の露天風呂に感動しました。焼津市立病院にも2年半
程度勤務した事があり、港町が好きです。宜しくお願い致します。

　　　　マリンスポーツ・
登山・エレキギター
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 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
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地域医療連携室長 吉野 清志発行責任者
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
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　日頃より、皆様のご支援、ご協力、感謝致します。毎号皆様に最新情報等を掲載できる様に心がけていますが、
ご期待に添える記事になっているのか少々不安な面もあります。
　今回は、新しく入職された先生方紹介・近隣医師紹介コーナーがみどころとなります。皆様に楽しんでいただ
けるよう、本年度も頑張りますので、宜しくお願い申し上げます。

臼井医院　 院長  臼井 文男 先生
う す い 　   ふ み お

〒415-0022
静岡県下田市二丁目3-27 ☎0558-22-1221

診療時 間 月 火 水 木 金 土 日 祝
　9:30～11:30
13:30～16:30

● ● ー ● ● ● ー ー
● ● ー ● ● ー ー ー

産婦人科・内科・小児科

※妊婦健診は予約制です。

診療科目

医療機関ご紹介
地域 の

　平成10年父親が倒れ実家に戻り、それから約20年、

地域の産科医療の現場はずいぶん変わりました。小学生の

頃は下田でも産科施設が5件ほどあったと記憶しています。

　今では賀茂郡で当院1件になってしまいました。平成

15年当時下田市、賀茂郡の分娩数は約500件前後、平成

29年では約250件と少子化が急速に進み、少子高齢化を

深刻に実感しています。戻ってきた当時は、昭和2年生まれ

の母がまだ現役の助産師として頑張っていました。一度

お産が終わった後に「あなたはお産が好きか？」と質問したことがあります。母は「私はお産が好きだ

よ。」とすぐに返事が返ってきました。お産が終わり家族の方が喜んでいる姿を見るのは嬉しいですが、

自分は無事に終わってよかったと安堵の気持ちの方が強いと思います。お産を続けていて良かったと

感じる時は、父母のもとでお産した人の娘さん、息子さんたちがお産にくる時です。「この子はお母さん

に取り上げてもらいました。」、「自分もここで生まれました。」そういう話から始まり母と産婦さんの

家族との昔話が聞こえてくると気持ちが和みました。

　少子化の時代この地域の産科医療は厳しい状況にあります。平成から令和に変わりますが、今後とも

メディカルセンターの先生、職員の方々と連携を密にし、微力ながら地域の産科医療に貢献させていただ

ければと思います。
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