
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

雪の千葉大園芸学部スケッチ 

２月９日の大雪の後、雪景色が描きたいと思い、千葉大園芸学部のキャンパスに足を延ばした。同所は戸定ケ丘

の一部で国道６号線の正面が入り口である。雪の中フランス庭園やイタリア式庭園を見学。あちこちと歩き回り、学

食の緑風会館（一般人も食事可）の横を抜け近年完成した戸定ケ丘ホール庭に出る。 雪の中に作りかけの雪だ

るまがひとつあった。林の影が長くのびて雪の庭を美しく飾っていた。絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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三和病院は開院まであと１５０日となりました。工事

は順調に進んでいます。 

現在、各フロアのコンクリート打設が行われていま

す。２月の２度にわたる大雪で、工事の予定が変更

になるなど、建設は自然との闘いでもあります。近隣

の皆さんにはご迷惑をおかけすることもありますが、

現状をご説明しながら、ご理解いただけるよう努力し

たいと思っています。ご協力いただけますようよろしく

お願い申し上げます。 

三和病院開設に向けて新しい医師が参加し、クリ

ニックの診療体制も４月から変わります。診察室・診

療科目が増え、対応できる疾患が増えます。 

４月から赴任する医師のプロフィールをご紹介します。 

 

＜内科＞ 

常勤 ：李鍾碩（り しょうせき）医師 

韓国延生大学卒。延生大学付属セブランス病院、順

天堂医学部付属順天堂病院（膠原病内科）を経て、

４月から三和病院の常勤内科医として参加します。 

得意分野は膠原病・リウマチですが、幅広く一般内

科の診療を行います。病院開院までは、八柱三和ク

リニックで診療を行います。 

鼎会とは、長く交流があり、八柱の病院で診療をし

ていたこともあるので、知っている患者さんもいらっし

ゃると思います。暖かく優しい雰囲気の李先生の外

来にご期待下さい。 

三和病院開設後は病院で外来、入院の患者さん

を担当します。 

 

非常勤 ：神崎哲人（かんざき てつと）医師 

千葉大学卒。糖尿病・脂質を中心に一般内科の診

療を行います。 

 

＜呼吸器科＞ 

東京大学付属病院呼吸器内科より医師を派遣し

ていただき、水曜日、木曜日、金曜日に外来を行い

ます。 

非常勤：高見 和孝（たかみ かずたか）医師。 

東京大学医学部卒 呼吸器内科 木曜午前 

非常勤：竹島 英之（たけしま ひでゆき）医師。  

東京大学医学部卒 呼吸器内科 水曜午前・午後 

非常勤：砂金 秀章（いさご ひであき）医師。  

東京大学医学部卒 呼吸器内科 金曜午前 

 

＜形成外科＞ 

非常勤：植村法子（うえむら のりこ）医師 

東京医科歯科大学卒。 

東京医科歯科大学形成外科医局より派遣。 

病院開設以降は、乳房再建術を行います。また、

皮膚腫瘍、巻爪、眼瞼下垂等の診療および、日帰り

手術も可能になります。 

４月からの八柱三和クリニックでの診療は午前中

に外来。午後から日帰り手術を行います。 

 

＜乳腺外科＞ 

非常勤：平野 明（ひらの あきら）医師。 

東京女子医大東医療センターより派遣。第 4土曜日

に外来を行います。 

非常勤：大久保 文恵（おおくぼ ふみえ）医師。 

東京女子医大東医療センターより派遣。木曜午前・

午後 乳腺外来を行います。 

非常勤：木村 聖美（きむら きよみ）医師 

東京女子医大東医療センター医局出身 

第１・3土曜日午前乳腺外来を行います。 

第 2土曜日は女子医大東医療センターの医師によ

る乳腺外来があります。 

 

＜整形外科＞ 

非常勤：東京女子医大東医療センター整形外科医

局より派遣。 

火曜日、午前・午後の外来を担当します。整形外

科の診療日が増えます。 

 

