地域とつながる、つなげる、安心で安全な医療と介護の世界。
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表紙写真／第2血管造影撮影検査室

Front L i ne

Do c t o r I n f o r ma t io n
４月より３名の新しい医師が着任しましたのでご紹介致します。

２０２１年を迎えて
ようやくワクチン接種が始まり、法人の職員並びに75歳以上

の患者さんすべてに、2回目のワクチン接種を終えました。コロ

動脈硬化や不整脈は加齢や高血圧などの生活習慣病にも密接に関わっ

ナ感染症発生以来、甲賀病院は発熱外来を継続し、多数のコロナ

ており、誰もが発病する可能性のある病気です。血管のカテーテル治療

ウイルスのＰＣＲ検査を施行し、病院並びに関連施設内に一人の

は今では一般的になり、さらに近年はさまざまな不整脈にもアブレー

患者も出しませんでした。このことは、職員のモラル、自己管理、

ション治療(心筋焼灼術)といった先進医療で治せる時代になりました。

施設内清潔保持の努力が実ったということで、法人の歴史に残る

低侵襲な治療ですので年齢を問わず、また入院も短期間です。

誇るべきことであると思います。現在も焼津市で最も多く市民へ

当院でも市民の皆さんに最適な医療を提供できるよう最新設備を導入

のワクチン接種をおこなっており、土曜日、日曜日にも出勤を続

し治療を行っております。不整脈や血管の動脈硬化でお悩みの方、どう

ける職員の使命感の強さに感動し、感謝しています。パンデミッ
クな感染が収まらない中、まもなくオリンピックが開催されよう

ぞお気軽にご相談ください。

循環器内科

としています。開催国の最も大きな責任は、オリンピックによっ

猪 原

てウイルスの感染をさらに広げない事だと思います。仮に感染を

実

拡大させるようなことがあれば、オリンピック開催を強行したこ
との汚名を着ることになると思います。決してそのようなことに
ならないよう、医療従事者としての責任を職員一同結束して果た
していきたいと思います。

社会医療法人 駿甲会 理事長

甲賀 美智子

４月に消化器外科に赴任しました。主に消化器疾患の腹腔鏡手術が専
門になります。
腹腔鏡手術はこの10年で急速に普及し、胃癌・大腸癌などの悪性疾
患はもちろん、胆嚢結石、虫垂炎、腸閉塞、鼠経ヘルニア、腹壁瘢痕ヘ

新年度を迎えるにあたって

ルニアなどさまざまな疾患でおこなわれるようになりました。当院でも
これらの疾患に対し原則腹腔鏡手術でおこなっています。
高齢化が進み手術を躊躇される患者さまも多いと思いますが、当院で
は循環器内科やリハビリ科などと連携をとりながら安心して手術を受け

昨年は、中国武漢から発生した新型コロナウイルスがまたたく

間に世界中に拡大し、これまで経験したことのない流行となった

ていただく事が可能です。手術について説明を聞きたいなど、何でもお

年でした。日本のみならず、世界を取り巻く経済環境も大きな打

気軽にご相談ください。

撃を受け、様々な業種において業績が悪化しました。医療・介護

消化器外科

松本

哲平

事業においても例外ではなく、多くの施設が苦難の道を歩んでい
る状況です。

現場におきましては、患者さんとそのご家族、関係各所、職員

の皆さんに業務形態の大きな変更を行い、ご苦労をお掛け致しま

４月より麻酔科に赴任しました。

した。皆さんの多大なる協力を得ることができ、院内感染を防ぐ

これまで名古屋近隣の市民病院や大学病院などで、最先端の手術麻酔を担当し

ことが出来ましたことに、この場をお借りして心から御礼を申し

てきました。当院ではそれほどの大きな手術は行ってはおりませんが、これまで

上げます。未だ終息が見えない中ではありますが、基本に忠実に

の経験で得た知見を活用し、安全かつ術後疼痛の少ない麻酔管理を行っていきた

標準感染予防策を徹底し、入院されている方々に感染が広がるこ

いと思っております。

とがないように努めて参ります。

ポストコロナの世界は感染拡大前の世界と比較し全く違う世界

に変容し、今までの常識が非常識となるだろうと言われています。
今後の医療のありかたについても、大きな転換期となっていくも

のと予想されます。変化を厭わず、しなやかに対応することで、
今後も地域の医療を守っていく決意でございます。今後とも宜し
くお願い申し上げます。
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Community hospital

