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竪穴式住居

前回は、博物館から園内の道路橋の上から

スケッチしたが、

今回は、博物館裏の「縄文の森」竪穴式住居と

受付小屋を描く。

この竪穴式住居は実際に中の見学ができ、

以前入った時は中は意外に広く、

かやぶき屋根と同じで、火を燃やし、

燻して虫の発生を抑え住居を長持ちさせます。

この竪穴式住居は全部で３棟あり、

後方には小学生が工作するための

森の工芸館があります。

この竪穴式住居を下っていくと

千駄堀池に近道となります。

天気もよく秋の一日の面白いスケッチでした。

絵、文  菅谷 功 2021年12月



◆昨年も新型コロナで大変な1年だったと思います。 3回

目のワクチン接種が始まりそうです。 ワクチンと言えば季

節性インフルエンザもあります。 土曜日の午後に専用枠

を設けて円滑に接種できるように努めてきましたが、ここ

2シーズンは大混乱でした。 もともと生産が追い付かな

いところに、希望する方が例年よりも多かったため、多く

の方が予約をとれませんでした。 適切な接種時期とワク

チンが手に入る時期のずれがあることも悩みの種でし

た。まるで椅子とりゲームのような状態では医療機関とし

て秩序が保てない、という意見がスタッフの中にも強く、

昨シーズンはワクチンの受付を一時的に休止しました。

一方で、12月に遅れて入手できたワクチンを使い切るこ

とができませんでした。どうすれば正しい対応ができた

か、今でも答えは分かりません。

◆公平であることと無駄がないことは両立が難しいこと

が少なくないと思います。 もちろん公平であることが何よ

りも大切であると思える場面もあります。 幼稚園で用意し

たおやつが数人分足りなかったとします。 先生は、おや

つがグジャグジャになったとしても公平に分けることに全

力を尽くすはずです。 それができないのであれば、あきら

めてもらうお子さんを数人決めるくらいなら、全部捨てて

しまって無駄にすることを選ぶと思います。 予防接種はも

ちろん分けられません。 公平であることを最優先に考え

ると、身動きがとれなくなります。 それでも進めなければ

ならないのが予防接種なのだと思います。

◆集団免疫という考え方があります。 できるだけ多くの

人に予防接種を受けてもらって流行を阻止でれば、予防

接種ができなかった人も一緒に守ることができます。 鎖

や堤防は一番弱い部分で全体の強さが決まりますが、ウ

イルスに対しては、何割の人がワクチンを接種している

かで集団としての防御の強さが決まります。

◆コロナの予防接種でも、コールセンターは全然つなが

らず、インターネット予約ができる人が有利になりました。

「インターネットに不慣れなお年寄り」という言い草もどう

かと思います。 そもそも高齢の方がインターネットに慣

れる必要なんてあるのでしょうか。 こんなものに頼らなく

ても不自由しない社会を維持するのが行政の仕事という

ものでしょう。 効率が最優先、ついて来られない人は置い

てきぼりみたいなやり方で、出来る人からどんどんワクチ

ンを接種しました。 混乱も批判もありましたが、これで感

染爆発を抑止できたとすれば、成功したと見る事もできま

す。 国民は予防接種を粛々と受け、非常事態宣言によく

協力したと思います。

◆子供の頃から予防接種が好きな人などいるはずがあり

ません。 学校から告知が来るともう数日前から憂鬱でし

た。 特にツベルクリン反応からBCGへの流れは最悪でし

た。 でもつらい予防接種を受けることは、お子さんから大

人への最初のプレゼントなのです。 公共の福祉という良

く分からない概念を具体的に学ぶ機会でもあります。 「痛

いのは嫌だけど、おじいちゃんおばあちゃんや、体の弱い

人を守るためだから、頑張りましょう」こんな感じでお子さ

んに話してあげるのも良いことだと思います。

◆さて新型コロナウイルスですが、予防接種の完遂率が

高い国でも再流行が起こっています。 変異株や予防接種

の効果の経時的な減衰などの問題があり、集団免疫の獲

得は予想よりも難しいという見方も出てきています。 それ

でも予防接種を受けるのは自分1人のためではないとい

う気持ちは大切だと思います。

内科   斉 藤  丈 夫
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外来診療日 三和病院：月曜PM・水曜AM、クリニック：火曜AM・木曜AM・金曜AM・土曜AM



〈病棟クラーク〉
　病院にご来院の際に最初にお越し頂くのが総合案
内です。
　そこで外来診察の為の受付や診察後の会計、入院
患者様への事前説明、また総合案内以外の場所でコ
ンシェルジュとして患者様のご案内等を行っているの
が医事課です。
　そんな医事課から入院患者様と多く接する、「病棟
クラーク」と呼ばれる業務についてご案内をさせてい
ただきます。 病棟クラークとは、入院病棟で主に業務
をし、唯一事務服を着用している一番入院患者様と
距離が近いスタッフです。 医師や看護師、その他のス
タッフのお手伝いはもちろんのこと、患者様、ご家族
様に関わる機会は例えばこんな時です。
●入院される患者様を病棟までご案内しています。病
棟に一緒に上がれないご家族様の代わりに、お荷
物お持ちします。
●事務手続きで不安な事があればご相談に乗りま
す。『荷物の受け渡しはどうしたらいいの？』『保険
会社の書類はいつ出せばいいの？』

●退院前の患者
様に概算をお
伝えしたり、
退院時の金額
をお知らせに
いきます。
　退院の時、『迎
えにくる家族に入院費を知らせたい。』『明日退院予
定だけどいくらぐらいかかる？』そんな時などに概算
をお出しします。（ご家族様と確認が出来れば、お電
話でも概算をお伝えすることは可能です）

　ただでさえ、不安な入院生活を、コロナ流行で面会
もできず、大変ご不便をおかけしております。
　当院ではオンライン面会という面会手段もご用意
しております。 詳しくはスタッフにお問い合わせ頂く
かホームページをご覧下さい。
　病状などのお返事はできませんが、その他どんな
ことでも構いません。 ご心配な事があればお声がけ
下さい。
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病棟からのお知らせ
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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　看護師として、42年が経過します。 多くの先輩、同僚、後輩の皆様、家
族の支えがあったからこそ、今日まで仕事を続けてこられたのだと思い
ます。 そして、なにより患者さんからいただいた感謝の言葉や、あたた
かい励ましに力をいただきました。
　表彰に際し、皆様に心より感謝申し上げます。
　三和病院は、開院8年目と
なり、地域の皆様の期待に応
えられますように職員一同
がんばっています。
　私も、初心を忘れずに、心
のこもった質の高い看護の
提供ができますように、一日
一日努力して参ります。

総看護師長　石野恵子

この度、千葉県看護功労者
知事表彰をいただきました。



鼎会からの
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。

令和 ４ 年
 １ 月 ８ 日（土）…… 乳腺外科  渡辺　　修 医師

（代診 湯川寛子医師）

 3 月 5 日（土）…… 整形外科  稲垣　健太 医師
（代診 白谷悠貴医師）

 3 月17日（木）…… 内　　科  石川　絢一 医師

 3 月12日（土）…… 内　　科  藪下　寛人 医師

休診のお知らせ

八 柱 三 和 ク リ ニ ッ ク

三 和 病 院
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