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なぜ太陽の力がこんなに強いのだろうか?
皮膚がすぐ真っ赤になる今日この頃です。

今年のスケッチは春木川にかかる大橋のス
ケッチです。この大橋は松戸東部地区をつなぐ
国道464号線上にあります。昔は鮮魚（なま）街
道とも呼ばれ生魚を籠につんで木下、布佐か
ら松戸駅付近にあった河岸まで往来していまし
た。徳川将軍家も御鹿狩（おしかかがり）のため

にこの道を利用し御成道とも呼ばれました。
春木川にかかる大橋は市川に入ると国分

川に名を変えます。大橋地区には東松戸変電
所（50m）や本土寺の末寺でもある本源寺、地
図上に宗五園釣り堀などがあります。

スケッチでは北総線の高架が川の後方に続
き夕日が包む光景でした。

絵、文  菅谷 功 2020年8月

松戸市大橋地区
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2019年11月から三和病院の木曜日の内科外

来を担当させていただいています。

長年検査医学や予防医学の研究・教育に携

わってきたため、現在外来では一般内科として診

療していますが、元々の専門は神経内科という領

域になります。神経内科は多くの方にとってあまり

馴染みのない診療科だと思われますので、この場

をお借りして少し紹介させていただきます。

神経内科は、名称が似ているために神経科や

心療内科としばしば混同されるようです。神経科

（＝精神科、精神神経科）や心療内科は、感情や

思考のような精神的な問題、「心の病」を主な対

象とする診療科ですが、神経内科は「臓器として

の」脳や脊髄、末梢神経、筋肉の病気を対象とし

ます。このため神経系のより基本的な機能である

運動や感覚の症状、具体的には手足の脱力・麻

痺、筋肉の萎縮、ふるえ（不随意運動）、けいれん、

言語の障害、認知機能、頭痛、しびれ、意識障害、

失神、めまい、ふらつきなどの症状を主に取り扱

います。神経内科専門医の団体である日本神経学

会では2018年に、診療内容への誤解を避けるた

めに標榜科名を「神経内科」から「脳神経内科」に

変更しました。

疾患としては脳梗塞や脳出血などの脳血管障

害（脳卒中）や認知症を取り扱うことが多いので

すが、対象疾患のなかにはパーキンソン病、筋萎

縮性側索硬化症（ALS）、筋ジストロフィーなどの

神経難病に指定されているような疾患が多く含ま

れます。このなかで患者数が多く、通常神経内科

だけで診療されるパーキンソン病という病気につ

いてご紹介します。

パーキンソン病は、脳の中脳黒質と呼ばれる部

位の神経細胞が少しずつ変性（脱落）していくこと

により、振戦、無動、固縮、姿勢反射障害などの運

動症状が進行する疾患です。難病に指定されてい

ますが60歳以上では100人に1人くらいの頻度

で発症するといわれていて、人口の高齢化に伴っ

て患者数は増加しています。

片手の何もしていないときの手指のふるえ（静

止時振戦）で始まることが多く、動作が徐々に遅く

乏しくなり（無動）、筋肉がこわばり（固縮）、瞬き

が少なく硬い表情の顔つきになって、話し方も小

声で単調になっていきます。

歩き始めの最初の一歩が踏み出しにくくなり

（すくみ足）、歩き方も前かがみで歩幅が狭く（小

刻み・すり足歩行）、体のバランスが取りにくく

なって（姿勢反射障害）、転倒しやすくなります。立

ちくらみや発汗などの自律神経症状、嗅覚障害、

うつなどの非運動症状もみられます。まだ根治さ

せることはできませんが、適切な治療により症状

の劇的な改善が期待できます。心配な方はご相

談ください。

なお姓は松戸（まつと）ですが、生まれ育ちは残

念ながら北海道です。趣味はヴァイオリンやピア

ノを弾くこと、コンピュータプログラミングなど。

どうか宜しくお願い申し上げます。

脳神経内科
　　　について

脳神経内科 松戸 隆之
三和病院：木曜日

午前午後
外来診療日
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皆さん、こんにちは。今回は「手術室」の紹介です。

手術室のスタッフは、手術室看護師長、主任を含

めた看護師4名と、看護補助者1名の5名で年間約

700件以上の手術看護業務や日々の業務を担って

います。

2階にある手術室には、「全身麻酔」と「局所麻酔」

の手術を行う2部屋の手術室があり、4時間以上かか

る手術から30分程度で終了する手術と様々です。

当院は乳腺外科手術が主で、乳房再建術も同時

に行っており、形成外科の日帰り手術、化学療法を受けるための埋込み型ポート造設の手術なども行っています。

ところで皆さんが思う手術室看護師にはどのようなイメージがあるでしょうか。手術室の看護師は特別な資格

があるわけではなく、いわゆる国家資格の看護師と同じです。手術業務以外に、手術が安心して受けられるよう

に手術前に病室に伺う「術前訪問」、術後に伺う「術後訪問」をほぼすべての患者さんに対して行っております。

その情報をもとにスタッフ全員でカンファレンスを行い、麻酔科医やコ・メディカルと手術が安全で円滑に実施で

きるよう看護計画を立案します。手術室は「掃除で始まり掃除で終わる」清潔重視の部署であり、手術が終わる毎

に看護師が室内清掃・床拭きを行い特殊な空調システムで清潔を維持しています。

また、乳腺外来・形成外来診療を担当することもあります。そこではこれから手術を受けられる方々や、手術を

受け退院された方々とふれあう事ができ、さらに充実した継続看護を実感することができます。

手術業務を行う日は、ピンク色のユニフォームを着用しています。手術を控えている方や不安な事を抱えてい

る方、いつでも相談やアドバイスをいたしますので気兼ねなく声をかけて下さいね。

手術室のご案 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
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鼎会からの
お知らせ

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
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

休診のお知らせ
八 柱 三 和 ク リ ニ ッ ク

10月 6 日（火）午前 内　　科 栗原由紀子 医師
（午後は診察あります）

10月10日（土）…… 内　　科 塚原　隆伊 医師
11月11日（水）…… 内　　科 神﨑　哲人 医師
11月14日（土）…… 内　　科 藪下　寛人 医師

三 和 病 院
10月 9 日（金）…… 形成外科 黒澤小百合 医師
10月23日（金）…… 形成外科 黒澤小百合 医師
10月13日（火）…… 乳腺外科 北野　　綾 医師
10月14日（水）…… 乳腺外科 長谷川　圭 医師
10月22日（木）午後 乳腺外科 渡辺　　修 医師
10月23日（金）…… 乳腺外科 渡辺　　修 医師
10月23日（金）…… 形成外科 黒澤小百合 医師
10月29日（木）…… 乳腺外科 長谷川　圭 医師
10月31日（土）…… 整形外科 戸口　泰成 医師
  平沢累医師 代診
11月 7 日（土）…… 整形外科 戸口　泰成 医師
  平沢累医師 代診
11月21日（土）…… 整形外科 戸口　泰成 医師
  平沢累医師 代診
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