
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春雨橋 桜も終わった 4月のある日、市バスに乗り春雨橋で下車してみた。坂川はここで L字状に曲がり下ってい

く。伊勢丹が見えるこの春雨橋あたりは夏になると、献灯祭りの灯籠が坂川を下ってゆく。絵の中の瓦葺きの家は

私が４０年前松戸に住んだ頃よりお祭り時の神酒所として使用されている。当時の旧水戸街道は明治大正期の木

造店舗が多く点在し、今は無き輝竜会館（映画館）がこの橋の並びにあり映像文化を発信。活気があったのを記憶

している。現在は街道がマンション通りとなり、当時の面影は少なくなってしまった。   

                                       絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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今年の 4月から八柱三和クリニックに入職し

た、李 鍾碩と申します。これまで順天堂大学の

附属病院で、膠原病・リウマチ内科の診療に 20

年近く携わって来ました。 

三和クリニックの先生たちとはもう十数年来の

知り合いです。大学病院では外勤として他の病

院の診療に出向するのですが、クリニックの前身

の新八柱台病院もその対象の一つでした。いく

つかの病院で診察を行いましたが、いつも患者

さんのことを中心に考えて、大きな熱意をもって

診療にあたるという点では、新八柱台病院が一

番だと常々感じていました。いっしょに働くことが

できるようになって大変喜ばしく思っております。 

 膠原病・リウマチはいわゆる難病と言われること

が多い疾患群です。患者さんは、長く深く難しい

病気とつきあうことになります。こういった病気を

診てきて実感したのは、正確な診断と適切な治

療が重要であることはもちろんですが、それに劣

らず「患者さんが病気のことをよく分かる」ように

手助けすることが大事だということです。限られ

た診療時間の中ではありますが、患者さんが病

気や治療について深い理解を得られるように、

わかりやすい説明を心がけていきたいと思って

います。 

平成２５年８月から始まった病院の建築。 

今までの様子を時間順に写真でご紹介します。 

昨年の今頃は、何もない空き地でしたが、地盤改良

から始まり、くい打ち・・・鉄骨建て方、外壁張り、内

装・・・と工事はどんどん進んでいきます。 

鼎会・大成建設さん・関連業者さん、みんな真剣に

良いものを造ろうと取り組んでいます。 

 

 
南側道路から見た 建設前の予定地  

 
地鎮祭（平成 25年 8月 29日） 

 
くい打ち始まる（平成 25年 9月 17日） 

 
いつも真剣に打合せをし、確認していきます。 

鼎会の建築コンサルタントは一級建築士の有馬立郎

さんです。大成建設さんとのコミュニケーションもスム

ーズです。 

 

新任医師ご紹介：李鍾碩医師 

写真で見る病院建設 



 
何度も現場を訪れて夢をふくらませるドクター陣 

 
大成建設さんによる全体会議での説明。 

 
内装もどんどん進みます。 

 

 

 北側から見た三和病院 

 

５月１日新入職員オリエンテーションの感想を書いて

もらいました。（順不同・敬称略・一部抜粋） 

４月に引き続き、新しいエネルギーが集まりました。 

 
看護師：松下直子  

三和病院職員として、「ご支援してくださった地域住

民・患者様」に、質の高い、安心してもらえる看護を

実践できるよう頑張らなくてはいけないと思いました。

自分ができる精一杯の努力をします。 

 
看護師：齊藤さとみ 

 鼎会の医療理念に共感してお世話になることにし

ました。本日の様々なお話からその気持ちは確かな

ものとなり、微力ながらがんばろうと思う次第です。新

病院の見学をしていよいよという実感を持ちます。 

 
臨床検査技師：井上愛  

八柱三和クリニック、そして病院開設まで、大変な道

のりだったと感じました。開院準備に携われる事はす

ごく貴重な経験なので精一杯頑張りたいと思います。 

 
医療事務：清水達哉  

患者さん・地域の方々の協力のお話には深く感じる

ものがありました。患者さんと顔を合わせることが多い

医事課として安心と満足を届けることができればと思

います。 

覆いと足場がとれました。（平成 26 年 4月 24日） 

新入職員紹介 

編集後記 ：新緑の美しい季節を迎えました。緑が日ごと変化していきます。春から初夏へのこの時期は、生命の

息吹が力強く感じられます。病院の建物も一日で大きく変化しています。外壁の覆いと足場が取り払われ、外観

が見えるようになりました。木立をイメージした設計で、リズミカルに窓が配置されています。日中は木漏れ日のよ

うにガラスがきらきら光るでしょう。夜には暖かい明かりが燈るでしょう。木々の緑が濃くなるころには、いよいよ三和

病院がオープンします。地域の方々に安心という木陰を提供できるよう真摯に努力し、患者さんがご自分の健康

と人生を大切にできる地域づくりに貢献したいと思っています。病院オープンまでのカウントダウンはあと 90 日。

今月号の「かなえ」では今までの様子を写真で追ってみました。みんなの力で病院が出来ていくのがわかります。

開設準備室から（クリニックの上のマンション）病院の建物が見えるんです。毎日見ています！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 

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/

