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チームを大切にした
医療を実践

第10弾

内分泌・糖尿病内科部長

澁谷 誠

　3 名の常勤医師で糖尿病を
中心に内分泌疾患を診療して
います。
　特に糖尿病については、医
師・看護師・薬 剤師・管理栄
養士などが協同してチームで
医療を行っております。また、
年 5 回ほどの糖尿病教室や年 1 回糖尿病週間を設けてイベント
を開き、多職種で患者さんへの啓発活動もおこなっております。

内分泌糖尿病内科のウリについて
お聞かせください。

　最近、子供が生まれまして、日々成
長していく姿をみるのが非常に楽しみ
です。
　あと、「意外だ」とよく言われるの
ですが、お酒を飲みに行くのが好きで、
おいしいものを食べに行くのも好きです。
ただ、最近あまり行けていませんので、
がんばって行きたいと思います（笑）。

最近のプライベートの楽しみを
教えて下さい。

　糖尿病の教育入院もやっております。お忙しい方向けの週末
入院もございますので、該当の患者さんがおられましたら、
ご紹介お願い致します。
　今後ともよろしくお願い致します。

地域の先生方に
メッセージをお願いします。

Profile

認定資格

日本内科学会　総合内科専門医
日本糖尿病学会　糖尿病専門医

出 身 校

横浜市立大学 　平成 7 年卒業

糖尿病の会メンバー

糖尿病教室
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チームを大切にした
医療を実践

T O P I C S

アメリカ大使公邸の
パーティーに初見参

米国大使館訪問

今回はおめかしして、アメリカ大使館となりの

大使公邸に初のお目見え。厳しい警備をくぐり

ぬけ、ID カードと e-Invitation( 招待状はメー

ルできました ) を提示して、お邪魔しました。

瀟洒なエントランスまでは 100 メートル近く、

赤坂なのに生け垣の向こうはプール付き、さす

がの豊かさです。

10 月 7 日に、ジョセフ・M・ヤング駐日米国

臨 時 代 理 大 使 か ら“Medical Professionals 

supporting the American Embassy”( ア

メリカ大使館をサポートする医療のスペシャリス

ト ) へ、ご招待がありました。すぐご近所の虎

の門病院　大内院長初め、周りの病院やクリニッ

クの先生が多かったのですが、遠方からは当院

を初め、横浜市立みなと赤十字病院　伊藤院長

や九州大学病院の救命救急センター　永田先生

など救急に強い病院が来られていました。

ヤング氏は 2014 年から国務省で日本部長を

務められ、2017 年 8 月から在日米国大使館で

首席公使になられており、日本語のほか中国語

も話される方で落ち着いた雰囲気を醸し出され

ていました。

カジュアルなおもてなしの中、さまざまな方と

の会話を楽しみ、散会となりました。

右から 2 番目　ヤング臨時代理大使

病院長　長堀 薫

大使館プール

米国大使公邸
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病院まつりを

開催しました！
令和元年 9 月 7 日（土）

三浦半島地区や近隣市町村にお住いの方々、通院・入院

されている患者さんのご家族などを対象に、病院・災害活

動状況・健診機能などを知っていただき、健康づくりに貢献

し、また地域のみなさまと病院職員のふれあいの場として、

第１回「病院まつり」を開催しました！当日は 500 名以上の

方に来院頂きました。

上地横須賀市長
内視鏡手術体験

病院長講演
「当院のポジショニングについて」

小泉衆議院議員

救急科土井部長 講演
「災害医療について」

これからの医療について小泉議員に講演いただきました

DMAT（災害派遣について）

スカリン
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骨密度、血管年齢、肌年齢測定

消防体験（横須賀市消防局協力）

ポップコーン

横須賀総合高校吹奏楽部ミニコンサート

バルーンアートは子供達に大人気でした

内視鏡手術体験

栄養相談

くじびき

縫合体験

スーパーボールすくい

ナース服体験

AED 体験
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報告だよりAction
横須賀共済病院×三浦市立病院
脳卒中  ～ 急性期の治療と地域連携 ～

2019 年９月 14 日（土）に脳卒中の市民公開講座を

初めて三 浦 市（ 三 浦 海 岸 駅 最 寄りの南 下浦 市民

センター）で開催いたしました。

会場いっぱいに市民の方々が来場され関心の高

さがうかがわれました。今回は日頃より連携頂いて

いる三浦市立病院と共催で急性期治療やそれぞれ

の病院の役割についてお話しさせて頂きました。

この度、脳卒中の市民公開講座を初めて三浦市で開催いたしました。

脳神経外科　副部長　綾部 純一

2019 年 9 月、脳卒中・地域連携をテーマに、横須賀共済病院と共催し市民公開講
座が開催され、地域連携における当院の役割についてお話しする機会を頂きました。

医療機能分化とはどのようなことか、機能を円滑に行うためにはどのような連携が必
要なのか。現在院内外で行っている連携を図で示し、日頃より顔の見える関係や協働し
合える関係の構築についてお話しをさせて頂きました。

