
医療法人社団 健育会  西 伊 豆 病 院   

病院理念 地域の中核病院としての機能を充実し『信頼される地域医療』を       提
供することで、皆様のこころ豊かな暮らしを支援します。 
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▼ 掲載内容 ▼ 

Ｐ２ 健育会ｸﾞﾙｰﾌﾟ 創立６０周年の思い 
               理事長 竹川節男  
Ｐ３ 新任 内科 岡本 先生 紹介 
 
Ｐ３ 新任 内科 佐藤 先生 紹介  
 
Ｐ３ 順天堂 皮膚科 飯田先生 紹介 

Ｐ４ 仲田院長 歴史を探る旅 
 
Ｐ５ 大腸癌について 木島医師 
   
Ｐ６ 梅雨と食中毒    Ｐ６簡単レシピ 
 
Ｐ７ レントゲン車が新しくなりました 
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   健育会グループ  創立６０周年の思い 
 
 現在、日本では『医療崩壊』が毎日のように叫ばれ、また、医療費抑制政策 
の中で多くの医療機関が厳しい経営状況に立たされています。その状況は 
健育会グループも例外ではありません。しかし私たちは厳しい環境の中でも 
地域や患者さんの求める価値を提供し続けるために様々な組織や経営の 
改革に取り組んできました。その結果、皆様に支えられ、今日があると感じています。 
 
 健育会グループは、1953年、東京都板橋区に先代理事長である父・竹川不二男が設立した診療所から
始まりました。今年で60周年を迎え、今、健育会グループは、６つの病院をはじめ、老人保健施設、有料老
人ホーム、訪問介護ステーション等を有するまでになっています。 
健育会グループでは、患者さんが病院に求めるサービスを「医療」のみならず「介護」「生活活性化」「ホス
ピタリティ」の４つの機能に分類し、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士、介護士などすべての専
門職が患者さんの情報を共有し、連携しながら患者さんに適切なサービスを質の高い医療を提供する
「チーム医療」を実践しています。 
 
 私たちは、健育会の病院をご利用いただくすべての方に 「この病院に来てよかった」「ここの看護師さん
にお世話になった」「ここの先生に診てもらいたい」と思って頂けるため「チーム医療」によって患者さん一人
ひとりを中心とする質の高い医療・介護サービスを提供することに努力を惜しまず取り組んでいきたいと考
えています。 
そして患者さんだけでなく、ご家族の方、紹介いただいた方、地域の方々など健育会グループと関わる全
ての方々に対して安心や満足を提供し、心を豊かにする存在でありたいと思っています。 
健育会グループが最終的に到達すべき目標は、「光り輝く民間病院」の実現です。 
 
 病院を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますが、そういった環境のなかでも地域や患者さんの求める
価値を提供し続け、安定した経営を継続してこそはじめて良い医療が提供できると考えています。健育会
グループは地域の求めに応じて、どのような厳しい経営環境においても安定的に病院を運営しています。 
今後も我々が今まで培ってきた病院経営のノウハウを活かしながら安定した経営を継続し、我々のミッショ
ンである「光り輝く民間病院」を実現することが、日本の医療崩壊をくい止め日本の医療を支えることにつ
ながるのではないかと考えています。 
健育会グループが60周年を迎えるにあたり、「光り輝く民間病院」の実現を我々の今後のさらなる課題とし
て、より一層邁進してまいります。 
 

健育会グループ ≫ ホームページ  http://www.kmcb.or.jp/ 
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＊ 平成２５年４月からの 新任医師の紹介 ＊ 

皮膚科  〈火曜日 外来担当〉 

 飯 田 秀 雄   医 師  (神奈川県 出身) 

 はじめまして。今月５月より工藤先生の後任として、毎週火曜日に皮
膚科の診療をさせて頂いております。  

 皮膚のトラブル等でお困りの事がありましたら、お気軽にご相談下さい。 
入院や手術等の治療が必要な方も順天堂静岡病院と連携しての診
療が可能ですのでご安心下さい。 

伊豆に赴任して１か月余りになりますが、休日には家族と静岡のあちこ
ちに出かけるのが楽しみです。  

どうぞ よろしくお願いいたします。 

内科医 常勤 

 佐 藤 由 紀   医 師  (新潟県 出身) 

