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2022年度を迎えて

Front Line J- 王 Doctor Introduction 
5名の新しい医師が着任しましたのでこ紹介致します。
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コロナウイルス感染症が世界を脅かして3年目をむかえました。今年度、
当院は中部保健所管内コロナウイルス感染症重点医療機関としての重責を
担う事になりました。ワクチンや治療薬も備えられていて、当初のパニッ
ク状態からは落ち羞いてきています。しかし、2月にロシアがウクライナ
に侵攻し、世界の秩序を変えようとしており、核兵器の脅威に対する国際
社会の脆弱さが露呈され、先の見えない暗い影を落としています。コロナ
が脆弱であった医療体制を露呈し、また今回の戦争で世界経済に及ぼす悪
影響が病院にも再びのしかかると考えています。甲賀病院は地域に必要と
されており、この病院にいると安心といわれる患者さんが多数いらっしゃ
います。この病院を存続させるために、自分たちの力で守るために深い決
意をもって、職員の団結で難局を乗り切っていきたいと考えています。今
年度は、外来機能充実のため、第2MRI室を設置し、透析のクリニック
を病院近隣に建築し、会議所や休息所、ロッカ ールー ムなどを増築したい
と考えています。

夢見て行い、 考えて祈る

社会医療法人駿甲会理事長

甲賀美智子

2020年からパンデミックとなった新型コロナ感染症が猛威を振るって、
早いもので2年が経過いたしました。当院は重点医療機関として、2022
年4月時点で、約50人の入院治療、約5万回のワクチン接種、約130人の
抗体療法を行ってきました。これは志太榛原医療圏において有数の実績で
あり、当院1000余名の職員は職種を問わず最前線のエッセンシャルワ ー

カ ーとして、社会的使命を果たしてまいりました。
しかしながら、コロナ感染症との先の見えない戦いは未だに全世界を覆

いつくしています。これに加えて、ウクライナに対するロシアの軍事行動
や、太平洋沿岸に頻発した地震による災害等、我々の生活に暗い影を落と
す出来事が増えております。私は鬱々とした状況において、自身を鼓舞す
るために、心に銘記している言葉があります。それは今回副題に記載した
—夢見て行い、考えて祈る—というものです。これは私の母校である、大阪
大学の入学式における、山村雄一 総長（故人）による祝辞の一節です。

人間は夢見る思いで一生の重大事を決定することが多い、夢見て行い、
考えて祈る。大切なことはこの順序である。祈ることからはじめると科学

的でなくなり、行うことからはじめると現実に流され、考えることからはじめると遂に行動しない恐れがあるか

コミュニティ ー ホスピタル
甲賀病院院長

甲賀啓介

らだ。人間は夢見る思いで一生の重大事を決定することがよい。
今のような時代だからこそ、ささやかなことでも何か夢見てはじめてみてもよいのではないでしょうか。明け

ない夜はなく、夜明けは近いと信じております。この2年間、生活環境が一変して、忍耐と犠牲をしいられてい
る多くの方々には心よりお見舞い申し上げます。この難局を乗り越えていくにあたって、今後とも皆様のこ支援
とこ協力を心より賜りたいと存じます。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

し

腫瘍内科
（医学博士）

河合 貞幸

1専門領域】
1卒業大学】
1学会活動】
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【担当医より】
患者さんががんと診断された後も、 それまでと変わらず自分らしく生活できるよう全力でサポー トいたします。
また、 がんの遺伝に関する相談にも対応いたします。 どんな些細なことでもお気軽にこ相談ください。

脳神経外科
（医学博士）

薮﨑　肇

［担当医より］
これまでの経験を活かし、 地元である志太榛原地域の脳卒中診療に貢献したいと考えております。 頭痛診療の
経験も豊富ですので、 どのようなこともお気軽にこ相談ください。

整形外科

荒木 恵介

［担当医より］
一般整形外科、 外傷治療から始まり、 人工関節では骨盤の再建を伴うものまで、 さまざまな症例を経験してま
いりました。 地域の方々としっかりとコミュニケー ションをとりながら、 最善の治療を提案・提供できるよう
に精進してまいりたいと思います。

整形外科

杉本 秀生

【担当医より1
整形外科医として5月より当院に藩任いたしました。 地域の方一人ひとりに寄り添った治療を心がけています。
気になる部分などありましたらお気軽にこ相談ください。 今後ともよろしくお願いします。

予防医療センタ ー

（医学博士）

畑 裕

固形がんの化学療法（抗がん剤治療）
島根大学 医学部
日本内科学会（総合内科専門医・指導医）
日本臨床腫瘍学会（がん薬物療法専門医・指導医）
日本遺伝性腫瘍学会（遺伝性腫瘍専門医）
日本がん治療認定機構（がん治療認定医）
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
臨床研修指導医 日本人類遺伝学会 日本緩和医療学会

［専門領域】 脳神経外科
［卒業大学】 京都大学 医学部
［学会活動】 日本脳神経外科学会（専門医・指導医）

日本脳神経血管内治療学会（専門医）
日本脳卒中の外科学会（技術認定医）
日本脳卒中学会（専門医）
がん治療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
臨床研修指導医講習会修了 日本脳神経外科コングレス