また私個人としてはペインクリニックにも携わってきており、当院でも外来を

コミュニティーホスピタル甲賀病院

もたせていただきます。難治性の慢性疼痛などに対する治療も経験しており地域

院長

の皆様方がこれまでどこにかかればよいかわからなかったような疾患でも対応で

甲賀 啓介

きると思います。
是非気軽に受診していただけたらと思います。

麻酔科

木村

怜史

よろしくお願いいたします。

Community hospital
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Spec

i a l I s s u e 01

第２血管造影撮影検査室 完成
昨年11月より工事をしていた「第２血管造影撮影検査室（A棟２階）」が完成し、今年
４月よりアブレーション手術など様々な手術を行っています。
この第2血管造影撮影検査室は、PHILIPS社製「Azurion7B20」を導入し、明瞭な描出
および高精度なナビゲーションの実現や心臓領域や血管領域のインターベーションのサ
ポートなど、医療スタッフと患者さん双方に配慮された設計となっています。
その他にもレイアウトとポジショニングがより柔軟になり、手術室のパフォーマンスの
更なる向上が見込まれます。
当院ではこれまで血管造影撮影検査室１部屋で対応していましたが、今後は並列での施
術が可能となり、患者さんにとっての利便性も増しました。
今後も引き続き皆さんにより質の高い医療が提供できるよう、職員一同研鑽を重ね日々
の業務に取り組んでまいります。
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Spec

i a l I s s u e 02

救急救命士

増員

＼ 救急救命士

紹介 ／

甲賀病院救急搬送室は、４月より新たに６名の救命士
を採用し８名体制の運用となりました。それに伴い、名
称を救急救命士科へと改称し、病院における搬送外の
様々な業務での救命士の活用を目指しています。
当院の救急救命士科では現在２台の救急車を運用して
おり、電話１本で患者さんのご自宅や入居施設などへお
迎えに伺っています。
当院の救急車は消防の救急車と比較し、以下の特徴が
あります。

救急救命士科

伊藤

主任

康太郎

当院は現在8名の救急救命士で業務をしています。24時
間365日救急対応という病院体制のもと、休日・夜間も患
者様の搬送、救急外来患者の対応、病院への電話受診相談、
院内患者の急変対応など様々な業務を行っています。
また７月には新しい救急車を導入し、救急業務の充実化

特徴１

サイレンを鳴らさない

を図ります。

当院の救急車はサイレンを鳴らさずにご自宅まで伺います。そのため、夜間などサ
イレンを鳴らすのが近隣の方に迷惑になる時間であっても静かに伺うことが出来ます。
もちろん赤色灯も付けませんので、近隣の方への迷惑や救急車を呼ぶことに抵抗を
感じる方であっても、気軽に呼ぶ事ができます。

特徴２

救急救命士科

杉﨑

車椅子への対応が可能

あり、ご自宅で動けなくなっても家族だけでは病院
へ連れて行けないという方も増えています。そうし
た場合、当院の救急車を一選択肢としてご検討いた
だければと思います。何かありましたらいつでもお

※車椅子をご希望の場合、ストレッチャーを降ろしてお迎えに伺うため、ストレッチャーで
の対応が出来なくなります

病院へすぐに出発

消防の救急車はご自宅には早く到着しますが、患者さんの状態を確認してから病院を決め
る為、どうしてもご自宅で滞在する時間が長くなります。当院の救急車は事前に当院で受入
の準備を整えてから伺うため、ご自宅での滞在時間が短くなります。
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徹

