
「3月の坂川を歩く
」

今年は3月末で桜が
一斉に開き始めた

。

松戸郵便局の前に
石畳が敷かれてあ

り、ここを進むと山
門がある

この先が松龍寺。

この寺は徳川八代
将軍吉宗が松戸の

小金牧で鷹狩りをし
た際に、

将軍休憩所となっ
た寺だそうであり、三

つ葉葵の紋が使わ
れている。

また山門は現存す
る江戸時代後期の

手法を残す建造物
で

価値がある山門らし
い。

この山門に桜と白
い花のユスラウメ？

が咲く。

スケッチには絶好の
場所がありました。 絵、文菅谷功
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理 事 長

三和病院の時間外
　　診療について

医療法人社団鼎会
斉藤 丈夫

三和病院は今年の8月で開院4年になりま
す。入院病床を持つことは私たちの念願でし
た。地域医療を担う拠点を持ち、乳腺の手術
も自分の病院で行うことができるようになり
ました。かかりつけの患者さんが診療時間
外に急病になった時に対応できるようにす
ることも、三和病院をつくった目的の一つで
した。病院の運営はようやく軌道に乗ったと
思っていますが、時間外の診療に関しては
予定通りだったとは言えません。よく患者さ
んにも「三和病院では救急は受けられるの
ですか？」と聞かれることがあります。時間外
診療の課題は病院のスタッフの間でいつも
議論されてきましたが、
患者さんにも機会があれ
ば率直にお話ししたいと
考えていました。
特にかかりつけの患者さんに関しては時
間外であっても三和病院で診療するのが理
想です。ただ50床の病院の制約もあります。
救急病院では時間外であっても血液検査や
レントゲンなどの機能が維持されています
が、三和病院では時間外には検査ができな
いのが現状です。医療環境の変化も大きい
と思います。「たいていの腹痛はお腹を診察
すれば十分対応できる、検査は二の次」とい
う様に考える医師は少なくなりました。かつ
ては「腹膜炎の所見がなく緊急手術は必要
なし」といった、診察を下にした医師の判断
はそれなりに尊重されました。昨今はCTス
キャンなどの画像診断や血液検査など、誰
が何時みても同じように評価ができる客観
的な所見が重視されるようになりました。検
査ができなかったから仕方がなかったとい
う理屈は通らない面があります。離れ小島の
病院ならともかく、近隣にはいくらでも救急

病院があるからです。
ただし救急病院を受診する場合の懸念も

あります。救急病院では普段の病状を考慮し
て治療を差し控えるという判断をすることが
難しい面があります。ですから急病に対して
出来る限りの治療を行うことが原則になりま
す。特に高齢の患者さんでは、苦しみを長引
かせるだけの結果になりかねない無理な延
命治療を望まない場合も少なくないと思い
ます。急病の際の基本方針は主治医と話し
合っておくことが大切だと思います。
三和病院に電話で問い合わせいただいた

際には、当直医が普段の病状をカルテで確
認しつつ症状をお聞きします。三和病院で
診療できるか、あるいは救急病院受診が適
切であるかの判断することになります。三和
病院で対応できる場合も少なくないと思い
ます。三和病院で診療した上で、結果的に救
急病院紹介が必要と判断した場合は、診療
情報提供書を用意します。一方、脳血管障害
の可能性が高い症状などでは、CTやMRIの
稼働が必要であることが明らかな場合もあ
ります。心筋梗塞などの心臓疾患は時間との
勝負なので、救急車を呼んで救急病院に直
行した方が良いと思います。
私たちはクリニックしか基盤のないところ

から50床の病院を立ち上げることができま
した。たくさんの患者さんの支援があったか
ら出来たことです。時間外診療の課題に止ま
らず、まだまだ
足りないところ
が沢山あります
が、一歩一歩前
進していきたい
と思います。
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守衛（保安事務当直）は、夜間警備と救急
対応が主な業務です。
ルーチンの巡回は、夜勤以外のスタッフ
がみな帰宅してから。といっても、まだ明か
りの点いている部屋が一室。1階診察室の4
番、理事長・斎藤先生の診察室です。帰宅は
いつも遅いのに朝も早い出勤なので、私た
ち守衛から、いつ寝ているのかと気遣われ、
不思議がられてもいます。
診察室の巡回は裏の通路から入ります。5
番診察室、4番、3番…の順に。この診察室各
部屋を、他の部署ではどう呼んでいるのかは
わかりませんが、私たちは略して「1診（イッ
シン）」「2診（ニシン）」…「5診（ゴシン）」と
呼んでいます。
その略称が災いのもとになるとは、いった
い誰が想像しえたでしょう――。

いちど、5診の前でギクッと立ち止まったこ
とがあります。開いたドアから診察台に横た
わる白衣の人影を目にしたのです。顔までは
見えず「先生、仮眠かな？…」と、そそくさと4
診へ向かい、開いたドアの中を恐る恐る覗
けば、PCがオンのまま、やはり先生の姿はあ
りません。もしそこに先生がいたとしたら、そ

れはまた背筋の凍る話でしょうが。
それから数日後――。深夜、たまたま先生

と4階からエレベーターに同乗することにな
りました。背後に佇む守衛を気遣って、背中
越しに「夜勤は疲れるでしょう。大変ですね」
と、ねぎらいの言葉がかけられます。あの5
診の白衣姿がフラッシュバックし、ついこん
な言葉が口を突いて出ていました。
「いいえ、先生こそ。このあいだ先生、5診

