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新渡戸記念
中野総合病院だより

踏み出そう新たなステージへみんなの力が新渡戸の未来

11月1日より「緊急事態診療体制」を解除し
「新型コロナウイルス通常診療体制」に移行します

　当院は新型コロナウイルス感染症第３波の中

2021年１月12日から「新型コロナウイルス診療」

を再開しています。2021年７月からの感染爆発

（第５波）に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

第16条の２第１項の規定に基づいた厚生労働省

と東京都からの要請（厚生労働省発0823第５号、３

福保感事第2357号：令和３年８月23日）を受けて、当

院は2021年９月１日よりそれまで第６病棟のみ

をコロナ病棟として運用していた「新型コロナウイ

ルス診療体制」から第６病棟と第７病棟の２つの病

棟をコロナ病棟として運用する「緊急事態診療体

制」に移行しました。「緊急事態診療体制」への移

行に伴い a）緊急を要さない待機可能な予定手

術の延期、b）外来診療縮小、c）健診関連診療停

止の通常診療体制の制限措置を執って来ました。

しかし 2021年８月下旬より新型コロナウイルス

感染者数は減少に転じ、2021年 10月初旬には

感染爆発（第５波）は終息した状況となっています。

この状況を踏まえ東京都は2021年10月７日、法律

の執行は継続したままで協力要請のレベルを段

階的に解除し、確保病床数レベルをレベル３

（=6,651床） からレベル１（=4,000床） まで低下す

ることを決定しました。

　東京都の確保病床縮小の決定を受けて当院は

2021年11月１日より「緊急事態診療体制」を解除

し、第６病棟のみをコロナ病棟として運用する

「新型コロナウイルス通常診療体制」に戻すことと

しました。これにより、当院は a）緊急を要さない

待機可能な予定手術の延期、b）外来診療縮小、

c）健診関連診療停止を全面的に解除する（但し、

内視鏡による健診を除く）こととしました。手術の

延期、或は、外来診療の通院間隔の延長等によって

大変ご不便をお掛けして来ましたが、皆様に漸く

通常の医療を提供することが出来るようになり

ました。この間の皆様のご協力に対しまして心から

感謝申し上げます。今後の感染拡大状況（第６波の

発生）によっては再び「緊急事態診療体制」に戻る

可能性もあり得ます。その際には再度ご協力頂き

ますようお願い申し上げます。

Chapter Ⅰ
Bushido as an Ethical System

Chivalry is a flower no less indigenous 
to the soil of Japan than its emblem, 
the cherry blossom;… The conditions 
of society which brought it forth and 
nourished it have long disappeared; 
but as those far-off stars which once 
were and are not, still continue to 
shed their rays upon us, so the light 
of chivalry, which was a child of 
feudalism, still illuminates our moral 
path, surviving its mother institution. 

BUSHIDO: THE SOUL of JAPAN   
INAZO NITOBE 

chivalry = 武士道

新渡戸
　　　   の

言葉
　「武

シヴァリー

士道はその表徴たる桜花と同じく、日本の土
地に固有の花である。……それを生みかつ育てた
社会状態は消え失せて既に久しい。しかし昔あっ
て今はあらざる遠き星がなお我々の上にその光を
投げているように、封建制度の子たる武

シヴァリー

士道の光
はその母たる制度の死にし後にも生き残って、今
なお我々の道徳の道を照らしている。」
　先月の病院だより（10月号）で取り上げたのは
矢内原忠雄訳の『武士道』ですが、英文の原著

（BUSHIDO： THE SOUL of JAPAN）は約120年
前、新渡戸稲造博士38歳の年にPhiladelphiaで
上梓されました。その英知あふれる格調高い文体は、
博士が私淑した英国スコットランドの評論家・
歴史家トーマス・カーライル（Thomas Carlyle, 
1795-1881）を思わせる難解な文章ですが、セオ
ドア・ルーズベルト（Theodore Roosevelt, 米国 
第26代大統領）、ジョン・F・ケネディ（John F. 
Kennedy, 米国 第35代大統領）、ロバート・ベー
デン＝パウエル（Robert Baden-Powell, 英国 
ボーイスカウト創立者）など多くの愛読者を海外で
得たことが知られています。

新渡戸記念中野総合病院副院長　山根 道雄

がん哲学外来休診のお知らせ
がん哲学外来は、当面の間、休診とさせていただきます。ご不便等をおかけして申し訳ございません。
再開につきましては、誌面とホームページにてご案内いたしますので、ご了承ください。
ホームページ  http://www.nakanosogo.or.jp/

　東京医療生活協同組合は、機関紙「新渡戸記念
中野総合病院だより」を通して私どもの活動を皆様
にお知らせして、皆様との交流を図って参りました。
このたび、この活動をさらに発展させ、皆様からの
ご意見を積極的にお聞きして、当生協の運営に役立
てることといたしました。
　つきましては、当組合に対するご意見、ご要望を
郵便、メール、またはFAXにてお送りくださります
ようお願いいたします。なお、ご意見をお送りいた

