
 

 

 

 

 

 

 

 
12月の根木内城址 

平成 25年 12月に根木内城址の歴史を訪れた。千葉氏一族（北条方）の支配城の一つで原氏、高城氏が築城。

隣にある小金城（本城）と連携して支配し、第一次第二次国府台合戦にて参戦。褒賞として野田の一部、流山、柏、

松戸、鎌ヶ谷、我孫子、市川、船橋、八千代、印西、白井など広大な領主になったが、豊臣秀吉の関東責めに小

金城とも落城した。城内は空堀や土塁、土橋などが良く残り、歴史遺産として地域の誇りになっている。ただ残念な

ことに城の真ん中に国道が横切り、北側半分の遺跡が失われていることである。寒さの中、湿地帯からのスケッチ

は、城址斜面の樹木が紅色の衣をまとっていた。        絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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新年明けましておめでとうございます。 

８月にはいよいよ三和病院が開院する予定です。よく

ここまで来られたというのが実感ですが、今年は大切

な年になるので職員一同頑張りたいと思います。 

クリニックから病院を立ち上げるのが難しいことは誰

からも言われることですが、患者さんが集めてくれた

２万２千人の署名が大きな力になりました。何回か診

療の場を移さなければならなかった私たちは、ずっと

患者さんに支えられてきたと思います。病院開設は

患者さんに対する恩返しでもあり責任でもあります。 

三和病院は５０床で、決して大きな病院ではありませ

ん。近隣では千葉西総合病院を始め、大病院で

次々と新病棟が完成しました。心臓疾患の救急や高

度医療が必要な患者さんは大病院が頼りであること

は変わらないと思います。それでも私たちが中規模

病院を八柱の地につくる意義は大きいと思っていま

す。年配の患者さんは複数の疾患を持つことが多く

なりますが、たいてい特別な専門医療を必要としない

普通の疾患です。専門に特化した複数の医師よりも、

患者さん全体を見て責任を持てる主治医の存在が

大切な場合もあります。 

皆さんの期待に応えられるような立派な病院をつくり

たいと思います。 

明けましておめでとうございます。 

何かと慌ただしい年末が過ぎ、平成２６年が始まりま

した。年末というとどこの家庭でもおそらく恒例行事と

なっているのが大掃除。クリスマスが終わって、慌て

てクリスマスツリーやリースをしまって正月の飾りつけ

を用意しつつ大掃除。私も子供の頃、寒い中で手を

赤くしながら網戸洗いや窓拭きなど手伝わされて、ど

うしてこの寒い時に大掃除をしなければいけないの

かとブツブツ文句を言っていた覚えがあります（今で

も忙しさを理由に逃げ回っていますが）。日本人には

「始まり」と「終わり」という節目をとても大切にする伝

統と文化があります。年末になるとこれで今年１年が

終わってしまうというふうに思うし、また新しい１年が

始まるのだという気持ちにもなる、これは日本人みん

なが持っている共通意識で、忘年会や新年会、○○

納めや○○始めという捉え方は正にその現れですね。

そういう中で年末大掃除というのは、もともとは宗教的

な意味合いが強かったのかもしれませんが、「一年の

垢を落として新しい気持ちで新年を迎える」という意

味で今の私たちの中に染み込んでいると思います。

綺麗になった家の中、整理された机の上や引出し、

書類棚、やはり新しい１年の始まりには必要な気がし

ますし、この１年を振り返る機会にもなります。かく言

う私は最後の最後に体調を壊してしまい、残務を積

み残したまま、引出の中も書類棚も乱雑にしたまま新

年を迎えることになってしまいとても残念です。 

ちなみに欧米では年末大掃除という習慣はなく、

春の大掃除（spring cleaning）というのがあります。こ

れは、冬の間使用した暖炉などを暖房が不要となる

時期に掃除し、同時に冬の間ススや灰で汚れた家の

中をきれいにするという寒い国ならではのいわば合

理的な習慣です。また、アメリカでは元旦は一応国が

