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医療法人社団鼎会 八柱三和クリニック

かなえ 第94号（令和2年8月）

先月号では松戸市役所を描いたが、今回
はその市役所の前にある小根本神明神社
をスケッチ。
この神社は松戸古地図にもある古い神社
ですが、いつごろ創建されたのか、またその
他詳細が不明（ネットでも調べましたがやは
り詳細は不明）。
南面の正面に回ると社務所があり石段を

上ると神社に。（残念なことに参拝の鈴はあ
るが、シャッターが下りていて中にあるご神体
は拝めず）
幼児が 3～4人神社の芝生でまり投げを

していた。もちろんお母さん達はしっかり石段
の下で見守っていた。本当に気持ちのいい
さわやかな日であった。

絵、文  菅谷 功 2020年5月

小根本神明神社
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皮膚科の川添貴弘と申します。徐々に湿度と温度

が上昇するこの季節、いかがお過ごしでしょうか。

今回は夏になるとやってくる、気になるアイツのお

話を少々。日本は高温多湿であるにも関わらず、明治

以降は欧米諸国と同じように洋服と靴の文化を取り

入れました。このため靴の中は非常に多湿な環境に

なっております。

この環境によってカビの一

種である水虫、白癬菌（写真

❶）が過剰に増えてしまいま

す。靴の中が全て水虫で満た

された結果、このように足首

まで皮疹が広がります。

顕微鏡で見ると、薄い黄緑

色の糸状のカビ（写真❷）で

あることが分かります。この

糸を延ばして勢力を拡大し

ます。

それでは、足首まで生活圏

を延ばした水虫たちは、その

後どうなるのでしょうか。

徐々に勢力を拡大し、体の方

まで延伸します。これが体に

まで勢力を拡大した水虫た

ち（写真❸）です。

ここまで皆様の恐怖を煽るような事ばかり書いてあ

りますが、心配には及びません。現在の日本では水虫

の耐性菌（お薬が効かない菌）は確認されておりませ

ん。したがって、水虫の塗り薬と飲み薬で完治いたし

ます。是非、皮膚科を受診してみてください。

さて、このカビの一種である水虫は白癬菌と呼ばれ

ていますが、もう少し大きな枠組みですと真菌という

仲間の一種です。この仲間たちの中にも、人間の皮膚

で生活しようとする迷惑な輩が居ります。

癜風（写真❹）です。まだら模様になるので、見たこ

とがあるかもしれません。夏になるとまだら模様がひ

どくなると言って受診される

方が多いです。また汗かきの

方が多い印象です。こちらも

塗り薬と飲み薬で治りますの

で、諦めずに皮膚科を受診し

てください。

さて、最後になりますが、もう一種類ご紹介致しま

す。今度は皮膚の表面だけではなく、毛穴に入り込み

悪さをする輩です。

マラセチア毛包炎（写真❺）です。まるでニキビの

ようなブツブツが上半身を中心に徐々に勢力を拡大

します。ニキビの治療をして

も一向に治らない場合、この

マラセチア毛包炎も疑いま

す。カビは毛穴に潜り込んで

おりますので、飲み薬は必須

です。

上記全て完治が望める時代ですが、癜風は菌が死

滅してもしばらくの間、大体半年前後は薄茶色の色素

が残ってしまいます。全ての色が消えるまで塗り薬を

継続した方が良いとも言われております。

水虫を恥として皮膚科に受診されない方がいると

聞き及んでおります。適切な治療で治癒しますので、

恥ずかしがらずに御相談下さい。

皮膚科 川添貴弘

クリニック ： 月曜 午後
病院 ： 火曜 午後／金曜 午前・午後

外 来 診 療 日
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検査室ではその名の通りいろいろな検査を行なっています。この
検査を行なう部屋、院内マップや受診票を見ていただくと『生理検査
室』となっています。生理検査ってなに？と思われる方も多いかもし
れません。

生理検査とは心電図や肺活量、血管年齢や超音波（エコー）検査
など患者さんの身体に直接何かを取り付けたり、触れたりして行な
う検査をまとめてこのようにいいます。つまりこの検査室で行なって
いる検査のほとんどが生理検査となります。どこにいったらいいか迷
われている方もいますがこれらの検査を行なう際は生理検査室へお
越し下さい。