地域の医療がどのように繋がり、地域の皆さんの健康を守るために行っている連携と
はどのようなことかを、より具体的にイメージできるよう、横須賀共済病院からお受入
れをした事例のうち、在宅復帰された方、施設入所した方、当院で看取りとなった方の
3 事例を紹介しました。転院以降も必要な専門的医療は切れ目なく受けることができ、
どのような状態であっても自分らしい生き方を最期まで全うできると理解し、安心に繋
がって頂けたのではないでしょうか。

今後も更なる地域医療連携の強化と円滑な医療連携に努めてまいりたいと思います。

☆共催いただきました三浦市立病院からもコメント頂きました！

三浦市立病院　地域医療科

中川 恵 科長

当日は J：COM 湘南さんが取材に来られ 9/15 のデイリーニュース ( 横須賀・三浦・葉山 ) で放映されました。

三浦市立病院　小澤 総病院長 脳神経外科　田中 部長 脳神経外科　綾部 副部長
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報告だよりAction
市民公開講座「お産のための家族学級」開催報告

2019 年 10 月 18 日（金）、産科市民公開

講座を開催し、妊婦さんをはじめ、ご主人

やおばあちゃん世代の方など幅広い世代の

方にご参加頂きました。

当院の産科がハイリスク分娩に対応でき

る設備・スタッフを要し、安全で質の高い分

娩が可能であることや、妊娠・出産・産後の

身体や心についてのお話し、産科医師との

連携など、みなさん興味深く聞いて下さいま

した。また妊婦・沐浴・抱っこ体験を行い、

和気あいあいとした雰囲気の中で楽しく育

児を学んでもらえたかと思います。交流を通

して妊婦さんやその家族のニーズを知るよい

機会にもなり、地域の方と直接ふれ合うこと

の意義を改めて感じました。

産科の市民公開講座を当院講堂にて開催いたしました。
今回は妊婦体験、沐浴体験の他、分娩室での様子などを実演しました。

A棟 2階病棟　助産師	 石渡 涼夏
   三浦 菜見子

お産の実演

お産について語る三原医師
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報告だよりAction

医療従事者研修会を開催致しました

がん性疼痛看護認定看護師			大城 絵理奈
2019 年 9 月 21日（土）、台風の迫るなか、20 数名

の在宅医療を支える看護師・介護支援専門員・ヘルパー

の皆さんにご参加頂き、「痛みのあるがん患者の介入ポ

イント」というテーマでお話させて頂きました。かつては、

『医療用麻薬＝終末期』のイメージでしたが、今は医療

用麻薬を上手に使用しながら仕事や治療と両立して自

宅・地域で過ごす時代となっています。今回、聞いて頂

いた疼痛コントロールのコツが皆さんの実践に役立て

て頂ければ嬉しいです。今後も病院と地域の垣根なく、

連携を深めさせて頂ければと思っています。

●認定看護師さんの話を聞く機会はあまりなかったので、実際の現場の声として貴重でした。
●どの講習も大変興味深かったです。ＡＣＰという言葉を初めて知りました。
　勉強不足でお恥ずかしいですが、今後意識していきたいと思いました。
●褥瘡、皮膚のケアのポイントを分かりやすく説明下さり、ありがとうございました。

参加された医療従事者からの感想

「痛みのあるがん患者の介入ポイント」
がん性疼痛看護認定看護師　大城 絵理奈

「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）」
～私たちにもできること～
がん看護専門看護師　坂本 理恵

｢患者の皮膚を守るケア
～褥瘡・失禁関連皮膚障害へのケア～｣
皮膚 ･ 排泄ケア認定看護師　慶 貴子

講義内容
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地域医療研修

横須賀共済病院　初期研修医 2年

南渕 美玲

横 須 賀共済 病院の研 修医南渕先生が当クリニックで地 域医療の
研 修をされました。一 生 懸 命で笑 顔が 素 敵な南渕 先 生が 来ると、
クリニックがパッと明るくなりました。日頃横 須 賀共済 病院の救 急
診療 業務で疑問に思っていた点を鋭く質問してくれるので、こちら
も緊張 感を持って改めて勉強しながらディスカッションでき、私に
とっても良い刺激になりました。産婦人科以外の診療科の最新事情
も教えてもらい、自分の診療科以外の分野はなかなかアップデート
できないので、充実した時間でした。研 修医の先生の受け入れは、
受け入れる側にもとても貴重な機会です。当院は思春期から老年期
の女性患者様が受診され、月経困難症、子宮癌検診、不妊、妊婦
健 診、更年 期、骨粗 鬆 症、骨盤 臓器脱と内容も様々です。同じ女
性として身近な訴えが多いので、研修医の先生には勉強になるので
はないでしょうか。今後も研修医の先生をお待ちしています。日頃
円滑な診療が 行えるのは、横 須 賀共済 病院の皆様の手厚いバック
アップがあるからです。この場をお借りして感謝申し上げます。

