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福田 純院長( ふくだ内科・循環器科) | 病院・クリニック、医者を探すならドクターズ・ファイル頼れるドクター 

7,758 人、病院・クリニック、医者 161,751 件掲載中！ (2017 年 02 月 16 日現在) 
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  基本情報   ドクターズファイル 検診・治療レポ トピックス お知らせ   クチコミ 

戸田公園駅から徒歩 7 分のところにある「ふくだ内科・循環器科」院長を務める福田純先 
生は学生時代からヨット部を創設したり、日本各地に散らばった予備校時代の友人を中心 
に、当時なかった医師国家試験対策委員会を立ち上げたりして、文武両道を図り、バイタ 
リティーあふれる行動力を発揮。医師としての感性を磨くことを忘れず、その時折の要望 
を見極め、医療に従事してきた。そんな福田先生は、介護保険が始まる十数年前から、在 
宅医療に取り組み、現在もクリニックの診療時間の合間をぬって、訪問診療・往診を行っ 
ている。診療室のみならず自ら患者のもとへ足を運び、地域住民の暮らしを間近で見てき 
た福田先生に、これまでの経緯から今後の展望に至るまで、話を聞いた。   
（取材日 2016 年 8 月 2 日） 

学生時代よりバイタリティーあふれる行動力を発揮 

―医師の道を進まれたきっかけを教えてください。 

高校 2 年までは動植物が好きだったの 
で、園芸学部にでも進学し、研究職に就 
くか園芸店もしくはペットショップでも 
経営しようかと考えていました。高校 3 
年になってから、「もっときちんとした 
将来のビジョンがなければ、学費は出さ 
ない」と父親に言われ、母親には「開業 
医の父の後を……」との希望により、急 
遽進路変更をして、一浪して医科大学に 
入学しました。結果、後になってこの一 

浪が意味のある時間になりました。 

―学生時代に熱中したことはありますか？ 
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史成先生  
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入学後、入部しようと思ったヨット部がなく、そこで部を創設しようと考えました。しかし、ヨットに乗ったこともな

かったので、大学 1 年の夏休みに琵琶湖へ合宿に行き、最低限のノウハウを習得。それから、学内で仲間

を募り、ヨット（中古艇）を購入。クラブの運営資金の捻出のため、全国各地のヨットハーバーに出入りす

る同窓 OB の名簿を調べ、その方々に直接出向いて「今度、母校にヨット部が出来ました。どうか御協力

を！」と熱く訴え、資金を募りました。そのヨット部も創立 40 周年を迎え、昨年は東日本医科学生総合

体育大会“東医体”に優勝することが出来ました。また、大学 5 年生の時、予備校時代に全国の医学部

に拡散した昔の友人たちを中心に、全国規模の医師国家試験対策委員会を立ち上げました。国試出題

担当教授の 5 年生の期末試験や卒業試験問題を分担して取り寄せ、協力してくれた仲間たちと共有し

傾向と対策を図るといった会でした。  

―その後、専門はどのように決めたのでしょうか？ 

自分の性格上、外科が向いていると思っていまし

たが、いずれ開業する道をも視野に入れ、将来の

選択をしました。当時から死因のトップは癌でし

た。癌の主な治療は手術、放射線、抗癌剤で、

いずれも病院が行う業務でした。循環器内科を

選択した理由は血管病が死因の第 2 位であっ

たこと、そして、これからの日本は高齢社会になる

だろうと予見しました。 

今から 40 年以上も前の事です。幸いなことに当

時、日本の循環器内科で 3 本の指に入ると言

われた、後の恩師、木村栄一先生が母校におられ、指導を仰ぐことにしました。師は「厳しからざるは師の

怠りなり」また「原点（典）に返れ！」との厳しい教えを受けました。開業 28 年経った今も、診察室の壁

の高いところに恩師の遺影を掲げ、恩師に目を光らせて見守って頂き、その教えを忘れぬように心がけており

ます。 

 

 
 

PDF が Excel で編集できる｜PDF ファイ

ルが Excel で編集できま初心者でも簡単

にお使いいただけます! 
www.wondershare.jp 

Ads by Yahoo! JAPAN 

 
 