だきます際には、ご氏名に加えて必ず組合員番号
（組合員証に第○○○○○号と記載されています）
をご記入いただきますようお願いいたします。

組合員の皆様へ

住所  〒164-0011 中野区中央4丁目59番16号
メール  syougai@nakanosogo.or.jp
FAX  03-3381-4799

東京医療生活協同組合渉外・広報課

宛先



病院からのお知らせ
　令和３年10月16日（土）午後１時
35分、曇天ながら彼岸過ぎても気
温21℃と汗ばむ陽気の下、新渡戸
稲造博士の命日（日本時間）に多磨
霊園へ入江理事長と墓参しました。
中央線武蔵境駅より西武多摩川線
に乗換え、眺めの良い橋上駅舎へ
新装した多磨駅より歩いて15分、
新渡戸博士の墓は広大な多磨霊園
の正門管理事務所近く（７区１種
５側11番）にありますが、墓所は生
垣に囲まれてひそやかに目立たず、

歩んできた道から墓前へ到る段差
も殆どなく同じ高さに安置されて
います。萬里子夫人と眠る墓の右隣
には生後間もなく夭折したご子息
遠
トーマス

益君の墓石が寄添っています。
毎年墓前に東京女子大学や拓殖
大学の献花を見る度に、生垣に囲
まれた静寂の中で黙祷を捧げつつ、
新渡戸稲造博士の志が百年かけて
せせらぎのように今日まで続く、
穏やかな時の流れに想いを馳せて
います。

新渡戸稲造博士の命日 墓参の記

中央検査科 技師長　須藤 淳二自己血糖測定は手洗い後に

　果物のおいしい季節ですね。ブドウは「茎で繋がって
いない方から皮をむくとおいしい」という話をテレビで
見ました。実際試してみると、おいしいと感じました。
　自己血糖測定器はインスリンを投与している患者
さまが自己管理のひとつとして、指先から血液を採取
し、血糖を測定していますが、ブドウの皮をむいたり、
砂糖が付着している食べ物などをさわった後は、時間
の経過に関係なく、指先に付着した果汁や糖分が
採取した血液と混じり、測定結果が本来の血糖値

より高く表示されるおそれがありますので、測定前に
手を洗い、十分に水分をぬぐってから測定の準備を
お願いします。
　11月14日は膵臓からの抽出物（のちインスリン）が
血糖を下げることを発見したバンティング医師の
誕生日で、世界糖尿病デーとなっています。糖尿病
について考え、予防に向けた一歩を踏み出すキャン
ペーン日となっています。今年はインスリンが発見
されてから100年目となります。

めま検査 知識

　当院は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために全ての健診事業を中止しておりまし
たが、11月1日（月）から中野区胃がん検診（胃内視鏡検査）を除く全ての健診事業を再開
しました。新型コロナウイルス感染予防のため、健診事業は原則午後の完全予約制と
なりました。本年度の健診は混雑が予想（特に1月と2月）されますのでなるべく早めに
ご予約いただくようお願いいたします。

　コロナ診療体制の確保と院内
感染防止対策のために、2021
年度のインフルエンザ予防接種
は中止させて頂くことといたし
ました。皆様のご理解とご協力
を重ねてお願い申し上げます。

　２０２１年１０月１日より院内感染防止と入院中の
患者の皆様へのサービス向上を目的としてメディ
カルセット（衣類・タオル類・日用品類・紙おむつ
類の有料レンタルサービス）が導入されました。
メディカルセットの導入は院内感染防止を主目
的としたものなので原則全ての入院患者の皆様
が対象となっています。入院の際はメディカル
セットをお申込み頂きますようお願い致します。

健診事業の再開と完全予約制についてのお知らせ

2021年度の
インフルエンザ
予防接種について

メディカルセットが
導入されました

　2021年９月22日（水）午前11時
30分から、新渡戸記念中野総合病
院6階図書室に祭壇を設けて、この
１年の間に新渡戸記念中野総合病
院でご逝去された患者様の慰霊祭
が執り行われました。

慰霊祭が開催されました

区民健診専用電話予約受付  03-3382-1254（直通）

その他の健診予約受付  03-3382-1231（代）健康管理課

予約受付時間（月曜日～金曜日のみ。祝日は除く）  14時00分～15時30分

予約電話が大変繋がりにくい状態が予測されます。
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

詳しい情報は　 ホームページ  http://www.nakanosogo.or.jp/ をご参照ください。

副院長　山根 道雄

準夜間小児初期救急体制はＨＰでご確認ください
11月1日から30日までの準夜間小児初期救急体制につきましては、
ホームページの「準夜間こども救急」をご覧ください。
ホームページ  http://www.nakanosogo.or.jp/


