
 

 

 

 

 

 

 

 
国分川水路（和名ヶ谷水門） 

国分川は源を松飛台団地に発し、途中紙敷川和名ヶ谷水路をあわせ、松戸市の東部を下り、市川の真間川に注

ぐ河川である。この分水路はこの国分川の水を江戸川に放流するバイパス河川（地下トンネル）である。 

地下トンネルを出た水は坂川に放流されます。工事は昭和４８年に着工平成６年３月に完成。このため、この地区

の浸水被害が大幅に減少しました。また悲しい事故もありました。平成３年９月台風による洪水で、このトンネル入

口部が崩壊、一挙に水がトンネル内を通り、中にいた多数の作業員の方が亡くなられました。私の住所の２０世紀

が丘下をはしる地下トンネル工事現場へ事故で駆け付けたご家族が急ぎ足で向かう姿を目撃し、涙が出た思い出

があります。（２０１４年９月３０日）                 絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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平成１６年に新八柱台病院に赴任して乳

腺外来を立ち上げました。始めたものの実績

ゼロだった地味な病院ですぐに乳がん患者さ

んが来るはずもありません。赴任してすぐ４月

の日本外科学会で国立がん研究センター東

病院乳腺外科部長と偶然会って話をしました。

彼は私と同期で私が研究のために通ってい

た慶応大学外科の同じ研究室出身だというこ

とがわかり、意気投合し、女子医大での私の

仕事・実績を高く評価してくれました。ちなみ

に研究室の名前は、「ミッキーマウスクラブ」と

いい、実験のためにヌードマウスを多く扱うと

ころからついた名前です。話がそれましたが、

がんセンターが手術待ち３か月だったため、

紹介状を持ってがんセンターに行った患者さ

んに紹介状をそのまま持ってすぐに八柱の病

院に行きなさい、がんセンターと同じ治療が

受けられるからと勧めてくれたのです。そのお

蔭で初年度３８人もの乳がん患者さんを治療

するこができました。 
 

 
 

手術は他に引けを取らないと自負していま

したが、医者一人、看護師一人というチームと

も言えないような状態から始めた乳腺診療で

すので、患者さんから多くのことを学ばせてい

ただきました。例えば、抗がん剤治療が終わ

った患者さんから治療前にウィッグの情報を

教えてほしかったと言われ、申し訳ない気持

ちで一杯になり、すぐに資料を用意して事前

に説明できる体制を整えたことなどもありまし

た。私もスタッフも患者さんの気持ちに寄り添

うことを第一に考えて、大病院ではできない

患者さんとの距離が近い診療を心掛けてきま

した。大病院では大勢の中のひとりの乳がん

患者でも八柱ではその患者さんのことを私も

スタッフもよく分かっていて理解している、そ

んな診療です。 
 

 
 

少しずつ患者さんも増え、スタッフも増えた

３年目の時でした。抗がん剤治療中のある患

者さんから「患者会を作りたい」ということを相

談されました。実は、すでに治療中に知り合

った他の乳がん患者さんたちに「患者会を作

りたい」、「みんなで情報交換して支えあいた

い」と声をかけてくれていて下地はできていた

ようでした。是非もありません。私が思い描く

理想の医療に凄いスピードで近づいていると

思うとある種の怖さを感じたくらいです。まだ

患者さんの数もそれほど多くなかったので、

全員に封書で会の案内を作って郵送しました。

そして、最初の患者会では、３０人以上の方

が集まってくれて皆で会の設立を祝い、会の

名称も「さくらんぼの会」ときまりました。何回

目かの会合のあとに居酒屋で納涼会を企画

してもらったことがありましたが、５０人近い患

者さんが参加してくれたように記憶しています。 
 

         

さくらんぼの会 
（乳がん患者さんの会） 

三和病院院長 渡辺 修 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/detail/review/B00BJEBXJS_aplus_02&imgrefurl=http://www.amazon.co.jp/%E9%87%8E%E8%8F%9C%E7%94%9F%E6%B4%BB100-5482-%E3%82%AB%E3%82%B4%E3%83%A1-%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%BC%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-200ml%C3%9724%E6%9C%AC/dp/B00BJEBXJS&docid=BLMKawZ8LYskLM&tbnid=vpznr9S3EWid7M:&w=300&h=309&ei=hCQyVJLfFMn68QXBxYCACg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


