
 

 

 

 

 

 

 

 
矢切の散歩 

7月下旬矢切の渡しの土手下に広がる下矢切り地区を散策。用水路には水が満ちており、物音に驚いて小魚が

飛び跳ねる。遠くに土手を望む場所でスケッチ。ダンプカーが一台、荷台を持ち上げていた。同所から、逆川沿い

に移動。散歩道にある四季の道に入る。季節の花が咲き乱れていて美しい。市民ボランティアが育てているそう

だ。路地には釣り人の車が止まっている。よく見るとケージがありニワトリが歩き回っている。ニワトリも天国のような

場所であり、自分もこの散歩道が好きである。              絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功氏  
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２０１４年７月 26日 

三和病院完成内覧会が行われました。 

 
８００名ちかくの方が来院してくださいました。 

 
次々と来院者の方が！ 

 
皆さん記名してくださっています。 

受付をした方から病棟・オペ室・外来フロアを見て頂

きます。 

それぞれの部署でスタッフがご案内し、医療機器の

説明等をしました。 

 
ご案内する職員も嬉しさいっぱい。 

皆さんのご質問にも笑顔答えます。 

明るいディルームに「素敵ね」の声が。 

 

沢山の方に見ていただいて、職員一同嬉しく思って

います。暑い中をおこしいただきました皆さんありがと

うございました。「かなえ３３号」では、内覧会の様子

をご紹介しました。 

医療設備のご案内は、また別の号でご紹介します。

「病院案内」等のパンフレットを作成する予定です。 

 

８月１日に三和病院はオープンし、初日から手術を

行うなど、順調な始まりとなりました。 

 

駅前の八柱三和クリニックでも診療を行っています。 

医師により診察の場所、曜日が変わりましたので「外

来担当表」をご覧のうえご来院ください。 

三和病院がオープン 



 

 

斉藤丈夫理事長挨拶 

 
 

渡辺修院長挨拶 

 
 

斉藤丈夫理事長（八柱三和クリニック院長）・渡辺修

副理事長（三和病院院長）からは鼎会の歴史と、これ

からの決意が話されました。 

 

御来賓：松戸市長 本郷谷健次様ご挨拶 

 
 

 

 

 

 

 

御来賓：齋藤康様（千葉市病院事業管理者）ご挨拶 

 
 

乾杯のご発声は東京女子医科大学東医療センター 

乳腺科教授 清水忠夫様 

 
 

御来賓の方々から、お祝いの言葉や励ましの言葉を

いただきました。 

また、楽しい歓談や、部門ごとに職員の紹介を行い

ました。 

写真でその様子をご紹介します。 

地域の沢山の先生方にもおいでいただきました。 

ありがとうございました。 

女子医大東医療センター成高教授・清水教授と渡辺

修医師。激励をいただきました。 

三和病院完成祝賀会 



 
千葉大、市立病院で一緒だった先生方と斉藤理事

長、渡辺聡枝内科部長。祝賀会の司会進行をつとめ

た野崎総看護師長も一緒に。 

 

 
大成建設のみなさんには感謝状と記念品をお贈りし

ました。 

 

 
健和会の増子忠道先生、猪野社会保険労務士事務

所所長様、武井監事 

 

増子先生にはご挨拶もいただきました。 

いつも励ましてくださってありがとうございます。 

 

 

スタッフの紹介では、部門ごとに壇上にあがり挨拶を

しました。 

みな、張り切っています。「頑張れ！」という声援が会

場からあがりました。 

常勤・非常勤の医師のみなさん。 

沢山の先生方が、三和病院に参加してくださいま

す。 

３階病棟： 看護師・看護助手 

50床の病棟をまもります。 

手術室：看護師 

外来：看護師 



 
クリニック：看護師 

 
医事課 ：事務スタッフ 

 
放射線科 ：診療放射線技師 

 
薬剤科：薬剤師・薬剤補助 

 
検査科：臨床検査技師 

 
相談室 ：メディカルソーシャルワーカー 

 
リハビリ科：作業療法士・言語聴覚士・理学療法士 

 
栄養科：管理栄養士・栄養士 

直営で給食を提供します。 



 
院内保育室 ：保育士 

 

千葉銀行谷口様ご挨拶 

 
 

東京ミッドタウンクリニック健診センター長 森山紀之

様ご挨拶 

 
 

東京医科歯科大学形成外科教授 岡崎睦様ご挨拶 

 

 

 

 
友の会呼びかけ人 菅谷功様 

 
友の会 呼びかけ人の方々 

 
鼎会顧問 高林先生にもお話いただきました。 

 

 
締めの言葉は三和病院副院長の李鍾碩医師 



＜外来担当表＞ 

三和病院 
    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    
 

クリニック 
    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 / 

 
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。 

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、鼎会一同、喜びと緊張でいっぱいです。これからの医療活動が、患者

さまや地域の方々のためになるよう頑張っていきます。「ここからはじまる命の未来」を合言葉に、安心して最

後まで暮らし続けることができるような地域づくりをグループ全体で取り組みます。八柱三和クリニック・三和

病院は未来に向かってまた一歩、歩きはじめました。よりよい病院にしていきたいと思いますので、今後も皆

さんに育てていただけるようお願いいたします。八柱駅からのシャトルバス、患者様用駐車場（６５台）も完備

しています。クリニック・病院、どちらもかかっていただくことができますので、安心してご来院ください。また、

「友の会」活動も、今年中には始めたいと思います。サークル活動や健康増進講座の開催等を予定しており

ますので、楽しみにしていてください。総務：中野三代子 



三和病院では職員募集中です 

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診療放射線技師（マンモ認定）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 7丁目３７９ 

三和病院採用係宛  電話 047-712-0202 

http://www.sanwa-hsp.or.jp 三和病院ＨＰ http://www.y-sanwa-cl.com 八柱三和クリニックＨＰ（どちらのホ

ームページも新しくなりました。） 
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