
 

 

 

 

 

 

 

 

 
戸定ヶ丘歴史公園 

戸定ヶ丘歴史公園の紅しだれ桜を見る。三月の終わりに戸定邸へ足を延ばす。戸定邸の茅葺門をくぐり左に曲が

るとひなげしの小径に入る。与謝野晶子が松戸で詠んだ歌 60首の内、18首が赤御影石に刻まれている小径だ。

紅しだれ桜が満開であった。その桜の横には、ミツバツツジが美しい藤色の花を咲かせる。四月下旬からは戸定の

藤祭りがはじまるそうだ。この時期には、白梅、紅桜にはじまり、桜に菜の花、桃の花、つつじと続き一年中で一番

華やいだ季節が始まる。楽しみの、また忙しい季節でもある。   
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鼎会では、新しい職員を迎えました。 

４月１日オリエンテーションに参加した職員は１８名。 

８月の三和病院オープンに向けて今まで無かった部

署や職種が新設されます。午前中は会議室におい

て役員挨拶、諸規定集の説明を受けました。 

理事長・副理事長の挨拶のなかでは、鼎会の病床認

可のために 22,000名の署名をいただいたことに触

れ地域に根差した病院づくりをしていくことを語りまし

た。 

 
 

午後の部では、三和病院現地を見に行きました。 

南側の正面入り口から中を少し見せていただきます。 

作業中お邪魔したのにもかかわらず案内してくださ

った大成建設さん、ありがとうございました。 

午前のうちに配布されていたパースや平面図が、より

明確なイメージとして理解されたと思います。 

ぐるりと回って北側入口も確認しました。近隣の環境

についても知ることができ、これからみんなで作って

いく病院に期待が膨らみました。 

 

 

 

 
 

病院現地見学のあとは、周辺地域を歩きました。 

日暮 7丁目から常盤平第三小学校の横を歩いて「さ

くら通り」へ。ちょうど桜が満開で、桜並木を常盤平駅

まで皆でゆるゆると。地元の職員も、また違った目で

地域を見ることができたでしょう。 

そして、新京成電鉄に乗って一駅、常盤平⇒八柱に

戻り、感想文と自分のキャッチフレーズを書いてもら

いました。 

ご紹介します。（順不同、感想文の一部抜粋） 

皆さんの気持ちが伝わり、鼎会の現職員も元気にな

る感想文です。 

 

看護師：高橋直子 

「鼎会の理念には惚れてしまうやろー」 

新病院に向けて患者さん達に対する信念・志に惚れ

ました。きっと日本一の病院になると信じています。 

看護師：大窪高子 

「常に患者さんの立場に立って看護していきたいと思

っています。」 

自己紹介で皆が同じ方向、同じ思いで集まっている

こと、立ち上げから参加する、良い病院を作りあげて

いくという熱意が感じられ、私も皆に負けない熱意で

頑張ろうと強く感じました。 

看護師：松本千春 

「先生方の熱い思いがかなうような病院のスタッフとし

て認められる様に頑張りたいと思っています。」 

私自身が新しいことを作っていくのが好きな性格なの

で、良い形で病院の立ち上げやクリニックの仕事に

関わっていきたいと思っています。 

看護助手：志賀和代 

「患者さんに満足していただけるよう積極的に考え、

参加して参ります。」 

皆さんとともにまっすぐ前を見て進んで行くんだと改

めて思い、心が暖かくなりました。 

この暖かさと鼎会の三つの理念を心の中に置き、明

日から働いて行きます。 

 

