
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉大園芸学部フランス式庭園 

秋の一日千葉大園芸学部へ訪れてみた。正面入り口から入って角を桜並木ぞいに進むと、右側に庭園が見

えてくる。今年の一月大雪にスケッチした場所である。今回は北側から描いてみた。案内書によると、この庭園は

周囲より一段低くすることにより、平坦な場所に作るより見晴らしがきく庭園で左右対称の構成だ。よく刈り込んだ

芝生が美しい。センターには噴水があしらえてあり綺麗な花々が咲いている。校舎側の木々が秋色のシンフォニ

ーを奏でる。庭園は他にイタリア式庭園、ロックガーデン、イギリス風景式庭園等があり、みどり一杯の、興味深

い千葉大園芸学部でした。（２０１４年１１月３日）          絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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これまで何度か書いてきましたが、三和病

院のルーツは新八柱台病院（写真１）です。

私は平成 7年に女子医大からの派遣医とし

て 1年間勤務し、そこで内科医の斉藤丈夫

医師（現鼎会理事長）と出会いました。これま

で女子医大からの出張医として多くの病院で

勤務してきましたが、残念ながらどこの病院も

信頼できる内科医はいませんでした。世の

中、こんなに内科医が沢山いるのに信じられ

ないかもしれませんが、現実です。斉藤は純

粋に患者さん主役の医療をやっていました

し、患者さんへの説明文書（イラスト付）を何

千枚も用意してわかりやすく説明していまし

た。彼の内科全般にわたる知識の豊富さには

驚嘆しましたし、実際に守備範囲も広く、何よ

りも患者さんと向き合う姿勢、医療に対する考

え方に凡人ではないものを感じました。松戸

市内の研究会以外は一切行かないという学

会嫌いはちょっと困ったものですが、それも目

の前の患者さんに関わる仕事を優先している

からなのでしょう。

 
（写真１） 

 彼の元に集まった、渡辺聡枝医師、鈴木明

子医師も人柄はもちろん、総合内科医として

の資質の高さは斉藤医師に優るとも劣らない

ほどです（かかりつけの患者さんにとってはあ

らためて言われなくてもわかっているといわれ

そうですが・・・）。目立たない地味な新八柱台

病院に 3人のスーパー総合内科医がいたと

いうことはほとんど奇跡としか思えません。そう

いう私も総合外科医のようなものですが、理

念が一致して平成 16年にそこに合流したわ

けです。その 4年後に経営者の不始末から

新八柱台病院は閉院へと追い込まれるという

まさかの事態となってしまい、私たちは新八

柱台病院再興を目指して進むことになりま

す。最初の異動先が新松戸駅前のビルで

す。 

 
 

多くのかかりつけの患者さんが JR新八柱駅

の心臓破りの階段を昇ってまでも診察にきて

くれました。その 2年後に八柱に戻って八柱

三和クリニックを開院（写真 3）し、病院建設の

ための 2万 2千もの署名をいただくことにな

ります。これも内科医たちが患者さん一人一

人を全人的に丁寧に診てきたからだと思いま

す。

 
八柱三和クリニック（写真３） 

 高齢になると複数の病気を持つことが多

くなります。大半は特別な専門医を必要としな

いありふれた病気ですが、大きな病院になる

と病気ごとそれぞれ専門の科にかからなけれ

総合内科医 
三和病院院長 渡辺 修 



ばならず、患者さんの負担は増えるばかりで

す。専門に特化した複数の医師よりも、患者

さん全体を診て責任を持てる一人の主治医

（総合内科医）の存在が大切な場合が少なく

ありません。三和病院はまさにそのような病院

です。三和病院では患者さん一人ひとりに主

治医がいて、患者さんの病気、健康、生活を

考えて総合的に診ていくという全人的医療を

実践しています。 

 昨年より斉藤のもとにもうひとり順天堂内

科のエースが李 鍾碩（り しょうせき）医師が

合流しました。彼は抜群の総合内科医として

の資質に加え、膠原病（リウマチを含む）の診

療を得意としています。来年 4月には高林克

比己医師（現千葉大学教授）が合流する予定

で、ともにリマウチセンターを作る予定です。

そうはいっても専門医の診察が必要な方も当

然いるわけで、呼吸器内科・循環器内科の診

療も受けられる体制をとっています。現在、夜

間や休祭日の診療も受け付けています。特

にかかりつけの方で具合が悪くなった方がい

ましたら遠慮なく来院していただくなり、電話

してください。当直医と看護師が対応し、翌朝

は常勤医が引き継ぎます。 
 

〈三和病院第２駐車場入口〉 

 
＊三和病院の第２駐車場は、南側道路を６０メー

トル進んだ『からたち薬局』の先にあります。新た

に南側の出入口が出来たので便利になりました。 

 

インフルエンザの予防接種を専用枠で実施しています。 
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。 

八柱三和クリニック： 11月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      ：11月 8日（土）、15日（土）、29日（土）  

＊電話で予約を受け付けています。 三和病院（047-712-0202） 八柱三和クリニック（047-312-8830） 

  

三和病院の職員募集職種 
募集職種①看護師②准看護師③理学療法士④作業療法士 

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 天野 

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  山田 

午後 鈴木明子 鈴木明子  神崎 2,4 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  ＊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）   / 

＊土曜日の乳腺外科２の担当医師 ：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 

 

編集後記 ：参道の並木がきれいに色づいてきました。晴れた日の病院デイ

ルームでは、秋空に輝く黄金色の欅が患者さんや見舞い方々の心を和ませ

てくれます。写真は三和病院前バス停から見た参道です。 

インフルエンザの予防接種は専用時間帯を設けて実施しており、短時間で済

ませられるとご好評をいただいています。予防接種は流行の始まる前、できれ

ば１１月中にすませておくと安心です。 

病院の第２駐車場は入口が西側からだけでしたが、新たに南側道路からの出

入口が出来ました。距離も近く５０台と台数にも余裕がありますのでご利用くだ

さい。 