 みなさん、初めまして！ 

４月から勤務させて頂いています 佐藤由紀 (さとう ゆき) です。 

寒い新潟から暖かい西伊豆に来て、きれいな海山にとても癒されていま
す。少しずつ この地域やみなさんの事を知れたらと思っています。 

体力はありませんが走ることは好きです。 

よろしくお願いします。 

内科医 常勤 

 岡 本 広 太 郎   医 師  (京都府 出身) 

 岡本広太郎 Ｓ50.9.17生 妻と２才の娘の３人家族で西伊豆へ平成２５
年４月に引っ越してきました。 

趣味は音楽を聴く事。ラジオやＣＤ、レコードなどで聴きます。キャンプも
好きです。 

なぜ西伊豆という自然豊かな病院へ来たのか？ですが、仲田院長の
『同志求む』という言葉です。実際に仲田先生の側にいると、ただ前向き
で透きとおりすぎるぐらいの存在にあてられます。又、仲田先生を取りまく
先生達の姿勢も西伊豆病院が僻地にありながら輝いている大きな理由
です。と思って飛びこんできました。近頃は自分の愚鈍さを痛感していま
すが、前向きに愚直に歩んで行こうと思います。 
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図１  高知県須崎市八幡神社 

図２  岩地へ流れ着いた神輿！ 

神社境内の倉庫に御輿はしまわれていたのですが年1
回しか使いませんからまるで新品でした。金庫に大事に
しまわれていた社宝の御輿の送り状も見せてくれました。
土佐から船で岩地へ行き御輿を返すよう依頼したところ、
岩地の人々は半年に亘り御輿を大事に保管していたの
ですが快く応じて御輿は商船で三重県の鳥羽を経由し
て須崎へ返されたのです。 
この送り状は鳥羽の船宿の主人により書かれたものでし
た。そして宝永地震の49日後、富士山が噴火し現在の
宝永山ができました。   

図３  神輿の送り状 

宝永地震は東海、東南海、南海の3つのトラフの連動地震です。またこのような大地震は富士山噴火と連動
することが多いのです。 
300年前をタイムトラベルした感じがし、また過去の津波を大変身近に感じた旅行でした。 
                                                                                                  
                                                                                        Ｈ２５．５  仲田和正   

 

 

                                         Traveler    
津波で高知から松崎へ流れ着いた御輿 
 
伊豆の地震、津波を調べていたところ「静岡県史 別
編２ 自然災害誌（H8) P136）」 
に次のような記載がありました。 今から306年前の話で
すが、「宝永津波（1707年）で土佐国須崎八幡神社の
御輿が流失し黒潮に乗って４日後に伊豆岩地浦に漂
着した。この御輿は半年後、志州鳥羽の商船を介して
無事須崎に戻された」と言うのです。 
 
これって本当だろうかと興味を持ち松崎町岩地の方に
何人か聞いてみましたが、ご存じありませんでした。今
年の5月の連休、家内と岡山からレンタカーで四国を
旅行しついでに須崎市の八幡神社を訪ねてみました。 
 
松崎の伊那下神社位の規模です。神社の鳥居の横に
立て札がありこれになんと「宝永（1706年）の大地震の
津波で八幡宮の御輿が伊豆まで流されたが流れ着い
た伊豆では豊漁が続いた。この噂が須崎まで聞こえ、
伊豆まで御輿を迎えに行ったことが木札に記録されて
いる」と書かれていました。 
 
近所の方にお聞きして神主さんを訪ねたところ大変驚
かれ「実はその御輿は現存しており今でも使われてい
る」と言うのです。早速見せて頂きました。 



外科 木島 真 

次回へつづく。 

癌のはなし 

 大腸癌の診断が内視鏡検査にてなされたあとは、CT検査や超音波検査 
などを行って、病気の進行具合を調べます。 
  
 大腸癌の進行具合は、①腫瘍そのものの大きさ（深さ）、②リンパ節転移、 
③遠隔転移、という3つの項目を評価して合計点で決めます。 
 
 
① 腫瘍そのものの大きさ（深さ） 
 大腸をちくわにみたてると、中心の穴の部分の表面に癌ができます。癌はそこからちくわの肉に食い込んで
いき、最後はちくわの外周の部分にまで到達します。この到達の深さを6段階に分けて評価します。 
 
