
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

寒さが厳しい正月二日、新年初詣とスケッチを兼ねて、馬橋の本土寺に立ち寄った。 

参道の土産物店は二軒あり、揃って漬物を赤樽に入れて販売している。色彩の少ないこの時期、樽の色取りが

面白い。無料休憩所では店の親父が声をかける。暖かいお茶がホッとする。屋台では地元農家の大根や葉物

を並べ、主婦が自転車で買い物に立ち寄っていた。この時期、店にとうふアイスののぼり旗が出ている。 

見るだけで寒さがつのり、冬場が苦手な本人は早々と参道を後にした。 （２０１5年１月 2日） 
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あけましておめでとうございます。 
 

病院開設後はじめての新年を迎え、職員一

同、緊張と新鮮な気持ちとを持ってスタートし

ました。 
 

 新八柱台病院の危機に際して、“地域密着

型の病院の再興をめざそう！”と一致して、お

金も人脈も経営知識もさしたるものを持たな

い私達が、患者さんの存在だけを頼りに歩き

出してから６年。 

先月のかなえに渡辺修院長から新松戸を経

て八柱に戻り、さらに病院建設に至った経緯

を紹介させていただきましたが、まさに怒涛の

数年間でした。 
 

今回は、開設後の病院の様子を紹介しまし

ょう。 

まずは外来診療と入院ベッドの稼働、手術。 

いずれもありがたいことに少しずつ患者さん

が増えてきています。 

でも、まだ非常勤の医師を中心に余裕のあ

る時もあります。専門外来は、大学病院や大

きな病院より短い待ち時間で専門医の診療を

受けられますので、是非ご利用下さい。 

手術はなんと開院初月から４０件近くありま

した。新病院の開院を待っていてくださった

方もおられるのだろうな、と感謝しています。 
 

それから、松戸市の助成金に基づく事業

(市の健診、インフルエンザや肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種等)もようやく認可をいただきま

した。特に乳がん検診は、８月以降クリニック

で受けられなくなってしまっていたため、たい

へんお待たせいたしました。 
 
 
 
 

 
 

 リハビリテーションも好評です。 

当院４階のもっとも見晴らしのよいところに広

いリハビリテーション室があります。スカイツリ

ーはもちろん、天気の良い日は富士山も見え

て、リハビリに来院された方が、景観を楽しん

でいる姿も見かけます。 
 

 
 
 

以前、新八柱台病院で診療している時に

は高齢の方が入院すると寝たきりになってし

まう、という懸念が大きかったのですが、三和

病院では、早期のリハビリテーション導入によ

り、かなり ADLの低下が避けられることにちょ

っと感動しています。 

近年、急速にリハビリテーションの重要性に

対する認識が高まって来たのももっともだ、と

実感します。 
 

入院中普通のシャワーを浴びられない方

の入浴には、シャワーベッドがあります。 

当院では、最新式のシャワーベッドを採用し

ています。ネット状のベッドにのって機械に入

ると、周り中からシャワーが出て来て、体を洗

い、マッサージし、温めてくれます。水を溜め

ないので清潔で、湯船につかるより入浴後の

保温効果が高い、補助するスタッフから裸体

が丸見えでないので快適、等とても気持ちが

よいと喜んでいただいています。 
  

 
 
 

三和病院内科部長 

八柱三和クリニック副院長 

    渡辺 聡枝 



 今まで患者さんから熱望されていた MRI

も稼働を開始しています。乳がんの患者さん

の経過をみることや、治療の必要な脳動脈瘤

の発見などに役立っています。 
 

おかげさまで、市健診にはすでにたくさん

のご予約をいただいています。 

市健診は３月でいったん今年度分の受診期

限がきれます。昨年、クリニックでは３月に予

約が取れない事態が起こってしまいましたの

で、早めのご予約をお勧めし、お願いしま

す。まもなくドックも始動予定です。 
 

先日、市健診第一号の患者さんの受診を

させていただきました。 

十分準備したはずでしたし、クリニックで慣れ

ていたはずでしたが、ちょっとしたデータの伝

達遅れで一度診察にお呼びした患者さんを

もう一度待合に戻っていただいて、お待たせ

する事になってしましました。失敗です。 

でも、その方に『第一号、楽しんでいます！』

と言っていただいて、感激。こういう方に支え

て病院を作るパワーにしてきたのだな、と実

感したのでした。 
 
 

 

そうはいってもいつまでも甘えていてはなりま

せん。スムーズに快適に市健診を受けていた

だくことと、予約までの待ち時間を短くするよう

に努力していきたいと思います。 

クリニックの市健診の予約が先になり、ご迷惑

をおかけしていますので、病院の方でも少し

ずつ人数を増やして市健診を受けていただ

けるようにしていきます。病院では乳がん検診

(触診)も同時に受けられます。 

また、市の補助を受けたドックも含む人間ド

ックも計画しています。１月から人間ドックセッ

トの予約を開始、４月からはオプションを増や

して行く予定です。 
 

病院開設後、新しい問題や課題がまだま

だたくさんあります。みなさんの声をお聞きし

ながら、病院を育てていきたいと思っていま

す。今後ともどうぞよろしくお願いします。 
 

 

 
 
 
 
＜お知らせ＞ 

来月２月２１日(土)に、八柱三和クリニックでも好

評をいただいておりました『健康サービスデー

(仮)』を、三和病院でも開催する予定です。 

詳細が決まり次第お知らせいたします。 

 

 

三和病院の職員募集職種 
＜募集職種＞ 

① 診療放射線技師 ② 理学療法士・作業療法士 ③ 看護師 ④ SE(システムエンジニア)  

⑤ 病院清掃パート(環境整備) 

※応募される方は、履歴書を郵送してください。 

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

 



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 1～4 

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 ： 

大変遅くなりましたが、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 

日ごとに寒さが厳しくなってきました。インフルエンザも流行していますので、

風邪などをお召しになりませんようにお気をつけ下さい。 

どうぞこの一年がお健やかな年でありますように、職員一同お祈り申し上げま

す。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

※かなえの発行が大変遅れました事、お詫び申し上げます。 