「思春期から老年期女性の様々な疾患を診療」

地域の先生方には、毎年当院研修医師に対して地域医療研修を行って頂きありがとうございます。
この度、当院研修医師と研修先の先生からコメントを頂きましたのでご紹介させて頂きます。

追浜駅前ようこレディースクリニック

初期研修も後半にさしかかり、ようやく将来の診療科を決定しよ
うという医師 2 年目の 9 月、追浜駅前ようこレディースクリニック
納田容子先生の下で、地域医療研修をさせて頂きました。

3 年目以降は内科を専攻する私にとって、産婦人科外来診療の見
学は、見る物全てが新鮮であり、学びに満ちていました。納田先
生は、産婦人科でありながら骨粗鬆症も専門にされており、思春
期の女性から高齢者まで、がん検診や生活の些細な悩みから、月
経異常・不妊治療など、患者層・診療内容は、多岐にわたっていま
した。医学的知識もさることながら、説明の仕方から他院への紹
介に至るまで、患者さんへの細かなケアが行き届いており、納田先
生の診療に対する姿勢は本当に勉強になりました。

また、納田先生ご自身のキャリアについて知る機会もあり、2 領域に
わたる専門医も取得され、現在はクリニックで活躍されている現役の先
生の話を伺えたことは、同じ女性として何より励みになりました。

今回の実習で習得したことは数多くあり、既に救急外来等の現場で
学んだ知識を活かせていると実感しています。最後になりますが、お世
話になりました納田先生、スタッフの皆様に、心より感謝申し上げます。

「患者さんへの細やかなケアを実感」

院長 納田 容子　先生
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本年 5 月に、外国医師の臨床修練制度＊で当院に来日した

ベトナムの国立フエ中央病院のクイ医師が11月に帰国されました。

生活習慣の異なる異国での生活は苦労が絶えなかったと思われ

ますが、無事に修練を成し遂げられました。本国では彼は脳卒

中科の医師であり当院の脳神経外科での修練はよい経験になっ

たと思うので、今後のベトナムでの活躍を期待しております。

南北に長いベトナムでは、北部、中部、南部の 3 箇所に保健省傘下の国立総合病院があります。
フエ中央病院はこのうちの 1 つ、中部地域 16 省を管轄する国立総合病院で、1894 年に設立されました。
• 臨床関連部門 40 科、公式ベッド数 1,100 床（実際は常に 1,600 床稼動しているためベッド稼働率は 137％）
概要写真資料参照：独立行政法人国際協力機構（JICA ／ジャイカ）

国際交流チームリーダー　診療部長兼脳神経外科部長

田中 良英

MEMORABLE ADVANCED CLINICAL TRAINING 
COURSE

To all kind Japanese people,
I’m a young doctor from Hue Central Hospital, 

Vietnam. Today while I’m writing these words, I’m 
feeling very happy and grateful. I realize that I’m 
very lucky when I have the opportunity to practice at 
Yokosuka Kyosai hospital. During 6 months, I have the 
chance to work and research with the wonderful doctors 
of Neurosurgery Department, they are real mentors 
indeed. I have learnt about not only medical techniques 
for neurointervention and basic glance at neurosurgery, 
but also Japanese culture, work organization. For me, 
these experiences are invaluable milestones and they 
will help me become better in future.

Now I proud of being a part of two hospitals 
friendship. I also hope we may continue to strengthen 
the partnership and cooperation between two hospitals 
in future.

Thank you and appreciate so much!

Nguyen Viet Quy

フエ中央病院の概要

記憶に残る高度な臨床修練コース
すべての親切な日本人におくります。
私は、ベトナムのフエ中央病院のかけだしの医師です。

　この文章を書いている今、私はとても幸せであり、
感謝しています。 横須賀共済病院で研修することが
できて、とても幸運だと思います。 半年の間、私は
脳神経外科の素晴らしい医師と仕事をしたり研究し
たりする機会がありました。彼らは実にメンター（指
導者）です。 私は、神経介入と脳神経外科の医療
技術だけでなく、日本の文化、作業組織についても
学びました。 私にとって、これらの経験はかけがえ
のない出来事であり、将来に役立つと思います。

今、私は 2 つの病院の友情の一部であることを
誇りに思っています。 また、今後 2 つの病院間のパー
トナーシップと協力を引き続き強化していきたいと
考えています。

