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戸定邸庭園

4月に入り、桜も咲くほど気温が上昇。 
今日は私の地元戸定邸のスケッチ。
ここ戸定邸は去年の大河ドラマでクローズアップされた
徳川幕府最後の将軍慶喜の弟で
水戸徳川家最後の藩主となった徳川昭武が明治時
代に建てた住居である。 
入館料は 250円で、ここと隣接する戸定歴史館は
徳川家の家紋が入った長櫃ほか
徳川家ゆかりの諸々の文書資料調度品などが展示さ
れている。 

戸定邸は月のうち何日か内部の庭園を見学できるよう
になっている。（詳細は戸定邸ホームページの閲覧を）
スケッチ場所を探し庭園南端の東屋の下を見ると
黒い猫がうずくまっていた。  が、やけに毛艶が良く
よくよく見るとタヌキであった。
 しばらくすると、がけ下の茂みの中に消えていった。 
後で職員に聞くと本物がいるとのことでした。
 まだまだ自然が残る戸定邸のスケッチであった。

絵、文  菅谷 功 2022年4月



鼎会三和病院では、夜間休日帯に当直医が駐在し

ています。 基本的には入院されている患者様の病

状の変化に対応することが仕事ですが、やむなく

夜間に受診しなくてはならない患者様への処方

や、電話による病状相談なども併せて行っていま

す。 夜間や休日には、多くのクリニック・病院が閉

まってしまうため、何か症状があって心配でも、どこ

に相談すればよいのかも分からない。 ということが

あると思います。 そのような時には、三和病院にご

相談ください。

総合病院における救急外来のように血液・尿検査

やレントゲンを含む画像検査を行うような診療は

出来ませんが、すべての患者さんがそのように緊急

での検査・治療を要する症状を抱えているわけで

はありません。 当院では、簡単な処方などで様子を

見られるような患者様や、すぐに治療を要するわけ

ではない患者様の相談に乗るような形で、この松

戸地区の医療に貢献しています。

時間外にいただくお電話の内容として多いのが、

服薬の相談です。 熱が出たとき、痛みがあるときな

どに対応して、前もって処方を受けている患者様は

多いのですが、実際にそのような症状に直面した

時に、本当に薬を飲んでいいのか、どういうことに

注意すればいいのかわからない、という方は多くい

らっしゃいます。 そのような場合に、電話で相談を

いただくことで、適切な服薬であるか、もし症状が

改善しない場合にはどうすればいいのか、アドバイ

スをすることが可能です。 また、日々の診療は電子

カルテによって共有されているため、当直医から担

当医に相談し、担当医の観点からどのような対応を

するべきかを相談することもできます。 また、同様

に翌日以降の外来につなぐことも可能です。

注意していただきたい点としましては、電話相談し

た内容以外の症状が出現した場合には改めて相談

をしていただきたい、ということ。 また早急に、治療

の必要があると医師が判断する場合には、夜間救

急外来を設けている総合病院へと誘導させていた

だくことがあります。 いずれにしても、個人で悩んで

いると判断ができないような症状がある場合には、

ぜひ電話にてご相談ください。

夜間外来に受診される際の注意点として、来院前

に電話にて一報御相談をいただけるととてもあり

がたいです。 当院では入院されている患者様がい

るため、夜間・休日の時間帯には通常入院患者の

対応を行っている医療スタッフが病棟管理に並行

して外来の対応することになります。 このため突然

ご来院されると、入院されている患者様の管理に

影響が出てしまう可能性や即座に対応ができずお

待たせしてしまう可能性があります。 また、予期せ

ずコロナウイルスの侵入口になってしまうこともあ

ります。 万全の

診療体制でご対

応させていただ

くためにも、来院

いただく前に一

度電話にて相談

をお願いいたし

ます。

※注：ご相談内容によっては診察料をいただく場合があります。

内科   山 本 圭 太
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外来診療日 三和病院：木曜PM（第2,4週）
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　「患者相談窓口」では、当院の患者様・ご家族の皆様か
らのご相談やご意見をお伺いしています。 ご心配なこと、
お困りのこと、お気づきのことがございましたら、お気軽
にお立ち寄りください。 皆様に安心して診療を受けてい
ただけるよう、お手伝いさせていただきます。
　ご相談内容に応じて、医師・医療ソーシャルワーカー・
薬剤師・栄養士・医事課等の関係部署と連携し、解決にむ
けてご支援させていただきます。
　また、ご相談を通じて知り得た個人情報は、秘密厳守

