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今日は作業所の前にある自動車修理工場をモ
チーフにする一月に描いたケヤキの前である。
修理工場の屋内には、２，３台の車輛が整備中、
外に8～10台の車がある。
あたりを歩き回るうち日が傾き、逆光状態に
なった。
右道路から車が２台通り過ぎた。
意外とこの道は通行量が多い。

年配者には気を付けてと自分に言い聞かせての
取材である。
逆光の中、スケッチ開始。あたりが暗くなり工場が
浮かび上がる。
スケッチでの夕闇の光が表現されていれば幸い
である。

絵、文  菅谷 功 2021年3月

21世紀の森公園南口周辺を描く



　朝から晩まで新型コロナウイルスの話で、まさにこの1

年以上人類はウイルスと戦争状態にあるといえます。 そ

して今の話題は新型コロナウイルスワクチン。 ところがこ

こにきて結構多くの人がワクチン接種に二の足を踏んで

います。 あまりに多くの情報が出てきて、本当にワクチン

を打っていいのかどうしようと悩んでいる方が多いのでは

ないでしょうか。 私から見ると結論が明らかな問題を、わ

ざと面倒な話にしているのはマスコミの責任だと思いま

す。 私は先日リウマチ財団の講演会でお話をしましたが、

内容は一般の方にも十分通じる話なので、これを皆さん

にお示しして考えて頂ければと思ってここに書き下ろすこ

とにしました。

　そもそもこのワクチンに疑問を抱く人、なんでこんなに

短期間でできたのか、怪しいと考える人がいます。 全然そ

うではありません！  mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン

という考え方はまさに画期的で、間違いなくノーベル賞を

取るでしょう。 いままでのウイルスを卵の中で弱毒化する

などして作ってきたワクチンとは全く違う、まさに21世紀

だからできた斬新な手法なのですが、その話をすると長く

なるので今回はここで止めておきます。

　表をご覧ください。

　コロナウイルスワクチンの効果は申し分ありません。 打

てばほとんどかかることがなくなります。 心配なのはアナ

フィラキシーですが、これは対処法が確立しています。 心

配な方は医療機関で受けることです。 おそらくアナフィラ

キシーを含めてワクチン接種のために死亡する人は日本

人全体でも10人といないでしょう。（インフルエンザでも

2000万人毎年ワクチンを接種していますが、これが直接

原因の死亡者はいません。）ジャンボ宝くじの当選確率は

2000万分の1って知っていましたか？ 何度買っても当た

らないわけですが、そのジャンボ宝くじ以上です。 一方で

ワクチンを受けなければそんな心配はありませんが、か

かったときには60歳代では1.4％、80歳以上では12.3％

死ぬことになります。  閉じこもって感染しなければいいん

だといっても、インフルエンザでも10年以内にほぼ全員

が1回はかかります。 それでは2-3年様子を見てからとい

う慎重な考えはあるかもしれません。 ただその間恐怖で

生きていかなければなりません。 副反応を心配する人も

います。 もちろん予防接種ですから多少のことはありま

す。 私も先日受け、翌日は二の腕が重く手を伸ばせなくな

りました。ただ一日で症状は消えました。 しかし感染した

時の後遺症のことを考えれば軽いものです。現在私は回

復期外来として新型コロナ感染回復後の人たちを担当し

ていますが、彼らの中には症状が長く続いている人が珍

しくありません。 若い人たちの死亡率は低いですが、こう

した後遺症は存在します。

　一番多く聞く心配は、自分は病気をもっている、薬を服

用している、アレルギーがあるがワクチンをしても大丈夫

かということです。 基本的にワクチンはどの病気の方でも

安心して接種可能です。 ステロイドなど免疫抑制剤を服

用している方でもワクチンは有効ですし接種できます。抗

がん剤を使用されている方はその効果のために接種時

期などについて主治医にご相談ください。 アレルギーが

あるからといって特にこのアナフィラキシーとは関係があ

りませんが、かつてワクチンで強いアレルギー反応を示し

た方は必ず主治医にご相談ください。

　その他質問は多々あると思いますが、よく相談されて納

得し、安心して接種を受けることをお勧めします。

顧 問   高 林  克日己 外来診療日 三和病院：月曜AM、水曜・木曜PM、第2・3・4・5週の土曜
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　業務改善委員会では主な仕事として外来・入院を