② リンパ節転移 
 大腸のまわりにはリンパ節といって、微生物や悪性腫瘍が体のあちこちに広がろうとするときの防波堤のよう
な役割をするものがあります。リンパ節へ癌が到達したときリンパ節転移といいます。このとき、CTなどの画像
診断で大きく腫れたリンパ節を認めます。 
 
③ 遠隔転移 
 大腸癌は肝臓や肺などに転移することが多いです。これを見つけるには超音波検査を行ったり、造影剤とい
う薬剤を注射しながらCTの検査をすることが多いです。 

大腸癌について 
一般の方に知っておいてほしいこと！ 

≪その３≫ 

上の①と②と③を組み合わせて、病期がステージ0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳのように決められます。 
手術治療を行った場合には、術後に切除した臓器を検査（病理検査といいます）して、最終的な病期が決定 
されます。 
  
◆ステージ0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの癌に対して 
 癌から治癒することを目指した手術治療が行われます。 
    （１）ステージ0やⅠにかけての早期癌に関しては、大腸カメラによる腫瘍の切除が行われます。 
    （２）ステージⅡやⅢa、Ⅲbの進行癌に対しては、開腹術などの手術治療が行われます。 
  
◆ステージⅣの癌に対して 
 すでに他の内臓に癌が転移していることを示しており、一般的には手術で治ることは困難な 
 状態です。それに対しては、化学療法＝抗癌剤で治療を行うことになります。 



お手軽レシピ 

１人分 ２７９Kcal   塩分1.5ｇ 

作り方 

西伊豆病院 栄養科 

材料 《２人分》   

      スナップえんどう・・・１５０ｇ    

      鳥もも肉・・・１枚（２００ｇ）    

      塩・こしょう・サラダ油・・・各少量   

      赤とうがらし(小口切り)・・・少量         

①スナップえんどうはへたと筋を除く。鶏肉は一口大に切り、塩・こしょうをふる。 

②フライパンにサラダ油を入れて熱し、鶏肉を皮目から焼く。両面にこんがりと焼き色がついたら、赤と
うがらし・スナップえんどうを加えていためる。 

③色鮮やかになったら混ぜ合わせたＡを加えて全体にからめ、器に盛る。 

こくのあるみそだれを 
スナップえんどうと鶏肉にしっかりからめて！ 

Ｐ６ 

 この時期は、寒暖の差が大きく、湿度の上昇に伴って、
気分もイ ライラ・湿りがち。高温多湿によるカビ・ダニ、
細菌の繁殖。その ための皮膚疾患や細菌の繁殖によ
る食中毒も多くなります。気圧の 変化のためか関節痛
を訴える方も増えてきます。 

一年のうちでも体 調を崩し易い時期と言われています。 
梅雨どきに多くなるのが食中毒です。 

食中毒予防６つのポイント 

という情報が厚生労働省から出されています。(抜粋して掲載) 

ポイント１ 》 食品の購入  生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。消費期限などを確認し購入しましょう。 

                 温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、 

                 まっすぐ持ち帰るようにしましょう。 

スナップえんどうと鶏肉のピリ辛みそいため ( ２人分 ) 

ポイント2 》 家庭での保存 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫に入れましょう。 

                 冷蔵庫の詰めすぎに注意。目安は７割程度です。早めに使いきるようにしましょう。 

                 食べ物を取り扱う時は必ず前と後に手指を洗いましょう。 

ポイント3 》 下準備     タオルやフキンは清潔なものと交換しましょう。手洗いをしっかりしましょう。 

                 包丁・まな板は切る食材ごとに洗って熱湯をかけてから使いましょう。 

                 ラップしてある野菜やカット野菜はよく洗いましょう。 

    みりん・・・小さじ２   

 Ａ  みそ・・・小さじ１と１/２    

    しょうゆ・砂糖・・・各小さじ１           

ポイント4 》 調理      調理を始める前にもう一度手洗いをしましょう。 

                加熱する食遺品は十分に加熱しましょう。料理を途中でやめる時は室温に放置 

                しないで、冷蔵庫に入れましょう。 

ポイント5 》 食事      食卓に付く前に手を洗いましょう。 

                 調理前や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。 

ポイント6 》 残った食品  残った食品を扱うにも手を洗いましょう。残った食品はきれいな器具、皿を使って 

                 保存しましょう。時間が経ち過ぎたら思い切って捨てましょう。 

食中毒予防の三原則は、食中毒菌を『付けない、増やさない、殺す』です。 

これらのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしましょう！ 
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西伊豆病院 健康管理室では、事業所を中心に健診車（レントゲン車）を 
用いて巡回健診をおこなっています。 巡回健診とは、受診者様が医療 
機関まで足を運ぶ代わりに、健診スタッフ・健診車が事業所様に出向き 
健康診断をおこないます。       