ありがとう、本当にありがとうございました！

グエン・ヴィエト・クイ

国際医療交流事業
～ベトナム交流記～

＊外国医師の臨床修練制度・・・
「医療分野における国際交流の進展と発展

途上国の医療水準の向上に寄与することを目
指し、医療研修を目的として来日した外国医
師等に対し、その目的を十分に達成すること
ができるよう、当該研修で診療を行うことを
特例的に認める制度。（医師法第 17 条等の
特例等に関する法律）」
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新規開業
医療機関訪問！
新たに開業された医療機関におじゃましました

三浦メディカルクリニック
2019 年
8月1日
開　院
院長の井上哲兵と申します。平成２１年に聖マリアンナ医科大学を卒業し、同

大学呼吸器内科で研鑽を積み専門医資格を取得後、国立病院機構静岡医療セン
ター呼吸器内科医長を経て、８月１日に三浦市引橋交差点にありますベイシア三浦
店２階に三浦メディカルクリニックを開業いたしました。呼吸器内科医としての専
門性を活かし、一般内科診療に加え、呼吸器外来・禁煙外来・睡眠時無呼吸外来・
スギ花粉症外来などを行なっています。また当院は 32 マルチスライス CT 検査・
呼気 NO 検査・呼吸機能検査などが実施可能であり、クリニックでありながら精
密な検査・正確な診断・適切な治療をモッ
トーに診療を行なっております。私は日々
の診療の中で、医療連携こそが地域医
療を支えるための要と考えており、横須
賀共済病院をはじめとした近隣の総合
病院と密に連携を取りつつ、三浦半島
の方々の健康を守る一助を担えるよう努
めていきたいと存じます。今後とも宜し
くお願い申し上げます。

院長 井上 哲兵　先生

北久里浜皮フ科クリニック
2019 年
8月1日
開　院
院長の岡本 武です。
平成 8 年に防衛医科大学を卒業し海上自衛隊に入隊。
入隊後、防衛医大、自衛隊の部隊・病院に勤務し、自衛隊横須賀病院皮膚科

長となり今年 8 月 1 日北久里浜皮フ科クリニックを開業いたしました。
地域のかかりつけ医として小さなお子様の水いぼの治療からご年配の方のシミ

のお悩みなど、あらゆる皮膚のトラブルに親身に診療していき、皮膚科専門医とし
て少しでもお力になれればと考えております。

横須賀共済病院の皆様、地域の皆様どうぞよろしくお願いいたします。

院長　岡本 武　先生
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 感染予防のワンポイントアドバイス（マスクの使用について）

皆さんはどんな時にマスクを着用していますか？冬になるとマスクをしてい

る人を多くみかけます。インフルエンザや風邪対策でしょうか。マスク使用は

「咳」「くしゃみ」などのしぶきを吸い込まない、周りにばらまかない役割が

あります。しかし、適切な着用が大事です！必ず自分にあった「サイズ」「鼻

の上から顎の下」まで隠れるように装着することが必要です。鼻がでていた

り…顎が出ていたり…人と話す時にマスクを外すなどしていませんか？

せっかくのマスクの機能が台無しです。正しく使用できているか今いちど確

認してみてください。

感染管理認定看護師　下川 結花

 ハロウィン♪♪ ～トリックオアトリート～
今年も保育園児たちが変身して病院に

現れました！

いたずらされないように白衣 を着た

魔 法 使いとかぼちゃの化身がお菓子

を配りました（笑）

皆様こんにちは。
この度、開催した病院まつりは初めての試み
でしたが、大 盛 況で、ありがたいことに 来
場された方からはお 褒めの言 葉をたくさん
頂けました。小泉衆議院議員（現環境大臣）・
上地横 須 賀市長・横 須 賀市消防局・横 須 賀
総合高校吹奏楽部の皆様にはお忙しい中ご協力頂きましてあ
りがとうございました。地域の皆様あっての病院なんだなと、
改めて心に刻みました。
さて、早いもので令和元年も終わろうとしております。
来年のオリンピックイヤーはどのような年になるのでしょうか？
では、少し早いですが皆様よいお年をお迎えください。

地域連携室　山田・小松

編集後記 理　念

患者さん・家族・職員

すべての人が安心できる

病院をめざします

よかった。
この病院で

 退職医師 ※敬称略

■放射線科 … ●  能谷 雅文2019 年 8 月 31 日付

■循環器内科 … ●  中島 淳　●  田代 燦 ■麻 酔 科 …… ●  永塚 啓博　●  金盛 将之　●  閻 碩
■形成外科 … ●  坂田 芳洋 ■呼吸器外科 … ●  鈴木 光恵

2019 年 9 月 30 日付




