
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂川の桜まつり 

雛祭りも過ぎた３月４日、ここ市内を流れる坂川では早咲きのさくら祭りが開かれていた。 

まだまだ寒い季節に晴れの日があると足が向く提灯がついて散歩の人も桜色を楽しんでいる。 

松戸神社から伊勢丹方面を行くと夏ミカンがなっている木がある。 

土手には多種の木が繁り、桜の色とあわせて、色の変化が面白い。 

このあたりは松戸宿の面影があったが、すっかりなくなった。 

時代の流れと共に街が移り変わるのは仕方ないが残念である。 

さあ、来月市内は各所で待望の桜祭りがやってくる。                        絵と文 ：      ２０１７年３月４日 

楽しみであるが、屋台の焼きそばは子供用でガマンガマン。                  松戸市在住 水彩画家 菅谷功 氏 
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がん薬物療法 
 

 乳腺外科  長谷川 圭       

日本外科学会 専門医、日本消化器外科学会 専門医 

日本がん治療学会 認定医、日本乳癌学会 認定医、マンモグラフィ読影 認定医 

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法 専門医 

 

はじめまして。乳がん診療を担当している

長谷川です。 

このたび、『がん薬物療法専門医』という抗

がん剤治療の専門の資格を取得することがで

きました。これまでの実務経験、筆記試験、面

接を受けてようやく取れた専門医資格です。

そこで、抗がん剤について少しお話をしたい

と思います。 
 

みなさん、抗がん剤というとどんなイメージ

が湧きますか？怖ろしい毒薬？脱毛する？ゲ

ェゲェ吐いて激やせする？無菌室に隔離さ

れる？そのような、ドラマの中で見たイメージ

を持っている方も多いと思います。そのような

イメージのうち、幾つかは残念ながら本当で

すし、幾つかは単なる イメージに過ぎないの

です。 
 

近年は、乳がんの分野だけでなく、それ以

外のがんの分野でも、どんどんと新しい抗が

ん剤が開発され、日本でも使用できるようにな

っています。昔ながらの抗がん剤よりも効果の

高い薬や、効果が同じでも副作用の軽い薬

が増えています。ある一定の性質をもったが

ん細胞だけにダメージを与えて、正常細胞に

はダメージを与えないという分子標的薬も

次々と開発されています。 

また、抗がん剤の副作用を抑えるための薬

も、新しく良い薬がたくさん開発されています。

たとえば、それまで抗がん剤治療を受けて吐

き気や嘔吐で苦しむ患者さんは４９％もいた

のに対して、イメンド®という抗がん剤専用の

吐き気止めが開発されたことによって、吐き

気・嘔吐が出てしまう患者さんは 18％にまで

減りました。 

約 8割の患者さんは「まったく気持ち悪くな

らなかった」状態で抗がん剤治療を乗り切るこ

とができるようになりました。こういった良い薬

が開発されたことによって、抗がん剤の副作

用による吐き気・嘔吐・発熱は昔と比べてずい

ぶんと減りました。一部の抗がん剤では、体

質に合っているかどうかをあらかじめ血液検

査で調べておいて、薬の種類や量を調節す

る技術も出ています。 

しかしながら、そうした新しい薬や技術は非

常に価格が高いため、社会的にも問題となっ

ています。オプジーボ®という肺がん治療薬

は、あまりに高額なためテレビのニュースで話

題になっていたので覚えている方も多いと思

います。どれほど優れた薬であっても、すべて

の患者さんに高額で新しい薬を処方すること

はできません。どのような種類のがんを抱えて

いて、どんな持病を持っていて、どれくらいの

副作用に打ち勝てる体力があるか、などを複

雑に考え相談しながら、薬を組み合わせて治

療に臨みます。 

それに、新しい薬による思いもよらない副

作用や、飲み合わせの問題もあり、医療の進

歩についてゆくことは並大抵ではありません。

日々勉強を重ねながら、一人ひとりの患者さ

んの抱える病気

に対峙してゆく、

それを繰り返しな

がらみなさんと一

緒に成長していき

たいと思っていま

す。これからもよ

ろしくお願いしま

す。 



 

４月からの新任医師紹介 
 

2017年 4月より、新任の医師が診療を担当しておりますので各医師を紹介いたします。 
 

常勤医師 
髙松友里 医師 

 

専門分野  ： 乳腺外科 

                     担当外来日 : 月曜午前・火曜午前・木曜午前午後・金曜午前 

 
4月より三和病院乳腺外科で勤務しております髙松友里と申します。出身は広島

で、大学は鳥取でしたので、ずっと中国地方で過ごしてきました。広島市民病院と

いう所で 5年間過ごした後、こちらに来ました。関東に住むのは初めてで、地名や

路線など分からない事ばかりです。広島と比べると、こちらは電車がしょっちゅう来

るので、あまり待たなくて良いのが嬉しいです。武蔵野線が風などですぐ止まって

しまうのには驚きましたが･･･。 

 早く慣れたいと思っていますので、地元の事をぜひ色々教えて下さい。ご迷惑をおかけすることもあると思います

が、よろしくお願い致します。 

 

非常勤医師 ≪三和病院≫ 
 
属増晃一（ぞくますこういち）医師 

専門分野  ： 内科、呼吸器内科 

  日本内科学会 認定医 

  緩和ケア講習修了 

担当外来日 ： 木曜午前 
 

福田健介（ふくだけんすけ）医師  

専門分野  ： 内科、呼吸器内科 

  日本内科学会 認定医 

  米国心臓協会 ACLSプロバイダー 

担当外来日 ： 金曜午前 

コメント ： 呼吸器内科全般を診ます。患者さんが、

話しやすく、かつ診療はスピーディに、  

を目指しています 

 
岩崎優子（いわさきゆうこ）医師 

専門分野：内科、リウマチ科 

外来担当日 ： 火曜午後 
 

湯川寛子（ゆかわひろこ）医師 

専門分野  ： 外科、内視鏡 

  外科専門医 

外来担当日 ： 第 1、3土曜 

コメント ： 負担の無い内視鏡を心がけています 

 
 