［専門領域】 整形外科
［卒業大学】 岐阜大学 医学部
［学会活動】 日本整形外科学会（専門医、 認定リウマチ医）

日本人工関節学会
日本股関節学会
日本骨折治療学会
日本リハビリテー ション医学会

［専門領域】 整形外科
［卒業大学】 関西医科大学    医学部
［学会活動】 日本整形外科学会（専門医）

日本医師会（認定産業医）

［専門領域】　一般内科
［卒業大学】　東京大学　医学部
［学会活動】 日本人間ドック学会

日本在宅医療連合学会
日本癌学会 
日本医師会（認定産業医）

【担当医より］
コミュニティ ーの再生は少子高齢化社会の持続維持可能性にとって重要課題です。 その中核となるのは、 現代
においては、 寺社、 教会ではなく、 医療・介護施設・学校と思われます。 コミュニティ ーホスピタルに勤務す
る機会を頂きましたことを、 大変に有難く思っております。 何卒、 よろしくお願いします。

1 I Community hospital 









---[ Community Lounge ]---
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MEDICAL FOOD CENTER Swift Turtle Co．による

現在、MEDICAL FOOD CENTER Swift Turtle Co. 

（以下STCo.） では、 焼津市役所健康福祉部地域包

括ケア推進課 「ほほえみサ ー ビス」事業の一 環と

宅配弁当事業について

して行われている高齢者（主に独居や高齢夫婦のみ

の世帯） 向けお弁当配達サ ー ビス事業の登録認定事

業者として、 焼津市内のこ高齢者世帯からの注文を

受け付け、 平日昼食向けの宅配弁当事業を行ってい

ます。

STCo ．のメニュ ーは当院や駿甲会の老人保健施設、

ケアハウスでも同様に利用しているため、 基礎疾患

が あ る 方 向 け の メ

ニュ ーや、 際下・摂

食に注意が必要な方

向けのキザミ食など、

幅広い状態の方へ対

みんなの図書館「さんかく」
（運営： 一般社団法人トリナス）

住所：〒425-0027 静岡県焼津市栄町3-3-33
HP : https://www.sancacu.com/ 

焼津市商店街の一 角に “市民が つく る公共スペ ー

ス＂をコンセプトに作られた施設図書館「さんかく」

があり ます。「さんかく」という名前の由来は、 こ
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こに来た人みんな

がこの場の主人公

として「参画」す

る場となって欲し

い、街や社会に「参

画 」 す る拠点に

なって欲しいとの

思いからだそ うです。

そんな「さんかく」は3本柱で運営されています。

1つ目は、 誰かと繋が るみんなの図書館「 まちラ

イブラリー」。 会館中であれば、 自由に 本を借りら

れるシステムで、 利用料は無料です。

2つ目は まちの学びを自給自足する「さんかく大

学」。 さんかくを中心に講座の企画を行っています。

最後の3 つ目は、「小さなチャレンジプラッ ト

フォ ー ム」。 一 歩を踏み出 すチャレンジの場として

活用可能な場所を提供しており、 曜日替わりでの

応した食事内容の用意が可能です。

また、 納品のためご自宅へお伺いする際、 こ高齢

者様本人へ手渡しすることで安否確認を行っていま

す。 離れて暮らすこ家族の方にも安心いただける仕

組みとなっています。

利用者からは、 「病院の管理栄養士監修というこ

とでエネルギ ーや塩分、 栄養などの面において配慮

された食事内容なので、 健康的である」 「地元の食

「チャレンジショップスペ ース」を併設 。 ショップ

スペ ースヘの出店希望者は、 無料で出店する代わり

に さんかくでお留守番をしてもら うシステムとなっ

ています。

その他に 「一箱本棚オ ー ナ ー 制度」というシステ

ムがあり、 自分だけの本棚を持つことが出来るオ ー

ナ ー 制度で、 利用期間中であればいつでも自由に 本

の入れ替えが可能です。

運営をしている「一般社団法人トリナス」代表理

事土肥潤也さんは現在27歳。「ここに来た皆さんが、

材で調理されているので、 安心。 とりわけ魚が美味

しい」と好評をいただいています。

※お弁当のこ注文は、 直接STCo ． へこ連絡いただ

くことも可能ですが、 地域の（こ担当）ケアマネー 

ジャ ーを通して、 市役所の助成制度を活用いただ＜

と、 費用負担が軽減される場合があります（一定の 

条件がありますので、 詳しくは市役所へお問合せく

ださい）。

この地域の主人公 として『参画』することが出来る

場所を目指しているので、 是非気軽に 足を運んでみ

て下さい。」と力強く語るその目は焼津市の明るい
“ まちの未来＂を見据え ています。

現在さんかくでは約3,000冊の本が並ぶ立派な図

書館に なっていますが、 完全自主運営型の私設図書

館なので、 理念や活動に共感してくれる方からの寄

贈を受け付け ています。

焼津市から生まれた施設図書館「さんかく」。 一

度足を運んでみ てはいかがでしょうか 。
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