するとともに、患者
様が相談したこと
で不利益を被るこ
とがないよう十分
に配慮いたします。

■相談内容／医療費に関して
入院生活上の問題に関して
退院後の生活に関して
食事、薬に関して
その他、誰に相談したらいいのかわからな
いなど

■開設時間／月曜日～金曜日         9：00～17：00
土曜日　　　　　    9：00～12：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

■設置場所／患者相談窓口
（病院4階  看護部  エレベーター降りて
  左手）

■担 当 者／石野　恵子（総看護師長）
髙橋　直子
（副総看護師長／医療安全管理者）
斉藤　憲一（診療放射線技師）
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　今回は医療ソーシャルワーカーの業務のひとつである
退院支援についてお話をさせて頂きます。 退院支援と
は、患者様が安心して退院後の生活が送れるようなお手
伝いです。
　入院による病状の悪化や身体機能の低下等により、入
院前のような生活が難しくなる場合があります。 そのよ
うな時は、医療ソーシャルワーカーがお話を伺いながら今
後の生活の道筋を立てるお手伝いをさせて頂きます。
　例えば自宅退院後の生活が不安な場合、ご年齢やご病
気、患者様の状態によっては介護保険等の制度を利用し
介護サービスを受けることが可能です。 患者様の状態や
ご家族のサポート体制、退院後どのような生活を希望さ
れるかを確認した上で利用可能なサービスの提案をしま
す。 サービス利用にあたって必要な機関とも情報共有を
し、自宅で生活する上での課題等を引き継ぎし、切れ目な
い支援が受けられるようにしています。
　残念ながら病状や様々な事情により自宅退院が難しい
患者様も多くいらっしゃいます。 そのような場合は、長期
入院が可能な病院や施設等への退院のお手伝いが可能
です。 病院や施設にも様々な種類があるため、状態や経
済状況に応じて必要なケアが受けられる場所のご提案を
しています。 私達医療ソーシャルワーカーが施設や病院
見学をしており、事務的な情報ではなく、私達が五感で感
じた情報を提供できるように心がけております。
　退院先を決めることは患者様、ご家族にとって難しい
選択になります。

　「家に帰りたいけど家族に迷惑をかけたくない」「家に
帰ってきてほしいけど、家で生活ができるのか不安」等双
方が色々な想いを抱えています。 そのような時は「どうし
たら良いか分からない！」とご相談下さい。 希望や不安を
伺いながら少しでも納得のいく選択ができるように一緒
に考えます。
　退院支援は医療ソーシャルワーカーだけでなく、医師、
看護師、リハビリスタッフ等と協働して行っています。 必
要に応じて各職種からご家族にベッドからの起き上がり
や移動、排泄等の介助指導を行い、ご家族が介助方法を
習得した上で退院して頂くような計画をすることもありま
す。 新型コロナウイルスの影響による面会制限で、ご家
族は以前のように患者様の日頃の様子を確認することが
できません。 タブレット端末を利用し、リハビリの様子や
会話の場面を見て頂くことにより退院後のイメージが持
てるような工夫もしています。
　当院には3名の医療ソーシャルワーカーが在籍してお
り、日頃から室内カンファレンスや院外研修への参加等に
より、支援の質向上に努めています。 何かありましたらお
気軽に声をかけて下さい。 もちろん、
相談内容等秘密は厳守し、面接には
特に費用はかかりません。

相談地域連携室　藤巻　石橋　藤井
（月）～（金）9：00～17：00
（土）　　　9：00～12：00
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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。

発熱・咽頭痛・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・渡航歴など当てはまる方、

花粉症症状の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、不織布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

 6 月 4 日（土）…… 乳腺外科  齋藤かりん 医師
 6 月 8 日（水）…… 乳腺外科  渡邉　　直 医師
 6 月11日（土）…… 内　　科  高林克日己 医師

（代診 6/4㊏に外来実施）
 6 月17日（金）…… 乳腺外科  長谷川　圭 医師

（代診 渡辺修医師）
 6 月20日（月）…… 乳腺外科  長谷川　圭 医師

（代診 １６:００～渡辺修医師）
 6 月21日（火）…… 乳腺外科  長谷川　圭 医師

（代診［午前］髙松友里医師）
（代診［午後］渡辺修医師）

 6 月23日（木）…… 内　　科  高林克日己 医師
 6 月24日（金）…… 乳腺外科  渡辺　　修 医師

休診のお知らせ

三 和 病 院
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