 
 

 
 
松岡 綾（まつおかあや）医師 

専門分野  ： 乳腺外科 

  マンモグラフィ読影認定医 

外来担当日 ： 木曜午前午後 
 

末貞伸子（すえさだのぶこ）医師 

専門分野  ： 形成外科 

外来担当日 ： 金曜午後 

コメント ： 丁寧な診察を心がけています 

 
 

非常勤医師 ≪三和クリニック≫ 
 
木暮勝広（こぐれかつひろ）医師 

専門分野  ： 内科全般 

  日本内科学会 認定医 

  日本血液学会 認定医 

外来担当日 ： 月曜午前午後・火曜午前午後 

 
渡邉かおる（わたなべかおる）医師 

専門分野  ： 内科全般 

  日本内科学会 認定医 

外来担当日 ： 水曜午後 

 

田中丸真由子（たなかまるまゆこ）医師 

専門分野  ： 内科、リウマチ科 

外来担当日 ： 土曜午前 

コメント ： 丁寧な診察と説明を心がけております 



健康サービスデー開催のお知らせ             糖尿病患者会「さくら会」のご案内 
                                    三和さくら会とはクリニック、三和病院に通院中の 

以前よりご案内しておりました健康サービスデーの     糖尿病患者さんやご家族、医療スタッフで作っている 

開催日が決定いたしました。                  患者会です。 患者会では患者さん同士の意見交換、 

   日 付 ： 6月 10日  開催時間：14 : 30～     ウォークラリーや他の患者会との交流会に参加してい 

   場 所 ： 三和病院                    ます。また、糖尿病専門誌「糖尿病ライフ さかえ」を 

今回は斉藤丈夫医師と渡辺聡枝医師の講演を予定    毎月読むことができ、食事や運動のことなど様々な情  

しておりますので皆様ふるってご参加ください。       報を得ることができます。 

そのほか詳細につきましてはブログ、院内ポスター、    会費  ３６００円 （４月～翌年３月まで） 

チラシ等にてお知らせしますのでご確認ください。        ※途中入会の方は３００円月掛けとします          

入会希望の方は、スタッフへお声がけください。  

４月からの医師変更のお知らせ 

常勤   三 和 病 院    乳腺外科    阪口志帆  医師  →  髙松友里  医師 

非常勤 三 和 病 院 

水曜午前       内 科      竹島英之  医師  →  齋藤美奈子 医師 

      木曜午前       内 科      齋藤美奈子  医師  →  属増晃一  医師 

      金曜午前       内 科      砂金秀章  医師  →  福田健介  医師 

      火曜午後       内 科      平井琢也  医師  →  岩崎優子  医師 

      水曜午後       内 科      藪下寛人  医師  →  天野辰哉  医師 

      １．３土曜午前    内視鏡      島崎朝子  医師  →  湯川寛子  医師 

      木曜午前午後    乳腺外科    小寺麻加  医師  →  松岡 綾   医師 

      金曜午後       形成外科    大久保ありさ 医師  →  末貞伸子  医師 

      火曜午前午後    整形外科    陶山 徹   医師  →  未定 
 

八柱三和クリニック 

火曜午後       内 科      鈴木隆弘  医師  →  木暮勝広  医師 

水曜午後       内 科      竹島英之  医師  →  渡邉かおる 医師 

土曜午前       内 科      松岡遊貴  医師  →  田中丸真由子 医師 

土曜午前       内 科      天野辰哉  医師  →  藪下寛人  医師 
 

休診のおしらせ （５月・6月・7月） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団鼎会基金へのご協力お願いします。 

現在までに多数の方々よりご協力をいただいております。 

地域に根差した医療活動を軌道に乗せること、入院患者 

の皆様の負担を軽減し病棟運用を効果的に行うために 

一層の努力を重ねてまいります。引き続き鼎会基金への 

ご協力をお願いしております。 

鼎会基金の詳細や募集要項等につきましては下記にお問い合わせください。 

三和病院内 鼎会本部総務課 基金係 （TEL：047-712-0202） 

～ おしらせ ～ 

［内科］ 

・天野 辰哉 医師 

５月１７日（水） 

 ・斉藤 美奈子 医師 

５月２４日（水） 

 ・渡辺 聡枝 医師 

   ５月２７日（土） 

 ・高林 克日己 医師 

   ６月１７日（土） 

 

 

［乳腺外科］ 

・渡辺 修 医師 

６月２４日（土） 

   ７月１３日（木） 

 ・長谷川 圭医師 

７月１３日（木） 
乳腺外科外来 

７月１４日（金）１５日（土）学会の為 休診となります。 

☆7月 12 日（水）は 

    長谷川医師、髙松医師が診療いたします。 

三和病院 八柱三和クリニック 

［内科］ 

      ・藪下 寛人 医師 

      ７月 ８日（土） 

   ・鈴木 明子 医師 

      ７月１０日（月） 

      ７月１１日（火） 

      ７月１３日（木） 

      ７月１４日（金） 

 

［整形外科］ 

・吉田 圭一 医師 

     ６月 ２２日（木） 

[形成外科] 

   ・末貞 伸子医師 

     ６月９日（金） 


