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「公園スケッチ散
歩」
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いる21世紀の森公
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中央口の階段を降
り、少し下りになる

今回はこの辺でス
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楽しそうな親子連れ
が、ニコニコしなが

ら先を歩く。

花壇の前から里の
茶屋方面に向かう
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小川の池があるこ
のあたりは水辺を好

む老木が多い。

今度の台風でその
一本が折れていた

。多分ハンの木であ
ろう。

集いの広場では、
広葉樹がすっかり
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黄色の世界がそこ
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高林ツアーとは、当院内科医の高林が毎
年夏から秋にかけて約1週間から10日の
旅程で患者さんを連れてヨーロッパ各地を
回るツアーです。このツアーの特色は膠原
病、リウマチの患者さんを対象としていて、
通常のハードな海外ツアーではとても行く
ことのできない体の弱い方をお連れするた
めのツアーで、高林が千葉大学時代の
1994年から行われてきました。コース、ホ
テル、レストランは高林がすべてアレンジ
します。
昨年はドイツ・オーストリアからアルプス

越えでイタリアへ出る山岳コースでした。
成田で在宅看護をしている菅野道子さ

んにナースとして参加していただきました。
ミュンヘンに着いたその夜オクトーバ
フェスト（ビール祭り）見学、翌日BMW自動
車博物館、キームゼーを経てザルツブルグ
へ。翌日はザルツブルグの街をサウンドオ
ブミュージックツアー、夜はビール工場の
不思議なビヤガーデン。第3日はバードイ
シェルで皇帝フランツヨーゼフの館を訪ね
た後ハルシュタット湖、ゴーザウ湖と山紫
水明の地めぐり。第4日は今回のクライマッ
クス、グロースグロックナー峠を越えてイタ
リアへ。第5日はコルチナダンペッツォとそ
の周辺。第6日はコルチナからベネチアへ。
第7日はベネチア観光。そして第8日はホテ
ルからモーターボートで空港に到着とい
う、数々のトピックスが詰まったツアーでし
た。世界遺産と日本人には知られてはいな

いが優れた観光地に、グルメを織り交ぜた
今後の模範ルートであると我ながら自負し
ています。特に一般のツアーでこれだけの
レストランを毎日用意しているのはまず皆
無でしょう。

さらにザルツブルグではあの祝典劇場を
我々だけで見学するという特典を得て、カ
ラヤンが立った同じ舞台にあがり、グロー
スグロックナー峠では初雪後の快晴という
またとない光景に恵まれました。コルチナ
のロープウエイ山上からの眺めもまた圧巻
でした。
しかし、途中で発熱者がこんなに出たツ
アーも珍しかったのです。終わってみれば
マイコプラズマ肺炎2名、インフルエンザ2

名、その他不明の発熱者が何人もいて、医
師と看護師はてんてこ舞い。毎日のように
ホテルのベッドで点滴。お陰で持っていた
点滴類は全て使い果たしました。一週間に
一般のツアー並みにいろいろ詰め込んで、
また寒暖の差が激しかったせいでしょう
か。普通のツアーでこんなことがあったら
パニックになるでしょうね。今回は在宅酸
素をしている患者さんを連れていくという
ことが最大の課題で、このためには大変苦
労しましたが、彼に感染しないで最期まで
無事に帰ってこれたのがせめてもの幸いで
あったと言えるでしょう。こんなリスクのあ
る旅はもうこりごりだと思いながら、今年一
年休むと、もう来年はどこへ行こうかとプラ
ンを練っている今日この頃です。初心に
帰って、次回は最低限の移動しかしないツ
アーにしようかと考えています。

