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「平成」から「令和」へ
〜新しい時代の幕開け〜

▲元気な産声とともに百花ちゃん誕生

平成から令和へ、新しい時代が始まりました。当院では、令和元年５月１日（水）大安に、当院第１号
となる令和ベビーが誕生しました。赤ちゃんは高科絵美さん、健一さん夫婦の第１子となる長女・百花(も
もか)ちゃんです。ご両親は百花ちゃんの名前に、「健康で強くまっすぐな女の子」に育ってほしいという
願いを込められたそうです。
百花ちゃんのご誕生を病院スタッフ一同心からお祝い申し上げます。
新しい時代の幕開けです。当院も開院６年が経ち新たな目標を掲げ、より一層中東遠地域の皆さまのお
役に立てるよう邁進してまいります！
病院だより
「きんもくせい」は、中東遠総合医療センター、掛川・袋井両市役所及び一部の市内公共施設にて無料で配布しております。

ホームページ https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/
過去の病院だよりをホームページでご覧いただけます。 中東遠

検索

スマートフォン・タブレットからアクセスする際にはQRコードをご利用ください

〒436-8555
掛川市菖蒲ヶ池1番地の1

TEL

0537-21-5555

新規採用研修医

2019年度

今年度、当院に入職した
研修医17名をご紹介します

医師が少ない静岡県にとって、多くの医学生から臨床研修病院
として選ばれることは、
「地域医療を支える優秀な医師を育成」す
るためにとても重要です。当院は、医学生が研修先の病院を選ぶ
昨年度の「マッチング」において県内の公立病院（大学病院を除
く）の中で、希望者が最多（１位）であることが判明しました。
地域医療に貢献するため、今後も目標である「日本トップクラス
の臨床研修病院」を目指し、職員一丸となって熱意を持って「教
育」の充実を図っていきます！

岩本

優輝

いわもと

ゆうき

※写真後列左から

この地域の人達の運転マナーやモラルの高さに感動し、都
会には薄れてきている人の温かさを感じました。そんな掛
川・袋井の医療を支える一員として、力を尽くしますので
よろしくお願いいたします。

守田

裕啓

もりた

ゆうけい

浜松市出身です、東京都の昭和大学を卒業して静岡県に
戻ってきました。地域の医療に貢献できるよう精一杯頑張
りますのでよろしくお願いいたします。

三科

貴

みしな

怜史

かねこ

さとし

このような恵まれた環境で研修を受けられることに大変感
謝しております。初心を忘れずに常に患者さまに誠意を
もって接していこうと思います。よろしくお願いいたしま
す。

高木

啓伍

たかぎ

けいご

浜松医科大学出身です。１年という短い期間ではあります
が、中東遠地域の皆さまのお力になれるよう、精一杯頑張
りたいと思います。よろしくお願いいたします。

宇佐美

逸人

うさみ

はやと

鹿児島大学を卒業いたしました。出身は浜松でこの地域に
住むのは初めてです。中学から吹奏楽をしております。未
熟者ではありますが、日々貪欲に勉強していきたいと思い
ます。

村田

一真

むらた

かずま

袋井市出身で、浜松医科大学を卒業し当院で研修医として
働かせていただくことになりました。地域の皆さまに貢献
できるよう、精一杯努力してまいります。よろしくお願い
いたします。

松永

悠

まつなが

ゆう

大学６年間は雄大な自然に憧れ北海道で過ごしましたが、
地元で医療に貢献したいという思いから静岡に戻ってきま
した。感謝の気持ちを忘れず、温かく穏やかに接する医師
を目指して頑張りたいと思います。

市橋

昴樹

いちはし

恵佳

こうき

研修期間中では様々なことに挑戦して、先生方や患者さま
から、より多くのことを学ぼうと思っております。至らな
い点が多く、皆さまにご迷惑をかけることがあるかもしれ
ませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

にし

けいか

※写真前列左から

出身大学は浜松医科大学で、大学では弓道をしていました。
皆さまのお力に少しでもなれるよう誠心誠意尽力いたしま
すので、何卒よろしくお願い申し上げます。

是永

たかし

大学は６年間東京の方にいましたが、「やっぱり働くなら
静岡がいい！」と思い、地元静岡に帰って来ました。静岡
の人たちの心の温かさに触れながら、頑張ってまいります。
よろしくお願いいたします。

金子

西

真甫

これなが

まほ

静岡市出身で浜松医科大学を卒業いたしました。生まれ
育った静岡県の医療に貢献できるよう日々の研修に励んで
まいります。皆さまの健康の一助となれるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。

須長

久美子

すなが

くみこ

浜松医科大学からきました。１つ１つ自分のできることを
増やしていきます。この地域に住むのははじめてですが、
昔ながらの中華料理やさんなどがたくさんあって楽しく開
拓しているところです！

