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　昨年も日本のみならず、世界中が新型コロナウイルス
感染症対策に苦慮した１年でした。約２年前、新型コロ
ナウイルス感染症が広がりを見せた際は治療法が確立し
ておらず、当初は有効な治療を手探りの状態で探してい
る状況でしたが、次第に治療方法が確立される一方、有
効なワクチンの接種が進み重症化する患者様の減少につ
ながりました。昨年、厚生労働省はワクチン接種等によ
り７月と８月で推定10 万人以上の高齢者の感染を抑制
し、8000人以上の高齢者の死亡を抑制した可能性があ
るとのデータを発表しました。病気の進展抑制がなされ
た要因は単一ではありませんが、ワクチンの寄与は大き
いと考えられています。
　ご存知のように、新型コロナウイルスワクチンは
mRNA ワクチンという新しいタイプのワクチンです。
私は、今から25 年程前、築地にあります国立がん研究
センター研究所でがん細胞の遺伝子を研究しておりまし
た。RNAを扱う研究も行っておりましたが、非常に不
安定な物質のため取り扱いが難しく、まさかウイルスに
対するワクチンに利用できる日が来るなど想像出来ませ
んでした。様々な科学技術の進歩があって初めて実現し
たワクチンではありますが、その発想は素晴らしく、個
人的には多くの患者様の命を救ったこのワクチンの開発

をされた研究者、薬剤メーカーに医学界の MVP を贈り
たいくらいです。
　ワクチン接種に関しましては、当院でも３回目の接種
を行ってまいります。ワクチンを接種することで得られ
る効果として一次的効果と二次的効果があります。一次
的効果というのは、ワクチン接種を受けられた方の新型
コロナウイルスの感染・発症・重症化が予防されること
です。二次的効果は接種を受けられた方の感染が予防さ
れることで、周囲の方々に感染が拡大するのを防げると
いうものです。生活環境を共にするご家族、友人、同僚
はもちろん、通勤途中や外食の際などでたまたま近くに
いた見ず知らずの人への感染も防ぎ、社会全体の感染予
防につながることが期待できます。今後は新型コロナウ
イルス用の内服薬が感染の制御に大きな役割を果たして
くれることが期待されていますが、現時点で効果が判明
している３回目接種につきまして、是非、前向きにご検
討ください。
　最後になりますが、院内感染予防のため正面玄関での
体温測定や面会の制限など、当院をご利用されている皆
様方にご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

病院理念 基本方針

● 患者様の権利・意思を尊重し、信頼される医療を提供いたします。
● 患者様が安全で安心できる医療に努めます。
● 医療人として自己研鑽し、医療の質向上に努めます。
● 地域基幹病院として、救急・周産期・小児医療の充実を図ります。
● 地域の関係機関と連携し地域医療に貢献いたします。

地域の人々に信頼され、
　　　　　　　選ばれる病院

院長  石 塚　朋 樹

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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流山 ICより約 6.5km、所要時間約 18分

無料送迎バス
南流山駅（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線）より
送迎バス約 5分

常磐道・東京外環自動車道 東京方面よりお越しの方
三郷 ICより約 7.0km、所要時間約 20分

常磐道 茨城方面よりお越しの方

電車でお越しの方
南流山駅 （JR武蔵野線・つくばエクスプレス線） をご利用の方

新松戸駅よりタクシーで約 8分（およそ 900円）
新松戸駅（JR・地下鉄千代田線）をご利用の方

南流山駅より徒歩約 12分
鰭ヶ崎駅・小金城趾駅をご利用の方
鰭ヶ崎駅より徒歩約10 分、小金城趾駅より徒歩約10 分

車でお越しの方

快適にご乗車いただくため、バス乗車時には
以下の事柄をお守りください。

※安全運行のため途中下車・途中乗車はできません。
※走行中は席を立ったり、運転士に話しかけたり、
　窓から手や顔を出さないでください。
※携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、
　通話はご遠慮ください。
※乗車中の飲食・喫煙はご遠慮ください。
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※土曜日は、病院発 13：40　
　　　　　　南流山駅北口発　13：45
　　　　　　が最終便です。
※日・祝祭日・年末年始は運行致しません。