決めた祝日となっていますが、アメリカ人の意識の中

では、大晦日から元旦というのは１０月３１日から 11

月 1日にかわるのとなんら違いがなく、国の伝統と文

化の違いを感じた記憶があります。 

 さて平成 26年。８月には「三和病院オープン」とい

う大きな出来事が待ち受けています。今年も全力疾

走となりますが、年末の大掃除を迎えるときにどんな

自分がいるのか、どんな１年だったと振り返ることにな

るのか、楽しみでもあります。 

あけましておめでとうございます。みなさま、どんな

年をお迎えでしょうか？ 

八柱三和クリニックはこの２月で５年目になり、８月に

は念願の新病院がオープン予定です。 

 ＜今年の抱負＞ 特別なうしろだてのないクリニッ

クが病院を建てようとしています。これからもたくさん

の困難が予想される事業です。続けて来て下さった

り、病院ができると安心です、楽しみにしています、と

言って下さったりする皆さまの応援が私たちの力にな

っています。その声にこたえられるよう、よい病院にし

ていきたいと思います。皆が初めての体験でたいへ

んなことばかりですが、スタッフとともに、お互いに学

びながら病院の中身を作っていきます。厳しいご意

見をいただくのもありがたいですし、それでも温かい

目で応援していただければ、と思っています。 

 
 ＜みなさんからよくいただく質問、Q ＆ A＞ 

 外来でみなさんからよく聞かれる質問について、お

答えします。 

 その１ 病院はどこに建つのですか？ 

   クリニックから牧の原・五香西の方へ向って徒歩

１０分強のところです。 

   地図をご希望の方には受付でお渡ししています。 

あけましておめでとうございます 
理事長 斉藤 丈夫 

年末大掃除 
外科 渡辺 修 

かなえ 2014 新年号に寄せて     
内科 渡辺聡枝 



 その２ このクリニックはどうなるのですか？    

   クリニックでの診療も続けます。これから診療ス

ケジュールを考えて行きます。 

 その３ どんな病院になりますか？ 

  地域の方、かかりつけの方が、安心して入院でき

るような病院をめざしています。ベッド数が多くない

(５０床)ので、あまり長い入院はできませんが、一

般的な（特殊な医療機器や特殊な診断技術を要

しないような）病気について、診療します。“まちの

かかりつけ病院”と言った位置づけでしょうか？入

院が必要になったとき、三和病院なら入院してもい

いかな、と思ってもらえるようにしていきたいと思い

ます。 
 

＜御礼＞病院の建設が進んでいます。準備のたい

へんさと外来の忙しさに目がまわり、弱気になるときも、

いまだに本当に完成するのか、と思う日もあるのです

が、やはり来て下さる方々の顔がうかび、また、たくさ

んの署名を書いて頂いたことを思い出して、力にして

います。本当にありがとうございます。今年も少しでも

みなさまが安心して健康に過ごせるようなお手伝い

ができればと思います。特に待ち時間についてはど

うにもならずにご迷惑をおかけしてしまうことがありま

すが、今年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

三和病院建設 経過報告 
 

 
 

12月最終日の写真です。工事は予定通り順調で、

ピット内の型枠解体が進んでいます。 

外装の色やパネルの仕様も決まり、エレベーター内

や手術室の色彩計画も決まりました。 

手術室はブルーと白を基調とし、清潔で爽やかな印

象の部屋になります。手術室 1 と手術室 2ではカラ

ーを変えています。出来上がりが楽しみです。 

1月はいよいよ鉄骨建方が始まります。 

 

医療機器の選定も進んでいます。 

ＭＲＩ： 東芝 Ｖａｎtage Ｔｉｔａｎ 

ＣＴ： 東芝 Ａｌｅｘｉｏｎ Ａｄｖａｎｃｅ 

マンモグラフィ： 東芝 Ｐｅ．ｒｕ．ｒｕ ＤＩＧＩＴＡＬ 

Ｘ線ＴＶシステム：東芝 ＺＥＸIRA 

外科用Ｘ線装置： 東芝 Ｃｌｅａｒｓｃｏｐｅ1000 

一般Ｘ線撮影装置： 東芝 ＰＡＤＲＥＸ 

 