 

軽いフットワークで積極的に在宅診療に取り組む 
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採用情報 
  『ドクターズ・ファイル』では編集 

部スタッフを募集しております。  詳細 
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  基本情報   ドクターズファイル 検診・治療レポ トピックス お知らせ   クチコミ 

軽いフットワークで積極的に在宅診療に取り組む 

―どのタイミングで開業を決意されたのでしょうか？ 

僕が学生の頃に父はすでに引退していた 
のですが、母は「父の後を継いでほし 
い」との思いを薄々感じていました。そ 
んな折、以前から心臓が悪かった母の心 
エコー検査を大学病院で担当して、愕然 
としました。この心機能であれば、母の 
余命はあと数年しかないであろうと。母 
の願いを叶えるのにそれ程時間がないと 
悟り、開業の意思を固めました。開業地 
の選定も父の開業地に固執せず、新たな 
目でどこがよい立地なのかを客観的に考えました。埼玉県は当時から医師数は全国最低。 
特に戸田市の位置する県南部は人口の社会増に追いつかない医療過疎地域でありました。 
更に当時、市民の平均年齢が 30 歳前半で、これから高齢者が増える地域であろうことを 
考慮し、結局、父親のしていた場所で良い、と考え当地に決定しました。ちなみに、僕の 
誕生日は 9 月 10 日なのですが、30 代最後の日でもあり、救急の日でもある 1989 年 9 月 9 日 
に開院しました。   

―これまで印象に残っている患者さんはいますか？ 

開業前に総合病院で内科部長を務めていた頃、脳梗塞の後遺症で、今でいう社会的入院を 
しており、前医も含め再三、退院を促しても、自宅に「帰りたくない。病院が好きなん 
だ」と頑なに首を縦に振らなかった稼業が床屋の患者さん。どうして帰りたがらないのだ 
ろうと、膝を突き合わせて数時間話していた最中、突然涙をポロポロ流しはじめて「本当 
は家に帰りたいんだ。（床屋を営んでいる）せがれたちの足手まといになると思って今ま 

  
細合 浩司院長   
ほそあい内科クリニック 
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ドクターズ・ファイル特別編集ムック「頼れる 
ドクター」を一覧で紹介します。 → 全ライン 
アップを見る 

ふくだ内科・循環器科 
福田 純院長 
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次のペー

ジを読む 
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 3 

標榜の診

療科目を

同じ行政区・駅で探す 

戸田市×内科 戸田公園駅×内科 戸田市×循環器内科 戸田公園駅×循環器内科 

病院・クリニック、医者を探すならドクターズ・ファイルドクターズ・ファイルは、全国の病院・クリニック、医者の総合情報サイト！ 頼れる病院・クリニック、医

者の独自取材 
161,751 件！ 診療科目、行政区、沿線・駅、診療時間、症状、病名、検査内容、特徴といったさまざまなこだわり条件からあなたがお探しの病院・

クリニック、医者情報を探すことができます。 病院の基本情報だけでなく、先生に関する情報（診療方針や得意な治療・検診など）も紹介。 

掲載情報について掲載している各種情報は、 ティーペック株式会社 および 株式会社ギミック が調査した情報をもとにしています。 出来るだけ正確な

情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の

医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、 ティーペック株式会社 および 株式会社ギミック ではその賠償の責任を一切

負わないものとします。 情報に誤りがある場合には、お手数ですがドクターズ・ファイル編集部までご連絡をいただけますようお願いいたします。 

総合 TOP | ご利用にあたって | プライバシーポリシー | 情報掲載にあたって | お問い合わせ | 有料プラン | サイトの使い方 ドクターログイン 
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で我慢してたんだ」とおっしゃりました。そこで家族に親爺さんの思いを伝えると、自宅にリハビリの機具まで用