 
たとえば・・・  ▼仕事が忙しく病院まで行かせる時間がない   
         ▼社員が多く健康診断の予約を取ることが大変 
         ▼病院などで健診をおこなうと行かない社員がいる 
  
   などの理由で従業員に健診を受けさせることができない事業所の皆様にお薦めの健診になります。 
   疾病を早期に発見することに加え、働く人たちが健康でいきいきと働けることが健診の目的です。 
   また、事業者には従業員（パート・アルバイトを含む）の健康状態を管理する義務が法律により 
   規定されています。これにより事業主は従業員に対して健康診断を受けさせる義務があります。 
   お仕事をされている皆さまは、健康診断を受けていますか？ 
  
事業所は、働く方ひとりひとりによって支えられています。働く皆さまが健康でいきいきと働ける職場づくりを目
指すためにも、当院で健康管理のお手伝いをさせていただきたいと思っています。 
 
 
【お問合せ】  西伊豆病院 健康管理室 ０５５８－５２－２３６６ (代) 

健診スタッフ 
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土肥クリニック    

介護老人保健施設 しおさい  

ゆうあい訪問看護ステーション    

訪問看護は、病気や障害をお持ちの方や高齢者が住み慣れた家で、安心して療養生活を送れるよう
に支援する看護サービスです。看護行為は主治医の治療方針に沿って行われます。また、介護されて
いるご家族に、さまざまな面からアドバイスや支援もいたしますので、安心してご利用いただいています。 

地域の要介護高齢者の一日も早い家庭復帰と社会復帰を支援する施設です。
在宅復帰へ向けたネットワークを構築し、最適の療養環境で最善のケア・リハ
ビリテーションを提供。利用者の方々が心身ともにリフレッシュでき、楽しく有
意義な生活が送れるようご支援します。 

施設内行事も充実しており、毎月の「お誕生会」に、これからの季節ですと、６
月には「回転寿司ツアー」「車イスダンス」７月に「納涼祭」といった四季折々の
行事を行うことで利用者さまと共に季節を感じることができます。 

入所のご相談は  TEL ５２－３０００ (入所担当まで) 

お気軽にお電話下さい TEL ５２－５１１１ 

お問い合わせは  TEL ０５５８－９９－１２３４ 

熱川温泉病院    お問い合わせは  TEL ０５５７－２３－０８４３ 

自然環境と人間性の融合。質の高いリハビリテーションと確かな医療を提供す
る新時代のリゾート・リハビリテーション・ホスピタル。 

豊かな自然に恵まれたリゾート環境で、良質な温泉を活かした施設と充実した
アメニティを備えリハビリテーションを中心にした新しい考え方の病院です。最
高の環境でじっくりとリハビリテーションに専念したいというニーズに応える為、
あらゆる職種が協同し徹底したチーム医療を実践しています。 

土肥地区では、唯一入院施設を有しており、地域で開業されている先生方と
連携して地域医療の質の向上に努めています。 

西伊豆病院の医師も土肥クリニックで外来診療を行なっております。西伊豆
病院 院長「仲田」は火曜日・午後外来を担当し、泌尿器科医師「吉田」は水
曜日・午後外来を担当しています。 

居宅介護支援 (ゆうあい訪問看護ステーション)  お問い合わせは TEL ５２－０５５５ 

介護に関わるご相談、介護認定申請手続きの代行、ケアプランの作成、介護サービスを提供する事
業所との連絡調整、施設の紹介等、介護保険に関わる全てを承ります。介護の必要な方やご家族のご
要望を尊重し心身の状況や環境等を十分考慮して可能な限り、望まれる日常生活を営むことができま
すよう適正な居宅介護支援を提供いたします。お気軽にご相談下さい。 

西伊豆病院 
ニュース 医療情報 栄養関連 救急関連  ご案内 

掲載内容が 
分かるように 
マークができました。 

Ｐ８ 