超音波診断装置（エコー）や特殊浴槽、電子カルテ

も決まり、居室家具などの検討も詰まってきました。 

 

また、職員の募集を行っています。 

三和病院の準備から参加して、一緒に病院を作って

いきましょう。 

 

オープニングスタッフ募集 
 

①看護師 

②薬剤師 

③理学療法士 

④作業療法士 

⑤言語聴覚士 

⑥診療放射線技師 

⑦臨床検査技師 

⑧管理栄養士 

⑨栄養士 

⑩調理員 

⑪メディカルソーシャルワーカー 

⑫介護福祉士 

⑬医療事務 

 

色々な働き方、活躍のしかたがあります。是非ご応募

ください！ 

応募される方は履歴書を郵送、または応募専用アド

レスに添付してお送りください。 

応募専用アドレス： 

saiyo@yabashirasanwa-clinic.com 

郵送先 

〒270-2253 松戸市日暮１－１６－２ 日暮ビル 2階 

 八柱三和クリニック内「三和病院開設準備室」宛 

 

三和病院ホームページ 

http://www.sanwa-hsp.or.jp 

八柱三和クリニックホームページ 

http://www.yabashirasanwa-clinic.com 

三和病院・八柱三和クリニックブログ

http://yabashirasanwa.blog2.fc2.com 

ホームページやブログをご覧にならない方は、八柱

三和クリニックの待合室に壁新聞がありますのでご覧

ください。 

mailto:saiyo@yabashirasanwa-clinic.com
http://www.sanwa-hsp.or.jp/
http://www.yabashirasanwa-clinic.com/
http://yabashirasanwa.blog2.fc2.com/


 

医師交代のお知らせ 

内科： 土曜日午前  杉崎良親医師から山田祐介医師 （順天堂大学膠原病内科より派遣） 

 

 
     八柱三和クリニック診療医師担当表 

 

  
月 火 水 木 金 土 

乳腺外科１ 

午前 渡辺 修 渡辺 修 

（手術） 

渡辺 修 渡辺 修 渡辺 修 

午後 渡辺 修 渡辺 修 （手術） 渡辺 修 
 

乳腺外科２ 

午前 
   

阪口志帆 
  

午後 
   

（手術） 
  

整形外科 

午前 
    

浅野健一郎 
早田浩一朗 

（２，４） 

午後 
小酒井治

（２,４）     
小林洋平 浅野健一郎 

 

内科１ 

午前 斉藤丈夫 斉藤丈夫 斉藤丈夫 斉藤丈夫 斉藤丈夫 斉藤丈夫 

午後 斉藤丈夫 
 

斉藤丈夫 （在宅） 斉藤丈夫 
 

内科２ 

午前 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 山田祐介 

午後 
 

仲野総一郎 渡辺聡枝 渡辺聡枝 (高林克日己) 
 

内科３ 

午前 鈴木明子 鈴木明子 鈴木隆弘 
 

鈴木明子 高林克日己 

午後 鈴木明子 鈴木明子 藪下寛人 鈴木明子 鈴木明子 
 

内科４ 午前 
     

渡辺聡枝    

(1,3,5) 

胃カメラ 午前 
 

横溝 肇 
 

鈴木明子 渡辺英二郎 
 

大腸カメラ 午後 
 

横溝 肇 
  

渡辺英二郎 
 

編集後記  新春のお喜びを申し上げます。2014 年が始まりました。今月号では 3 人の医師が年頭にあたって

の言葉を寄せています。三和病院オープンの年になりますので、総力をあげて取り組んでいきます。 

さて、今年日本はどんな年になるでしょうか？心配な問題も沢山抱えています。より良い日本の未来を作るため

に、一人一人が無関心でいてはならないと感じます。よく見る、よく考える、そして行動するということをしていきた

いです。自分の責務は何か、役割を果たすためにはどうすればよいか、悩みながら迷いながらも前進し、将来に

つなげられるような一年にしていきたいと思います。三和病院は地域のなかの病院です。地域の皆さんと一緒

に、地域とともに発展することを目指しています。本年もよろしくお願いいたします。  総務：中野三代子 


