
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「なま街道沿いにある大仏の頭」 

江戸時代、近海で取れた魚は銚子で高瀬舟に積み替え、利根川を上り関宿を回って、江戸川を下り、江戸湾

に入りました。急ぎの荷は利根川の布施河岸(柏)、布佐河岸(我孫子)、木下(印西)に陸上げし、駄馬に積んで

松戸河岸(松戸)、加村(流山)、行徳河岸まで運んでいました。   

このなま街道は布佐から白井、六実を通り、五香、八柱から松戸河岸まで運ばれたそうです。 

この道を「下総なま街道」 「なま道」と呼びました。籠に生魚を乗せ、通し馬で駄馬が松戸河岸まで行き来したそ

うです。この街道上にある翠雲堂松戸五香工場は大きな大仏頭が目印で浅草田原町に本社があり、タレント山

口もえさんの実家でもあります。面白いモチーフなのでスケッチしました。（２０１5年 2月 1日） 

             絵と文 ：松戸市在住 水彩画家 菅谷功

       かなえ 
第 38・39号（平成 27年 3月） 

医療法人社団鼎会 三和病院 ・ 八柱三和クリニック 
千葉県松戸市日暮７-３７９ 047-712-0202 松戸市日暮 1-16-2 047-312-8830 

http://www.sanwa-hsp.or.jp http://www.y-sanwa-cl.com  

http://www.sanwa-hsp.or.jp/
http://www.y-sanwa-cl.com/


 

最近、友人に勧められて「キングダム」とい

う歴史マンガにはまっています。 

本ではなくてマンガというところが格好悪いで

すが、今やマンガも日本を代表する文化のひ

とつということで・・・。 
 

 
※世界最大ともいわれている地下陵墓に眠る秦始皇帝 

 

 それは紀元前２５０年くらいの中国が舞台

で、秦の始皇帝の幼少時代を忠実に基づき

ながらマンガっぽく、あり得ないような描写を

織り込みながらアレンジした作品です。 

当時の中国は戦国時代で、秦・魏・趙・韓・楚

といった国が群雄割拠して相争っていまし

た。日本の戦国時代より２０００年近く前の話

ですから中国の先進性には驚くばかりです。 

ちなみに紀元前２５０年というと日本は弥生時

代でした。 

国同士の争いというのは単にそれぞれの

勢力範囲を広げるため、あるいは報復の応酬

だったわけですが、秦の始皇帝(幼名：嬴政

えいせい)は国同士の争いをなくして統一国

家をつくるという夢を持ち、その実現のために

戦いを続けるという話(多分に美化されている

とは思いますが)です。 

嬴政は１３歳という若さで秦の国王となりま

すが、その前から中国統一の夢を持っていた

といいます。幼少時代に人質として敵対国の

趙で辛酸をなめるような冷遇を受けて育った

ことがその動機といわれています。 

 
※等身大で作られた兵馬俑の身長は１８０ｃｍ前後、重

量は３００㎏以上 

 

マンガの中では、奴隷同然の生活を送っ

ていた信という若者が主人公となっています。 

日夜磨いた剣術を武器に反乱を鎮めると、時

代の表舞台に躍り出てスーパースターぶりを

発揮しながらも、破天荒でお茶目な性格が読

者をわくわくさせてくれて夢中になってしまい

ます。 

結局、数多くの戦いを経て、紀元前２２１年

についに嬴政は中国統一を成し遂げます。 

政治改革として中央集政権制を敷き、国家単

位での貨幣や計量単位の統一、書体の統一

などおよそ近代国家のような仕組みをつくっ

て統治したといいます。 

始皇帝についてはどうも評価が二分されて

いるようでどちらが正しいかはわかりません

が、はるか遠い昔にとてつもなく広大な中国

を統一しようとした若者の生き様を、ロマンを

持ちながら想像するのも悪くありません。 
 

 

 
※秦の始皇帝陵 

 
 

Kingdom ～帝王学～ 

     渡辺 修 



 私はもともと歴史好きで、時代の英雄たちの

生き方や考え方、その帝王学に興味がありま

す。時代を動かすような英雄の帝王学を学ん

でも、今の私に直接役に立つとは思えません

が・・・。 
 

 女子医大に在籍していた頃は、次期教授と

目されていて事実上医局の采配を振るって

いた助教授と長い間近くで仕事をしてきまし

た。そのため身近な帝王学として良くも悪くも

とても勉強になりました。 

私が医師になって９年目の４月に、ある病院

への出張が医局人事で決まっていました。 

その病院は手術がほとんどないのですが、大

学に近いということで出張しながらも大学の仕

事をやりなさいというのが表向きの理由でし

た。 

医局人事が決まってしまってから、人事に

ほとんど口出ししなかった教授が「君は新潟

がんセンターに行きなさい。手術漬けになっ

て修行して立派な外科医として戻ってきなさ

い。」と決まった人事を覆してくれました。 

教授が人事に関与しないというのも珍しいとこ

ろだとは思いますが、これが私の転機となりま

した。あの新潟の１年がなかったら、私は間違

いなく無能な外科医になっていましたから。 

また、医局のパイオニアとしてアメリカ留学

に半ば強制的に送り出してくれたのも教授で

した。今となってはかけがえのない貴重な経

験ができた２年間でした。 

このように育ててもらいながら、教授として

医局の指導者になれなかったことは時代の流

れがあったとはいえ申し訳なく思っています。 
 

 

今は新米院長として、乳腺外科部長として

やらなければならない事が山積みで、日々を

生きるのに精一杯ですが、後進の育成や組

織運営に、今までの経験を生かしたいと考え

ています。 
 
 

 

初めまして。 

栄養課は栄養士８名、調理師１名の女性のみ

の職場です。 

通常栄養士は事務仕事がメインで、調理

は補助程度、料理の盛り付けのみという場合

が多いのですが、ここでは栄養士が全ての調

理を行っています。 

初めて一人で調理を行うという栄養士もおり、

開院してから皆必死に頑張ってきました。 

患者さんにとって入院中は食事が唯一の

楽しみとなります。これからも患者さんの笑顔

をエネルギーにして、おいしい食事を提供で

きるよう努力していきたいと思います。 
 

♪元旦はこんなメニューでした♪ 

   
     ・白玉を入れたお雑煮  

     ・銀ダラの幽庵焼き ・数の子 

     ・黒豆 ・しば漬け ・あんず 

 
 

＜お知らせ＞ 
『健康サービスデー(仮)』の日程が決まりました。 

５月１６日(土)に行います。時間等の詳細は後日

お知らせ致します。 

～三和病院・栄養課より～ 



 

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 / 

皮膚科 
午前   ニンデル    

午後   ニンデル   / 

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   / 

皮膚科 
午前       

午後     川添 / 

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      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 

＊三和病院の皮膚科は４月３日(金)より午前、午後の診療になります。 

受付時間： 午前 8：30～12：00 午後 1：30～5：00 

 