※所要時間は病院行き・南流山駅行き北口共に
　通常 5～6分ですが、道路事情により遅れることが
　あります。ご了承ください。

※南流山駅は北口タクシー乗り場の前方に停車します。

※南流山駅北口は長時間駐車ができないため到着後、　
　すぐに発車します。

千葉愛友会記念病院　無料バス　時刻表

編集後記 みなさんのご意見・ご感想をお待ちしております。次回は３月の発行となります。
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　当院のリハビリテーション科を紹介いたします。
　リハビリテーションという語は、ラテン語に由来します。「再びふさわしく」「再びできるように」という意味
からきています。「権利・名誉の回復」なども意味しており、価値や尊厳に関わる意味深い言葉です。

当院では、
　　❶ 入院当初の症状が不安定な時期（急性期病棟）
　　❷ 症状が安定しリハビリを積極的に行える時期（回復期リハビリ病棟）
　　❸ 中重度の症状が残り活動制限の著しい状態（障害者病棟）
　　❹ 在宅生活に復帰したあと（訪問リハビリ・外来リハビリ）
　と、大きく４つの時期・状態の方にリハビリを行っています。また、
　　❺ 女性スタッフによるバースフィット（産後リハビリ）
　も行っており、好評を得ています。

▶リハビリ科は、総勢約 60名
　作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、理学療法士（PT）、それぞれの職種が役割を担っています。

▶10年以上のキャリアのあるスタッフが 20名以上在籍
医師の指示を頂いた職種がリハビリを担当します。10年以上のキャリアを積んだスタッフをはじめ、多くの
スタッフで関わらせて頂いています。リハビリの相乗的な効果を生み出せるよう、スタッフ間での検討を深め、
患者さまの「 再びふさわしく」「再びできるように」を日々目指しています。

　運動や活動を通じて「再び」自信を回復して頂きたいという一念で、リハビリを提供しています。これからも、
前向きになれる場所としての自負を持ち、患者さまの心身の助けになれるよう尽力致します。

　こんにちは。脳神経外科を担当している川崎です。脳梗塞や脳出
血などの急性期疾患のみならず、他院で急性期治療を終えてリハビ
リや療養のため転院してくる患者さんを担当しています。また週 5
回の脳神経外科外来の他に、金曜日午後に漢方外来を担当していま
す。
　脳外科診療の合間に、北里大学東洋医学研究所での実習、東邦大
学漢方医学講座で１年間の履修、松戸市漢方研究会の勉強会の他、
中国で修行された鍼灸師に触診（手首の脈を診ること）や舌診（舌
の様子を観察すること）を１年間に渡り教えていただき、日本東洋
医学会認定医を取得しました。
　以前から日常の脳外科診療に漢方薬を導入しています。例えば慢性的に頭痛を持つ多くの子供さんが当科を
受診されます。通常であれば頭部CTで異常がなければカロナール（アセトアミノフェン）を処方して診察は終
わりです。しかしほとんどのお子さんは頭痛が治らず内服薬が増えていき頭痛が難治化します。未就学児から
小学生までの頭痛は、虚弱体質や疲労、生活リズムの変化によって誘発されていることが多く、私は漢方薬と
生活指導を行うことで治療してきました。また当院は産科があるため、もともと片頭痛がある妊婦さんが頭痛
で受診されることも多いです。妊婦さんにとって片頭痛薬は禁忌のため治療に難渋しがちです。そんな時に役
に立つのが漢方薬。西洋薬でうまくいかない時の次の手として大変有用だと思います。
　漢方薬を構成している生薬は、もともと木の皮や草の根など植物由来のものが多いです。シナモンやショウガ、
シソ、米、小麦も生薬として使われます。つまり普段どんな食物を口にするかも重要になってきます。最近、
通院している高齢者に糖尿病が増えていると実感しています。話を聞くと毎朝パンを食べているとか。東洋医
学では甘い物、たとえばパンやジュースなどは体に入ると痰毒という毒になると考えられています。これから
病気は未病、つまり病気になる前に治す時代です。病気になって「困った」となる前に日常を見直してみましょう。

リハビリテーション科の紹介 脳神経外科のご紹介

入院から在宅まで、産後も！

リハビリ科の概要

 前向きになれる場所

リハビリテーション科　係長　加藤　周平 脳神経外科　副院長　川崎　剛先生