含めた全ての業務がスムーズに行われるよう、話し
合いや運用マニュアル作成等を行っています。
　日頃より当院を利用される患者様のご意見ご要望
に応えるべく、ご意見箱の拾い上げ対応も行ってい
ます。
　また、過去には元ANAのCAの方をお招きして接
遇研修を行いました。 接遇のプロの方から第1印象
の大切さ、好感を持ってもらえる話し方や言葉使いに
ついて学び、大いに盛況な研修となりました。
　患者様のご意見や評価を受けるため、アンケート
による患者満足度調査を2年にわたり施行してきま
した。 たくさんのご意見、ご質問をいただきました。 
その中から改善した点をいくつかご紹介いたします。
　当院は駅から距離がある為、八柱駅からシャトルバ
スを運行しております。 アンケートでは駅前のどこに
停まるのかわからない、並んで待つ場所や、いつ来る
のか不明といった具体的なご意見をたくさん寄せて

いただきました。 ホームページやかなえで広く表示
し、また駅前クリニックビルの壁面に地図表示するな
どの工夫をしてきました。
　その他、病院の待合にいる事務職員（コンシェル
ジュ)の役割についての質問も多く聞かれました。
カウンターにコンシェルジュの役割を表記し、皆様の
受診の手助けになるよう目を配っております。
　去年より新型コロナウイルス感染拡大の中、様々
な感染対策を行いつつ、今以上に皆様に親しまれる
病院の構築、運営を目指して活動していきます。

業務改善・運営・接遇委員会

★クレジットカードや電子マネーでのお支払いのこと
　多数の方からご意見を頂いておりますが、当院は
小規模な病院でありクレジット会社に支払う手数料
の額が大きすぎ、現実的ではありません。 無駄な検
査を行わない、差額ベッド代金をいただかないという
病院の方針もあり、当院でのクレジットカード等の導
入は今の段階では難しい状況です、ご理解のほどお
願いいたします。

★高額な治療を受けている患者様へ
　ソーシャルワーカーが相談を受
け、利用出来る制度をご案内します。
利用できる制度がない場合は、分割
支払いなどを提案する場合もござい
ます。 遠慮なくご相談ください。

★待ち時間に関すること
　開院当初から待ち時間については様々なご意見を
伺っており、業務改善・接遇委員会では医師・職員が
どのようにしたら待ち時間を減らせるか、患者様にご
理解いただけるか検討して参りました。 その1つとし
て現在診察の対象のかたの時間の表示をすること
や、予約時間の調整などを行っておりますが、まだま
だ待ち時間が長いとのご意見もあり、引き続き検討
を重ねて参ります。

　当院は地域の皆様のご協力の下建設された皆様
の病院であり、皆様のご意見をいただき改善策を
日々検討し実施しております、可能な限りご希望・期
待にお答えしたいと思っておりますので引き続き貴
重なご意見をいただきたく思います。
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ご 意 見 箱 か ら

この委員会では各部署より委員を選出し、定期的な会議や運営を行っています。



鼎会からの
お知らせ

休診のお知らせ
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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

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

八柱駅発 三和病院発
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 ※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。

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※

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

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。

発熱・風邪症状・急性の下痢・
新型コロナウィルス患者との

接触歴有・渡航歴有など当てはまる方は
事前にお電話にて連絡をしてください。

院内に入られる際には、マスクを着用いただき、
手指消毒と検温にご協力をお願いします。

☎047-712-0202

院内感染対策にご協力を
お願いいたします

八柱三和クリニック三 和 病 院

4月の休診はございません。
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