内田

直樹

うちだ

なおき

掛川はお茶が非常に有名でこれからたくさん飲むことがで
きると思うとすごくわくわくしています。よろしくお願い
いたします。

大野

航

おおの

わたる

浜松医科大学出身です。地元は静岡県伊東市という海の綺
麗なところで育ちました。緑豊かなこの地域で働くことが
でき、とても嬉しい気持ちです。精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

柳瀬

佑馬

やなせ

ゆうま

菊川市出身で、浜松医科大学を卒業しました。生まれ育っ
たこの地域に恩返しをするため精一杯頑張るのでよろしく
お願いいたします。

久綱

雅也

くつな

まさや

三重県出身で、浜松医科大学を卒業しました。こちらへ来
て慣れないことも多々ありますが、地域の皆さまのお役に
立てるよう誠心誠意努力いたしますので、よろしくお願い
いたします。

金子

順哉

かねこ

じゅんや

藤枝市出身で、朝日大学を卒業し、歯科研修医として静岡
に帰ってきました。高校卒業後、２年間、酪農の勉強をし
てきました。農地についても少しならわかるので、話しか
けていただけたら嬉しいです。
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歯科口腔外科
歯科口腔外科診療部長

元気に活躍する高齢者を目指して
〜オーラルフレイル(口腔機能の衰え)を予防する〜

ふう

さい せ い

夫 才成 医師

「一億総活躍社会」
を実現するために、社会の
「支え手」
として
高齢者の役割を問い直すことが求められています。真の健康長
寿のためには、栄養・運動・社会参加の３つの柱が重要で、口腔
機能はこの
「栄養」
を支える重要な機能と考えられてきました。
しかしながら
「口腔機能の衰えは、栄養の低下だけでなく社
会性の低下にもつながる」
（東京大学 飯島勝矢教授）
と警鐘が
鳴らされています。同氏の研究によると、オーラルフレイルを有
する高齢者群では、
「 口の中の調子が悪いせいで、人と上手く
喋れない、人との関わりを控える、人目を気にする」
と回答した
方が有意に多く、要介護の新規認定が2.35倍、総死亡リスクが
▲後列右から2番目が夫医師
2.09倍となることが示されました。
このように口腔機能は健康長寿に不可欠な３つの柱のうち、
「栄養」
だけでなく
「社会参加」
にとっても非常に重
要な機能となります。歯の欠損範囲が増えることは
「口腔機能の衰え」
に直結するため、まずは歯の喪失を防ぎ、
もし歯が欠損してしまった場合は、残った歯への負担をできるだけ減らすことが重要です。
当科では、できるだけ
「保存困難な歯を残す」
ため①感染した歯の歯根部分切除、②歯根破折した歯の接着再
植、および
「残存歯に負担をかけない歯をつくる」
ため③親知らずの移植、④インプラント治療の4つを
「重要課
題」
として取り組んでいます。
この４月からは歯科用CTを導入し、普通のレントゲンでは観察できない歯の内部構造を評価できるようになり、
より高い精度で
「保存困難な歯を残す」
治療を行うことが可能となりました。また当科は口腔外科とインプラント
の双方の専門医資格を持つ歯科医師が勤務する県内でも数少ない施設となります。
地域の歯科医院と連携し、市民の皆さまの口腔機能を高いレベルで維持することで、高齢者の方が元気に活
躍できる地域社会の実現に努めてまいりたいと思います。

・・・・・・

看護のちから
安全で安心した入院生活に向けて

当院は、昨年 12 月から新たな取り組みとして「入院前支援」を開始しました。
入院前支援とは、入院を予定している患者さまが安心して入院生活を送れるように、専門の看護師が面談す
ることです。面談はご本人のみならず、ご家族も一緒に受けることができ、入院生活や退院後の療養生活など
の悩みや疑問、服薬中の薬の確認、入院中に行われる治療や検査など説明し不安の解消に努めています。
今後も入院前から患者さまの状況を把握し、全力でサポートしてまいりますので、面談をご希望される方はお
気軽に声をかけてください。

医療市民講座〜がん講習会〜のご案内

第26回

当院の医師が腹腔鏡を使ったがん手術（外科：河合徹 医師）
と、前立腺がん（泌尿器科：古瀬洋 医師）
について講演します。
日 時 ６月29日(土) 10時から
場

所 当院 ３階大会議室

その他

参加費無料・予約不要
（先着200名）

問合せ 経営戦略室0537-21-5555(代)

医師異動のお知らせ
4月30日付 退職
消化器内科

さか い

けいすけ

坂井 圭介 医師
今までありがとうございました

4月の

診療実績

1日あたりの患者数
入 院
425人
外 来 1,229人
紹
介
率
82.7%
逆 紹 介 率 104.1%
病 床 利 用 率
85.0%
平 均 在 院 日 数
9.8日
手 術 件 数
393件
救命救急センター受診者数 1,707人
救 急 搬 送 件 数
473件

６月

各科外来担当医一覧表