検査室では生理検査の他に採血も行なっています。針を刺さなければならないため嫌いな方も多い
と思います。採血は血管が細い人や硬くなってしまっている人もおり、他の病院で何回も刺されるとおっ
しゃられる方もよく聞きます。そんな方に対してはよく採る場所や左右どちらのほうが採りやすいなどを
お聞きしたり、温めたりして、できる限り1回で終わるよう努力しています。

また採血では気分が悪くなってしまったり消毒したところが赤くなったりすることがあります。気分が
悪くなって倒れてしまったり大事にならないためにも、次の様な経験がある方は事前にスタッフに声を
掛けて下さい。それぞれできる限りの対応をいたします。

●採血時気分が悪くなったことがある→ベッドに横になり採血を行ないます
●消毒用アルコールで赤くなったりかぶれたことがある→アルコールではないもので消毒します
●テープでかぶれやすい→テープを使わない代わりにバンドを使用し長めにしっかりと押さえます。
●血液をさらさらにする薬を飲んでいる→バンドを使用し長めにしっかりと押さえます。

採血後は揉まずに3～5分程度しっかり押さえてください。揉んでしまうと採血した場所が青くなって
しまうことがあり、押さえが甘いと血がでてしまうことがあります。

検査結果については担当の医師にご相談ください。それ以外で検査についてなど何かご不明点があ
りましたらお気軽にお声かけ下さい。

検査室のご案 内

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



多数の方々よりご協力をいただきました基金の募集は一旦終了とさせ
ていただきます。皆様のご協力ご支援に深く感謝申し上げ、心より御礼申
し上げます。ご協力いただきました基金につきましては引き続き大切に運
用させていただきます。
三和病院開設以来、皆様のご理解とご協力の下、

地域に根差した医療活動を運営してまいりました。
新しい医療機器の購入や室料差額無料など、より良
い医療の提供や患者様の負担を軽減する運用を継
続していくために一層の努力を重ねてまいります。

医療法人社団鼎会への寄付金の
ご協力をお願いしております

医療法人社団鼎会総務課 TEL047-712-0202

八柱駅発 三和病院発
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昼休み ※土曜日のみ運行
　土曜の最終便

※この便は状況に応じて増便いたします。
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シャトルバス運行予定表

※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。

三和病院・八柱駅間

 千葉銀行
●

交番
●

新八柱駅
バス停車位置

停車位置

八柱駅
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鼎会からの
お知らせ

休診のお知らせ
三 和 病 院

八 柱 三 和 ク リ ニ ッ ク

寄付金につきましては引き続きご協力をお願いしております。
詳細につきましては下記にお問い合わせください。

医療法人社団鼎会基金へのご協力ありがとうございました

8月 4 日（火）…… 内　　科 李　　鍾碩 医師
8月 6 日（木）…… 内　　科 李　　鍾碩 医師
8月 8 日（土）………内　　科 鈴木　　智 医師
8月12日（水）………内　　科 鈴木　　智 医師
8月13日（木）………乳腺外科 長谷川　圭 医師
8月14日（金）………乳腺外科 長谷川　圭 医師
8月24日（月）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月25日（火）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月27日（木）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月27日（木）………泌尿器科 橘　　秀和 医師
8月27日（木）………内　　科 渡辺　聡枝 医師
8月28日（金）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月29日（土）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月31日（月）………内　　科 李　　鍾碩 医師
8月31日（月）………乳腺外科 渡辺　　修 医師
 髙松 医師 代診
9月24日（木）………乳腺外科 髙松　友里 医師
9月25日（金）………乳腺外科 髙松　友里 医師
 16：00～ 渡辺 修 医師 代診
9月26日（土）………乳腺外科 髙松　友里 医師
 渡辺 修 医師 代診

8月 6 日（木）…………内　科 高林克日己 医師
8月12日（水）…………内　科 田中　詩織 医師
8月15日（土）…………内　科 渡辺　聡枝 医師
8月19日（水）…………内　科 神﨑　哲人 医師
8月26日（水）…………内　科 渡辺　聡枝 医師
8月28日（金）…………内　科 渡辺　聡枝 医師
8月29日（土）…………内　科 渡辺　聡枝 医師
9月 2 日（水）…………内　科 神﨑　哲人 医師