4月より新たに6名の救命士が入職し、現在救命
士科は8名体制となりました。近年の少子高齢化も

電話で事前にお伝えいただければ、車椅子に対応出来る状態でお迎え
に伺います。

特徴３

副主任

電話ください。

救急車は24時間365日いつでも
ご自宅に伺います。

何かありましたらいつでもご相談下さい。

Community hospital

6

Inf or m a ti on

当院名誉院長 が

メディアに取り上げていただきました
新 聞掲載

「 春の叙勲 瑞宝小綬章」を 受章

毎日新聞（令和３年１月12日発行）
本当に危険な重症者を運ぶために、私用目的（病院にいくのにタクシー代がかか

るから呼んだ等）不適正な救急車使用を控えるようお願いしていますが、中には痛
みを我慢してあえて「119番」をしない重症患者さんもおられま

す。一方で、患者さん本人やまたご家族が軽症か重症かの判断が
難しい場合がありますので、迷った際には当院の病院救急車をご
活用いただくよう呼びかけました。

お問合わせ先

（甲賀病院

令和3年4月29日（木）
、政府より2021年春の叙勲受章者が発表され、当院甲賀 新名誉院長が、瑞宝
小綬章（保健衛生功労）を受章しました。
叙勲、勲章は、天皇の国事行為により国から認められた人にのみ与えられる稀少で栄誉あるもので、
瑞宝章とは、公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方に贈られます。
瑞宝小綬章とは瑞宝章の６つの中の１つで、主に公共的な職務の複雑度、困難度、責任の程度など
を評価し、重要と認められる職務をはたした方に対し授与されるもので、今回甲賀名誉院長は長年の

直通ダイヤル）

☎ 090-2135-9990

TV 放 送
静岡朝日テレビ（とびっきり！しずおか

（静岡新聞 令和3年4月29日発行）

病院救急車

令和3年2月1日／ 2月5日放送）

国や都道府県が医療機関に感染者の受け入れを勧告できるとする感染症法改正案が

閣議決定され、医療関係者からは戸惑いの声もあがっていました。当院では民間病院

が抱える「経営的な問題」
・
「医療機関の構造的な問題」
、当院の新型コロナウイルス
感染症に対する取り組みなどについて番組内でお話しました。

また当院が導入した病院救急車の目的や運用体制、今後の課題などについて、当法人甲賀美

智子理事長と当院甲賀啓介院長がお話をさせて頂きました。

撮影当日は取材クルーが実際の救急搬送に同行し、現場の実状を報道して頂きました。

地域への保健衛生功労が認められての受章となりました。
甲賀名誉院長は、今後も引き続き地域の皆さんの健康を守る為に尽力して参ります。

雑 誌 掲載

週刊文春（令和３年１月28日号）

病院救急車の導入により医療崩壊の現状

当法人 甲賀美智子理事長が

『公益社団法人 全日本病院協会』
の理事に着任しました。
全日本病院協会は日本全国の病院の約４分の１（現在約2,500病院）
が加入しており、少子化、高齢化、格差社会などの変革の中で国民に

を変え得る２つのメリット（出動数が増加

TV 放 送
静岡第一テレビ（news every しずおか

令和3年6月1日放送）

静岡第一テレビで放送している「news everyしずおか」
（月〜金

傾向にある救急医療を担うこと、救急救命

18：15 〜 19：00）の番組内で、当法人「メディカルフードセンター
STCO」の特集が組まれ、甲賀理事長が取材を受けました。

いて掲載されました。

という視点で、衛生リスクの低減化やコスト管理を目的に立ち上

士の活用による医療の人手不足解消）につ

今回の特集では、「医療機関が取り組む新たなビジネスモデル」

がった院外給食システムを新たなビジネスモデルとして紹介してお

り、院外給食システムの導入を決めたキッカケや導入による変化、
また新たなビジネスモデルとしての今後の展開などについても説明
をしました。

とって必要な医療の提供、質の向上を目指している団体です。
今回55名の理事のうち甲賀理事長を含めた11名が新たに理事に任命
され、任期は２年間となっています。
またこの全日本病院協会では年に１回「全日本病院学会」を開催し
ており、来年は静岡大会の開催を控えて大きな期待が膨らんでいます。
甲賀理事長は全日本病院協会理事として、国民の為の医療の質向上
に尽力致します。
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予 約
方 法