＊呼吸機能検査（スパイロメーター）もできるようにな

ります。かかりつけの医師にご相談ください。 

＊現在、内視鏡の予約が混んでいますが、体制が整

い次第、検査枠を広げたいと考えています。 

 ２月の鼎会理事会で、副理事長の渡辺修医師が三

和病院院長に就任することが決まりました。渡辺修医

師は、三和病院開設予定の８月以降は、病院での診

療が中心となります。 

 また、かかりつけの医師がどちらで診療するかご心

配の患者様もいらっしゃると思います。 

理事長の斉藤丈夫医師は八柱三和クリニックでの

診療を継続して行います。 

渡辺聡枝医師、鈴木明子医師の診療日も変わりま

すが、その都度お知らせさせていただきます。 

病院開設後も「三和病院」と「八柱三和クリニック」

両方で、地域の医療を支えて行きたいと思います。

現在のクリニックにある医療機器はそのまま残ります

ので、検査・検診等も行います。 

４月から診療体制が充実 
三和病院開設へ新医師が参加 

三和病院長に渡辺修医師 



 

平成２６年４月からの八柱三和クリニック医師診療担当予定表 

    月 火 水 木 金 土 

内科１ 
午前 斉藤 斉藤 斉藤 斉藤 斉藤 斉藤 

午後 斉藤 / 斉藤 （在宅） 斉藤 / 

内科２  
午前 李 李 竹島 高見 李 李 

午後 李 鈴木隆弘 竹島 / 李 / 

内科３  
午前 鈴木明子 鈴木明子 神崎 鈴木明子 砂金 高林 

午後 鈴木明子 鈴木明子 藪下 鈴木明子 鈴木明子 / 

内科４  
午前 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 渡辺聡枝 山田 

午後 / 仲野 渡辺聡枝 渡辺聡枝 高林 1 / 

外科・乳腺外科１  
午前 渡辺修 渡辺修 / 渡辺修 渡辺修 渡辺修 

午後 渡辺修 渡辺修 / 渡辺修 渡辺修 / 

外科・乳腺外科２  
午前 / / / 大久保 / 

平野/女子医

大 

午後 / / / 大久保 / / 

整形外科  
午前 / （女子医大） / / 浅野 早田 2,4 

午後 小酒井２,４ （女子医大） / 小林 浅野 / 

形成外科  
午前 植村 / / / / / 

午後 （手術） / / / / / 

内視鏡  
午前 / 横溝 / 渡辺（英） 鈴木明子 / 

午後 / 横溝 / 渡辺（英） / / 

 

 

三和病院建設 経過報告 
 

三和病院のホームページではカウントダウンを行っ

ています。 

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

クリニックでの活動をご覧になりたい方は今までの 

http://www.yabashirasanwa-clinic.com 

をご覧ください。 

 

現在、ホームページを整備中ですので、いずれ病院

とクリニックが同じホームページでみられるようになり

ます。 

 

ブログでも建設の様子や鼎会が病院建設に向けて

取り組んでいることなどを紹介しています。 

http://yabashirasanwa.blog2.fc2.com 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊三和病院、八柱三和クリニックでは職員募集を行っています。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

募集職種は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⑭看護助手 

色々な働き方、活躍のしかたがあります。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    電話 047-312-8830

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


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時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第 13回健康サービスデーのお知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

４月５日（土）午後３時より 千葉大学教授：横手幸太郎先生をお招きして講演会をクリニックで行いま

す。「生活習慣病と認知症」について分かりやすいお話です。是非ご参加ください。 

 
   ３月 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 杉崎良親 

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 ：3 月になり春をあちこちで見つけることが出来るようになりました。子供のころの遊びの中で一番好き

だったのは「草花の名前を覚える」こと。母親と植物図鑑とおにぎりを持って、近くの野山を歩きながら、はこべ、ほ

とけのざ、おおいぬのふぐり、ははこぐさ、なずな、はるじおん、ひめじおん・・・と覚えながら歩きました。食べられ

る草を摘み、お餅や天ぷらにしてもらったり、飼っているモルモットの餌を集めたり・・春になると子供ながら大忙

し。同居していた祖母と、造成中の宅地に広がるシロツメクサで冠を作ったのも楽しい思い出です。松任谷由美の

「守ってあげたい」という曲に「日暮れまで土手に座りレンゲを編んだ。もう一度あんな気持ちで夢を形にして。」と

いう歌詞があります。日が暮れるのにも気がつかず、野原に座り込んで花の冠を作った気持ちと、わき目もふらず

病院開設を目指している気持ちはどこか似ていると思います。夢を形に。 総務：中野三代子 