新入職員オリエンテーション 
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作業療法士：千葉賢次 

「地域と共にリハビリテーションを進めます」 

病院内のリハビリテーションにとどまらず、地域との連

携をすすめ、期待に応えられ信頼される病院作りに

尽力したいと思います。 

言語聴覚士：伊原寛子 

「１つずつ、丁寧に、楽しんで、頑張ります。」 

その方が望まれる医療をチームで提供出来るよう、

今まで経験して学んだことを生かしつつ、１つずつ真

摯に取り組んでいこうと思います。 

臨床検査技師：三島秀 

「一瞬一瞬を大切に」 

地域のみな様の信頼や期待に応えることが出来るよ

うに精一杯努力したいと思っております。 

臨床検査技師：渡邉千絵 

「一生懸命に、いつも笑顔で安心できるような技師に

なります。」 

この場所でならば、多くの仲間の方達と充実した毎

日が過ごせると思います。 

まず自分が笑顔で患者様と接したいと思います。 

栄養士：浅見さおり 

「努力・前進！！」 

精一杯努力をし、一歩一歩理念に自信が近づいて

働いていける様に慣れればと思っています。 

栄養士：増本真央 

「皆様から愛され、たくさんのご指導が頂ける栄養士

を目指します。」 

病院の開院に向け、そして今後の三和病院の発展

のため自分のできることを精一杯、体当たりで行って

いきたいと思います。 

相談員：藤巻園実 

「初心に戻りゼロからのスタート・フレッシュな気持ち

で頑張りたいと思います。」 

理事長先生をはじめ、皆さんに声を揃えて「ようこそ

来て頂きました。」と言って下さったその言葉に、とて

も温かいものを感じました。 

保育士：田中悦子 

「スマイル№1宣言」 

職員の方々のお話の中で地域に密着した、地域の

方々の医療だということを考えて働かれていると感じ

ました。それは単に思っていても思うようにはなりませ

ん。心から患者様を我が家族のように思い尽くさなけ

れば自然な振る舞いにはつながっていきません。皆

様がスムーズに開業に向けて力が発揮できるよう自

分の出来ることを精一杯頑張り貢献していけたらと思

います。 

保育士：馬場幸子 

「いつもにこにこ楽しい保育室作りを目ざします！性

格はいつもニコニコポジティブです。」 

理事長はじめ先生方の熱い思いをじかに聞かせて

いただき、私も私に出来ることを精一杯やっていこ

う！！という気持ちが強くなりました。 

保育士：冨田佳子 

「いつも明るく思いやりを持って前向きに」 

皆さんが三和病院建設に向けてとても思い入れがあ

ることを感じました。また、仲間意識が強く職種を越え

て一緒に頑張っていこうという気持ちを感じ、その一

員に加えさせて頂くことを光栄に思いました。 

医療事務・事務：太田晴菜 

「患者さんの不安を少しでも和らげることができるよう

精一杯頑張ります！」 

今日、満開の桜並木を同期の皆さんと歩いて、とても

リフレッシュできました。更に新しい気持ちで一から

頑張っていきます。 

事務・薬剤部門担当：村松明子 

「患者様の気持ちによりそえるよう、患者様の笑顔が

見られるよう鼎会の一員として頑張りたいです。」 

鼎会・三和病院・そして患者様に、私なり“何が出来

るだろう”と考えながら職務をこなしていけたらと思っ

ています。 

医療事務・事務：大江菜津子 

「挨拶・笑顔・礼儀を大切に日々の仕事をし、患者さ

んに心から元気になっていただけるようにしていきた

いと思います。」 

病院開院に向けての熱い思いが凄く伝わってきまし

た。患者さんの署名があって認可されたこと、限られ

た財源や決められた制限内での病院建設計画は本

当にたくさんの労力と時間をかけてここまできたのだ

ということで驚きと大変さを感じました。 

 
 

 
 

編集後記 ：桜が満開を迎えた 2014 年４月１日、鼎会では新入職員が入職しました。入職式やオリエンテーショ

ンの準備を進めていく中で、三和病院の未来予想図がどんどんとふくらんできました。春の暖かい風が、桜の優し

い香りを運んできます。新しい職員は新しい空気を運んでくることでしょう。色々な知恵やエネルギーが集まると、

新しい力が湧き、フレッシュな雰囲気が出来上がると思います。早く地域に馴染むよう法人全体で取り組んでいき

ます。どんな場所でも心と心のキャッチボールが出来ていれば、物事はスムーズに進みます。三和病院では信頼

関係を作ることを大切にして、患者・地域の皆さまに信頼される病院づくりをしていきます。新たに診療科目が増

え（形成外科･呼吸器内科）担当医師が増えます。診療体制、更に充実！ご質問･お気づきの点がございましたら

お気軽にお声かけください。総務：中野三代子 



八柱三和クリニック医師診療担当表 

    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 山田 

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 高林２～５ 

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 / ＊１女子医大 

午後 / / / 大久保 / / 

整形外科  
午前 / 出口 / / 浅野 早田 2,4 

午後 小酒井２,４ 出口 / ＊２順天堂大 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） / / 

＊１ 第１・３木村 第２服部 第４平野 第５宮本   ＊２ 第１・２・４小林  第３・５羽生 

 
診療担当表は診察室の番号ではありません。担当医師の診察室については受付職員がご案内いたします。 

日によって診察室の変更がありますのでご注意ください。 

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 
三和病院、八柱三和クリニックでは職員募集中です。
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 

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 三和病院ホームページ 

http://www.yabashirasanwa-clinic.com  八柱三和クリニックホームページ 

http://yabashirasanwa.blog2.fc2.com  八柱三和クリニックブログ 

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