「さくらんぼの会」に参加して勇気づけられた

方、副作用などの相談が出来た方、同じ病気

を経験した先輩の話が聞けて安心したという

方、多くの患者さんの心の拠り所となってきた

と思います。これからも「さくらんぼの会」を充

実させて乳がん患者さんの少しでも助けにな

ればと考えています。 

役員をやってくれている方もおひとりは立

ち上げ当初からですが、他の方は、さくらん

ぼの会に参加して会の趣旨にご理解いただ

き、協力してくれるようになった方々です。こ

の役員の方々の協力のおかげで７年もの間、

会を存続していくことができました。この７年の

間に新松戸の「朋友クリニック」に異動、その２

年後には「八柱三和クリニック」に異動、そし

てこの８月「三和病院」に異動と患者さんはじ

め会の役員の方々に多大な迷惑をおかけし

てきたことを改めてお詫びするとともに役員の

方々に厚くお礼を申し上げます。 
 
 
 

 
 

 

病院になって施設や組織が大きくなったこ

と、乳がん患者さんの数が増えたこと、スタッ

フの異動などがあって乳腺診療が少し混乱し

たり、行き届かない点があったかもしれません。

原点を思い出して本質を見失わないようにス

タッフとともにこれからも“三和病院ならではの”

乳腺診療に取り組んでまいります。 

 

〈シャトルバス時刻表〉 

 
＊八柱駅と三和病院間のシャトルバスの時刻表

です。午前中は２０分、午後は３０分おきです。 

 

インフルエンザの予防接種専用枠の予約が始まりました。 
専用枠は通常の診察に比べ短い時間で予防接種を受けることが出来ます。時間は午後２時から５時までです。 

八柱三和クリニック  ：10月 18日（土）、22日（水）、25日（土）、28日（火） 

（047－312－8830）  11月１日（土）、４日（火）、12日（水）、15日（土）、18日（火）、22日（土）、26日（水）、 

29日（土）、 

三和病院（047－712－0202）：11月 8日（土）、15日（土）、29日（土） 

  

三和病院の職員募集職種 
募集職種①看護師②薬剤師③理学療法士④作業療法士⑤環境整備（清掃） 

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 7丁目３７９    三和病院採用係宛  電話 047-712-0202

mailto:saiyo@yabashirasanwa-clinic.com


八柱三和クリニック外来担当表 

    月 火 水 木 金 土 

内科１ 
午前 

 
齊藤 

 
齊藤 齊藤 齊藤 

午後           / 

内科２  
午前 渡辺聡枝 

 
渡辺聡枝   渡辺聡枝 山田 

午後 渡辺聡枝 鈴木隆弘 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 / 

内科３  
午前 鈴木明子 鈴木明子 神崎 鈴木明子 

 
天野 

午後 鈴木明子 鈴木明子   鈴木明子 鈴木明子 / 

三和病院外来担当表 

    月 火 水 木 金 土 

内科１ 
午前 

   
渡辺聡枝 鈴木明子 渡辺聡枝 

午後           / 

内科２  
午前 李 李 

 
    李 

午後     藪下 李 李 / 

内科３  
午前 栄養相談   竹島 高見 砂金 高林２～５ 

午後 栄養相談 仲野 竹島 
 

高林１ / 

内科４  
午前     齊藤 栄養相談   

 
午後 齊藤 

 
  栄養相談 

 
/ 

整形外科  
午前 

 
出口 浅野 

 
  早田 2,4 

午後 小酒井２,４ 出口 浅野 小林/吉田   / 

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 （手術） 渡辺修 （手術） / 

外科・乳腺外科２ 
午前 

 
    大久保 

 
＊１女子医大 

午後 木村     大久保 
 

/ 

消化器外科 
午前   佐久間     佐久間 佐久間 

午後   （手術）       / 

形成外科  
午前 植村           

午後 （手術）         / 

内視鏡  
午前 佐久間 横溝 鈴木明子 渡辺（英） 

 
２島崎 ３浅香 

午後 佐久間 
 

鈴木明子 渡辺（英）   / 

＊１ 第１・３木村 第２服部 第４平野 第５平野または宮本    

受付時間： 午前 8：30～12：00 午後 1：30～5：00  診療開始： 午前 9：00  午後 2:00

 

編集後記 ：三和病院がオープンして二ヶ月、当初は不慣れで行き届かないことがありましたが、新しい電子カ

ルテシステムが軌道に乗り職員の採用・研修が進んできました。地域と患者さんに支えられてここまで来ること

ができたという原点を忘れず、患者さんとの距離をもっと近づけられるように頑張っていきたいと思います。 

なお、今月からインフルエンザの予防接種が始まります。専用予約枠を設けました。専用枠は一般の患者さん

とは別に短時間で予防接種を受けることができます。予防接種は流行の始まる前にすませておくと安心です。

八柱駅からのシャトルバスの定時運行が始まり利用しやすくなりました。患者さま専用の第２駐車場（５０台）も

病院から 80ｍのところにありますのでご利用ください。 