内 科

三和病院顧問・千葉大学名誉教授

高林 克日己
外来診療日
三和病院 月曜（午前）水曜（午後）土曜第2.3.4（午前）
八柱三和クリニック　木曜（午後）

オーストリア ザルツブルグにて

オーストリア ゴーザウ湖にて

高林ツアー報告
第21回



主な医療機関の乳がん治療成績（2017年）
　当院の乳腺外科の乳がん手術件数は321件で、千葉県内
での乳がん手術件数の多い順に①亀田総合病院 ②国立がん
センター東病院 に続き3番目の乳がん手術件数となりました。
　当院では、乳房の同時再建手術（2017年51件）や再発リス
クの検査や遺伝性乳がんの遺伝子検査なども行っています。

　現在発売中の雑誌 FLASH1489号の俺たちがすべき
こと＆最新治療 妻が彼女が「乳がん」になったらという記
事で、院長渡辺修医師の取材記事が掲載されました。男性
が身近な方で乳がんに罹られた場合に気を付けたいこと
について紹介しています。
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ベネチアサンマルコ
広場にて▶

▲グロース グロックナー峠にて

2018年10月17日の読売新聞「安心の設計」に掲載されました

雑誌 FLASH1489号に掲載されました

この2つの記事は院内に掲示しております。



※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。
※定められたバス停などはございません。※八柱駅の交番前を目安に発着しております。
※八柱駅前のロータリーの駐車状況によっては、交番前に停車できない場合がございます。
その際は、ロータリー内の可能なスペースに停車致しますので、ご了承下さいませ。
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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

八柱駅発 三和病院発
平成28年8月
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昼休み ※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。
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三和病院・八柱駅間
シャトルバス運行
予定表

ご協力お願いします

休診のお知らせ

11月 7 日（水）………内　　科 神﨑　哲人 医師
11月14日（水）………内　　科 神﨑　哲人 医師
 代　　診 鈴木　明子 医師
11月21日（水）………内　　科 神﨑　哲人 医師
11月22日（木）………内　　科 高林克日己 医師
11月28日（水）………内　　科 神﨑　哲人 医師
 代　　診 鈴木　明子 医師
12月 8 日（土）………内　　科 藪下　寛人 医師

八柱三和クリニック

11月 1 日（木）………整形外科 廣瀬　恵介 医師
11月 5 日（月）………乳腺外科 渡辺　　修 医師
11月10日（土）………乳腺外科 渡辺　　修 医師
 代　　診 平野　　明 医師
11月14日（水）午後 外　　科 渡辺英二郎 医師
11月22日（木）………内　　科 渡辺　聡枝 医師
11月24日（土）………乳腺外科 平野　　明 医師
 代　　診 渡辺　　修 医師
11月24日（土）…… 内　　科 高林克日己 医師
11月28日（水）………泌尿器科 三井　要造 医師
11月28日（水）午後 外　　科 渡辺英二郎 医師
12月 4 日（火）午前 乳腺外科 小寺　麻加 医師
 代　　診 長谷川　圭 医師

三 和 病 院

鼎会からの
お知らせ

お 知 ら せ

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

第6回健康サービスデー開催！

新入職員紹介

10月より入職いたしました武
田紀子です。三和病院の食
事をおいしく食べて元気に
なっていただけるよう、日々業
務に励んで参りますので、よ
ろしくお願い致します。

武田 紀子
たけだ

栄養士

10月より三和病院で看護師
として勤務しております、渡
辺美咲です。皆様のお気持ち
に沿った関わりができるよう、
日々努力して参ります。よろし
くお願い致します。

渡辺 美咲
わたなべのりこ みさき

看護師

健康サービスデーとは？[地域医療を通じて医療を守る]とい
う当院の理念に基づき、地域の皆様の医療への見聞を深め、
健康を守ることを目的として講演を開催しております。
●場 所 三和病院4階リハビリテーション室
●日 時 12月8日(土)開場14時・講演14時30分～16時

「乳がんの最新の話題」
三和病院 院長 乳腺外科 渡辺 修医師

「皮膚のトラブル～虫と水虫編～」
皮膚科 川添 貴弘医師

■骨粗しょう症が気になる方に無料「骨密度測定」しませんか？
■在宅医療相談、承ります。