Commu ni ty L oung e
進む 新型コロナワクチン接種
感染管理認定看護師

4月22日、焼津市における高齢者新型コロナワクチン接

種が、当法人介護老人保健施設「コミュニティーケア大井
川」入所者からスタートしました。

5月に入り、コミュニティーケア大井川、コミュニティー

ケア高草、コミュニティーケアケア吉田（介護老人保健施
設）
、グループホーム実夢大覚寺・青木・静波（認 知症対
応型共同生活介護施設）など関連施設を訪問し、高齢入
所者と施設職員へのワクチン接種が本格的に開始となりま
した。
当院の予防医療センターでは、5月18日より一般85歳以

上の高齢者のワクチン接種を開始し、6月6日現在2,074名
（老健施設含む）の高齢者に1回目のワクチン接種を実施
しました。医療従事者はすでに2回のワクチン接種が終了

しています。

温故
地新

電話：054-628-5500（代表）

市のワクチン予約センターを通じて予約

焼津市ワクチンコールセンター電話：050-5491-1249

れ＊
＊接種の流
帯金

里美

皆さんが心配しているアナフィラキシー（強いアレル
ギー反応）は、4,101人実施した中で1件も発生していませ
ん。アナフィラキシーは治療ができますので、アナフィラ
キシー反応があった場合にすぐに対応できるよう、医師と
看護師、救急救命士（救急車）の配備をしています。また
更衣や移動時のサポートのためにリハビリ職員も配備して
おり、安全にワクチン接種ができる体制が整っています。
当院では、市民の皆様ができるだ
け早くワクチン接種ができるよう
に焼津市と連携して接種を進めて
います。接種対象の皆さんは、当院
か焼津市ワクチンコールセンター
より予約をお願い致します。

風の子の家
住所：〒421-1132 藤枝市岡部町三輪1301-13
電話：054-667-3453
ブログ（風の子の家 体験記）
：https://ameblo.jp/yama-831/

ましたが、2011年に発生した東日本大震災をきっか
けに、津波対策を考慮し約８年前に現在の場所に移動
しました。

また2019年10月の保育・幼児教育無償化制度に伴

い、
「風の子の家（株）
」を設立。現在藤枝市より小規
模保育事業所の認可を得て運営
しています。

受け入れられる保育人数は

12名 で、 対 象 年 齢 は0～2歳 ま
でとなっています。

こちらの施設では、
「1. 生き

る力」
、
「2. 自然から学ぶ力」、
「3.

Community hospital

病院医事課（ワクチン予約係）へ電話予約

■他院がかかりつけ医の場合

①受付

②医師の問診

（体温チェック・予診票確認など）

筋肉痛
37.9%

痛み

五感で感じ取る力」、「4. 命を感じ取る力」、「5. 失敗

から学ぶ力」を子ども達に学ばせることで、身体だけ

でなく心も逞しい人間に育って欲しいと願っており、

『食育農業体験で育む保育』をモットーとして、子ど
も達に五感をつかった体験と自ら収穫した季節の穀物
や野菜等を食べる食育も行っています。

その一環として、近隣の方から施設のすぐ近くの水

田を借りて米作りを行って

います（6月田植え～ 10月
収穫）
。子ども達は泥だら

けになりながら、田おこし
から田植え、案山子つくり
や稲刈りなど楽しんで米作

関節痛
23.7%

84.3%

寒気

腫れ

32.4%

10.6%

ワクチン接種後に
予想される副反応

頭痛

55.1%

③ワクチン接種

疲労 62.9%

下痢

15.5%

発熱 14.8%

出典：海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験（C4591001試験）及び国内第Ⅰ/Ⅱ相試験
（C4591005試験）