（ゴシン）で休んでらっしゃったでしょう？」
「ええっ…？」
怪訝そうな声で、横顔がわずかにこちらへ

向けられます。おっと、そんな覚えはないと
いうのでしょうか？　いや、そうじゃない。不
興を買ったのは何か？　しんと静まり返った
密室のなか、それは何かとあわてて探りま
す。あっ…。すぐに答が閃きました。「ゴシ
ン」。そのザラッとした語感。同音異義の別
の言葉！　出来すぎの偶然。
「先日、先生、診察室の5番で休まれていま
せんでしたか？　巡回時に目にとまって、声
を掛けようかどうか迷いましたが…」
診察室の5番。平静を装い、「5番」を強調

してフォローします。
「ああ、あれねぇ――」やっと横顔がほころ
びました。「あれはね、ちょっと横になってい
ただけでね。別に昏倒していたわけじゃない
んだから。放ったらかしにしてくれて構わな
いんですからね――」
ゆるゆると降下する小空間に、先生の笑
い声が響きます。ふう…、冷汗、冷汗。
――診察室の別の呼び方を新たに考えな

くては。略称1診…、いや、一新ですね。

守衛日記
〜診察室5番の怪〜

守衛 奥谷俊介

三和病院には「さくらんぼの会」という乳がん患者会があります。同じ病気
と向き合う仲間同士、年に4回定例会で集まって話をしています。治療中の
方は、治療に関する悩みを相談したり、つらい気持ちを分かち合ったり…
参加申込みは、受付・外来のスタッフまでどうぞ
登録費：1,000円（年会費などはありません）

さくらんぼの会
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　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。
　引き続き鼎会への基金・寄付金のご協力をお願いしてお
ります。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。

医療法人社団鼎会への
基金・寄付金を募集しております

三和病院内 鼎会本部総務課 基金係 TEL047-712-0202

お 知 ら せ 外来担当医変更のお知らせ
平成30年4月～ 下記のとおりに変更となります。

※乳腺外科 髙松医師の外来は4月20日でしばらくお休みになります

月曜
火曜
水曜
木曜
土曜

4月2日より
4月10日より
4月4日より
4月5日より
4月7日より

毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
毎 週

午前・午後
午前・午後
午 後

午前・午後
午 前

内 科
内 科
内 科
内 科
内 科

根津雅彦医師の外来が始まりました
風間啓至医師の外来が始まりました
渡邉かおる医師から名越咲医師に変更になりました
渡邉かおる医師の外来が始まりました
田中丸真由子医師から富田裕之医師に変更になりました

ご協力お願いします

八
柱
三
和
ク
リ
ニ
ッ
ク

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

4月  2日より
4月  3日より
4月  3日より
4月  4日より
4月  4日より
4月  5日より
4月  6日より
4月  6日より
4月  7日より

毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
毎 週
1．3．5週

午前
午前・午後
午後
午後
午後
午前
午前
午前
午前

乳腺外科
乳腺外科
皮膚科
泌尿器科
整形外科
内 科
内 科
乳腺外科
整形外科

髙松友里医師から小寺麻加医師に変更になりました
髙松友里医師から小寺麻加医師に変更になりました
川添貴弘医師の外来が始まりました
窪田徹矢医師から三井要造医師に変更になりました
吉田圭一医師から佐野善智医師に変更になりました
属増晃一医師から松本容子医師に変更になりました
福田健介医師から河野史歩医師に変更になりました
髙松友里医師から小寺麻加医師に変更になりました
佐藤雅医師の外来が始まりました

三
和
病
院

八柱駅発 三和病院発
平成28年8月

8時
9時
10時
11時
12時
13時

14時
15時
16時
17時

30 50
10 30 50
30 50 
10 30 50
30 50 
10 30

20 40
00 20 40
20 40
00 20

昼休み

※交通状況等によって時間通りに運行できないことがあります。
※日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）は運行しておりません。

※土曜日のみ
　運行の最終便

※この便は状況に応じて増便いたします。

40
00 20 40
20 40
00 20 40
20 40
00 20 50※

10 30 50
10 30
10 30 50
10 30 45※

三和病院・八柱駅間
シャトルバス運行
予定表

休診のお知らせ

4月26日（木）……………高林克日己 医師
高林医師 毎月第3木曜日は15：30診察開始になります。

八柱三和クリニック

4月28日（土）……………李　　鍾碩 医師
4月28日（土）……………渡辺　　修 医師
5月17日（木）……………渡辺　　修 医師
 長谷川　圭 医師
5月19日（土）……………佐藤　　雅 医師
5月23日（水）……………齋藤美奈子 医師

三和病院

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糖尿
病患者さんやご家族、医療スタッフで作っている患者会
です。患者会では患者さん同士の意見交換、ウォークラ
リーや他の患者会との交流会に参加しています。また、
糖尿病専門誌「糖尿病ライ
フ さかえ」を毎月読むこと
ができ、食事や運動のこと
など様々な情報を得るこ
とができます。

会費 3,600円
※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～翌年3月まで