意して、迎える準備を整えてくれました。それでやっと、家にお返しすることが出来たのですが、帰る時の患者

さんの笑顔は今も忘れられません。表面の言葉だけでなく、本音に耳を傾ける診療をしなければ、と思いま

した。そうしたこともあって、当時は在宅医療という言葉もない時代でしたが、必要性をいち早く感じていまし

た。 

―それで現在も在宅医療を行っているのですね。 

自宅での診療を望む患者さんの声に応え

たいという思いもありますが、医師として在宅

医療を通し、診察室では知りえない患者さ

んのバックグラウンドを知り、診療にあたる大

切さを実感しています。午前と午後の診療

時間の合間の休み時間に訪問しています

が、元来、診察室で長時間じっとしているの

は好きではないので、訪問診療は僕の性格

に合っていますし、僕にとって患家は“隣の病

棟”に立ち寄るような軽いフットワークで行えるものなので、これからも続けていきたいですね。 

 

 

 

大腸がん治療／セレンクリニック｜東京・名

古屋・神戸・福岡で受ける最先端がん治

療。豊富な治療実績。 
serenclinic.jp 

Ads by Yahoo! JAPAN 

 

患者を笑顔にしてクリニックから返したい 

採用情報 『ドクターズ・ファイル』では編集部スタッフを

募集しております。 詳細 
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  基本情報   ドクターズファイル 検診・治療レポ トピックス お知らせ   クチコミ 

患者を笑顔にしてクリニックから返したい 

―クリニックには、どのような症状の患者さんが来院しますか？ 

開院当初は、この界隈に循環器を標榜し 
ているクリニックはなかったので、“内 
科・循環器科”を掲げました。開業当初 
は「循環器ってなんですか？」という質 
問も訊かれましたが、そのうち「循環器 
科があるから来た」と言う患者さんも散 
見されるようになりました。開業して 
30 年近くになり、長年診ていると循環 
器疾患だけでなく様々な症状を訴える 
方々がおられます。まずはどんなお話も 

一度お伺いして、自分の技量では及ばないと判断されれば、専門医に紹介しています。患 
者さんたちが医療機関へ来るとき、仕方なく来院される方がほとんどです。ですから、そ 
のマイナス的気持ちを「ここに来てよかった」と少しでもプラスに変えて帰っていただく 
ように心がけております。もちろん診療には真摯な態度で臨みますが、時にはジョークを 
交えて、会話が暗くならないようお話し、患者さんが診察室を出ていく時は、出来るだけ 
笑顔になれるように診療をしております。   

―お忙しい毎日の息抜きはなんですか？ 

古くなった診療所を建て替えリニューアルオープンした折、庭の確保には屋上しかなくな 
ってしまい、そこで屋上にせせらぎや池を配したビオトープを作ることに。庭のコンセプ 
トは“五感に触れる”で、季節ごとに花を愛で、果樹や野イチゴを食し、ジャスミンなどハ 
ーブの香りを嗅ぎ、せせらぎや水琴窟の音を聞けるよう配置しました。秋には虫の音と共 
にパンパスグラスで月見も出来ます。水盤ではシジュウカラが水浴びをし、メジロが梅の 
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蜜を吸いに来る姿もみられます。池には今では絶滅危惧種の黒メダカや大和沼エビ、蛍のエサとしてカワニナ

を入れ、そして蛍の幼虫を飼い、年一回、患者さんたちにも開放し“ホタルの夕べ”を開いております。日々の

管理は主に、診療時間前に行い、英気を養ってから診療するようにしています。そして、待合室には少しでも

待ち時間が癒される空間になるようにと水槽を配し、水草をメインにしたグリーンの空間を演出しております。 

―最後に今後の展望をお聞かせください。 

「残された人生は有意義に」をモットーに患者さんにも同じような想いをもって常に接していきたいと思って

います。 
「美しく老いて生きたし残生の一日一日を大切にして」。今は亡き母の辞世の句です。最後になります

が、戸田市にメンタルクリニックが一件もないので、心理面で問題を抱えている患者さんのため心療内科

を診て頂ける先生に来て頂く予定です。  

 

       

 
 

大腸がん治療／セレンクリニック｜東京・名

古屋・神戸・福岡で受ける最先端がん治

療。豊富な治療実績。 
serenclinic.jp 
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採用情報 
  『ドクターズ・ファイル』では編集 

部スタッフを募集しております。  詳細 