④接種後待機（20〜30分程度）

風の子の家は、以前は石津（焼津市）で運営してい
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■甲賀病院がかかりつけ医の場合

りに取り組んでいます。収穫後は、稲穂から籾を分離

ともあると言います。

づくり」など伝承の技術を学んだりもしています。

体験・食農体験が出来る保育施設として「五感で感じ

な成長の姿に、保育士の先生方も改めて驚かされるこ

と思います。

する「脱穀」や「もみすり」を体験し、その他「こも
米作りの一年の流れの中で目にする子ども達の大き

これからの日本を担う子ども達の成長の為に、農業

る里山保育」を地域ぐるみで継続していって頂きたい

食育農業体験ではぐくむ保育
田植え、沢遊び、ヤマメ食、田植え（泥んこ天国）、こもづくり、鏡餅つくりなど、五感をつかった体験をし、食育教
育から学ぶ

1. 生きる力

2. 自然から学ぶ力

遊び・育て・食の原体験から生きる力を学び取る。

自然の現象を受け入れ、感性を育て、豊かな心を育む。

3. 五感で感じ取る力	原体験の積み重ねをすることで、身体で感じ取る力を育
て、心に共鳴し、心身のバランスの良い成長を育む。

4. 命を感じ取る力	農業・飼育体験を自然の営みの中で自ら関わり育てて、
ともに育ち合い命の愛おしさを理解する。

5. 失敗から学ぶ力	体験の積み重ねの中の小さな失敗から、危機管理能力を
身につける。

Community hospital
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藤枝駅前クリニック

２階

/診/療/科/

▪内科・専門外来（循環器・消化器・糖尿病・腎臓・神経・ 血液・睡眠時無呼吸症候群）
▪整形外科
▪ペインクリニック ▪耳鼻咽喉科 ▪眼科 ▪リハビリテーション
オンライン診療可
▪健診 ▪予防接種 ▪訪問診療
/診/療/時/間/

9：00〜12：00 14：00〜20：00
▪住所：藤枝市駅前1丁目8番3号

/休/診/日/

日曜日・祝日・土曜日午後

※内科以外は17：00まで

藤枝ミキネ2階

※藤枝駅北口から徒歩1分
※お車でお越しの方は藤枝市営駐車場をご利用下さい（無料チケットをお渡しします）。

▪電話：054-645-5545

診療科
整形
外科

9：00〜12：00
14：00〜17：00
9：00〜12：00

内科

14：00〜17：00

ペイン
クリニック
内科

17：00〜20：00
9：00〜12：00
14：00〜17：00
9：00〜12：00
14：00〜17：00

耳鼻
咽喉科
眼科

▪ＨＰ：https://fujiedaekimae-clinic.jp

月
山崎
山崎

/診/療/担/当/医/表/
火

水

山崎

山崎

山崎

山崎

循環器内科・一般内科 循環器内科・一般内科

八木

八木

循環器内科・一般内科 循環器内科・一般内科

一般内科

石井

血液内科・一般内科

八木

八木

一般内科 石井

一般内科 石井

ー
ー

ー
ー

鈴宮
ー
富江

保﨑

西村

保﨑

9：00〜12：00

第2・4 小橋

14：00〜17：00

第1 澤井
第2・4 小橋

第1・3・5 上田
第2・4 小橋
第1・3・5 上田
第2・4 小橋

鈴宮

血液内科・一般内科

2021年7月現在

木

第1 杉本
第2・3・4・5 山崎
第1・3・5 杉本
第2・4 山崎
一般内科

石井

腎臓内科・一般内科

籾田

一般内科 石井
ー
富江
ー
ー

金

土

山崎

関東労災病院

第1・3・4・5 山崎
第2 杉本
一般内科

岡村

一般内科

岡村

消化器・糖尿病・一般内科

甲賀

消化器・糖尿病・一般内科

甲賀
ー
ー

西村

ー
神経内科・一般内科

北村
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

※眼科

社会医療法人 駿甲会

第1・3・5週火曜日は10：00診察開始となります。

