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1月の松戸郵便局

1月に入り、今日16日 （月） 朝から雨。
今日は雨の松戸郵便局をスケッチ。
この郵便局は1872年頃に設立され昭和46年に現在の
局舎が完成。
のちに松戸北郵便局、 松戸南郵便局など松戸市の人
口増に対応する形で開局し 現在この3局で松戸市の郵
便事業と郵便貯金ゆうパックなどを分担している。 
今は正月を過ぎてしまったが古くからある郵便局のため
か正月にはとても立派な、一目で格式があるとわかるほ
どの門松が飾られていたようだ。 とはいえ今年の年賀状
売り上げは全国の郵便局でピーク時の三分の一まで減
少したらしく厳しい世相が垣間見える。
さて、スケッチした松戸郵便局であるが以前ここには松戸

警察署が建っており、 ここから国道六号沿いに移転した
のちに現在の警察署へ二回移転したようだ。 警察署が
あった時は剣道場も現在の夜間窓口付近に併設されて
いたらしい。 
松戸郵便局と松戸神社のある宮前町付近はかつての
松戸の中心的な地域であり 江戸川に沿った水戸街道
旧道には数々の古くからの商店や和菓子屋に人形店、 
何軒もの映画館や大型模型店などもあった。
今はこの通りにも多くの高層マンションが建ち並び
古くからの風景が徐々に移り変わってゆくのが大変残念
な今日この頃である。 
そしてスケッチの場所も徐々になくなっていくのも残念です。

絵、文  菅谷 功 2023年1月



皆さん、明けましておめでとうございます。 昨年1年

も新型コロナウイルス感染（以下、コロナ）に振り回

された1年でした。 当院でも昨年11月終わりから

12月初めにかけて病棟でクラスターが発生してし

まい、新規入院患者さんの受け入れ停止と手術の

延期をせざるを得ませんでした。 幸い最小限の被

害で終焉を迎えることができましたが、入院予定

だった患者さんや手術予定の患者さんには大変ご

迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした。 

12月の松戸市の病院長会議では、ほとんどすべて

の病院がクラスターを経験しているとの話があり、

水際対策をいくら厳重にしてもコロナウイルスの侵

入を完全に防ぐことは難しいことをあらためて思い

知らされました。

コロナには皆さん辟易していることと思いますが、

これから先もずーっとつきまとってきます。 初期の

頃よりは、コロナのことが少しずつ分かってきて、ワ

クチン効果やウイルス変異の影響もあり、重症化率

や死亡率は明らかに低下しました。 若い方のほと

んどは、感染しても軽微な症状で治ってしまってい

ます。 そのため、感染症法上の「2類相当」からイン

フルエンザと同じ「5類」への引き下げが本格的に

検討され始めています。 ただ、厚生労働省にコロナ

対策を助言する専門家組織「アドバイザリーボー

ド」の発表では、インフルエンザとは異なる特徴が

あり、単純な比較は困難だとされました。 いずれ、

インフルエンザに近い感染症になることが予想さ

れますが、それまでに「かなりの時間を要する」との

認識が示されました。（12/20現在の情報です） 

治療薬もだいぶ出てきましたが、まだまだ特効薬と

いえるような所まできていません。 健康な限られた

年齢層にとってはインフルエンザと同等だと感じま

すが、季節性なく一年中流行するし、リスクがある

方にとってはまだまだ脅威であることに違いありま

せん。 単なる風邪扱いにはまだまだできないでしょ

う。 今後は、Withコロナとしてどう折り合いをつけ

ていくかということになりますが、病院はなかなか

Withコロナというわけにはいきません。 今年も限り

なくZeroコロナを目指して病院スタッフ一丸となっ

て感染対策をしてまいります。 こういう状況なので、

残念ながらまだまだ病室患者さんへの面会制限は

緩められそうもありません……。
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三和病院  院長   渡  辺　  修
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乳癌手術数が400を超えました！ 渡辺院長
　2022年の乳癌手術数が400を超えました。 
8年前の開院した時は200くらいだったので、倍
増したことになります。 当時は年間乳癌手術数
が400を超えるということは想像もしていませ
んでした。 2021年のデータになりますが、都内
でも400を超える病院は6施設しかなく、千葉県
ではトップクラスです。 私が2003年に新八柱台
病院で乳腺外来を開設してから約20年。 開設し
た2003年はゼロ、2004年は年間30という数

から始まって今で
は400越え。 今ま
での地道な診療
が大きく花開いた
と思うと感慨一入
です。 もちろん私
一人で成し得たこ
とではなく、スタッ

フの力がとても大きいです。 まずは受付のス
タッフ（医事課）の優しい対応からはじまり、検
査・健診担当、外来・在宅担当、化学療法担当、乳
癌認定ナース、病棟スタッフ、リハビリ担当、IT関
連スタッフそれぞれの寄り添いながらのプロ対
応、医療相談や医療連携で貢献してくれている
ソーシャルワーカー、裏方で支えてくれている総
務課のスタッフ、美味しい食事を作ってくれる栄
養課スタッフ、いつも病院を綺麗にしてくれる清
掃スタッフ、八柱三和クリニックのスタッフ、そし
てもちろん手術室スタッフ、すべてのスタッフに
乳腺外科を代表して感謝したいと思います。 今
年4月からは、乳腺外科チームに聖路加国際病
院と昭和大学より一人ずつメンバーが加わりま
す。 三和病院の乳腺診療は患者さんに寄り添い
ながらさらに発展していきます。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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職員と面談をしています  石野看護総師長職員と面談をしています  石野看護総師長
　三和病院に参りましてから、早いもので5年になり
ます。
　三和病院は、地域の皆さんから署名をいただいて
設立された病院です。 「この病院に来てよかった」と
患者さんに思っていただけるようにしたいと、いつ
も思っています。
　そのために、私が大切に考えていることは、職員
一人ひとりが活き活きと働き続けられるということ
です。 定着しなければ、質の向上に繋がらないと思
うからです。
　そこで、入職時には、まず、この病院を好きになっ
て、できるだけ長く勤務して欲しいとお話ししていま
す。 そして、一人ひとりの持ち味を生かして、あなた
にしかできない仕事ができるように、これまでの経
験を生かして力を発揮して下さいと伝えています。
　今年度は、職員の生の声を聞くことを目的に、日
頃感じていることや困っていることなどについて、
高林顧問と私とで面談を行なっています。
　ここでのお話はここだけで、ということが前提の

面談ですが、一人15分から30分の時間です。 最初
は、「特に何も困っていることはありません。」と皆言
うのですが、気づくと、あっという間に30分は経ち、
その間いろいろなお話を聞くことができます。 中に
は思いもよらなかったことを聞くこともあり、とても
貴重な時間です。
　せっかく職員の思いを聞くことができていますの
で、是非それらを生かして、職員がやりがいを持って
働くことができるようにしたいと考えています。
　今後も、三和病院の理念であ
る「患者さん」「地域の皆さん」
「職員」の和を大切にしながら、
地域の皆さんの期待に応えられ
ますように、安心感の
ある医療、専門性の高
い医療の提供に向け
て、職員の心を一つに
して取り組んで参りた
いと思います。
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鼎会からの
お知らせ

― 4 ―

医療法人社団鼎会への寄付金の
ご協力をお願いしております

医療法人社団鼎会総務課TEL047-712-0202

寄付金につきましては引き続きご協力をお願いしております。
詳細につきましては下記にお問い合わせください。

医療法人社団鼎会基金へのご協力ありがとうございました

八柱駅発 三和病院発
8時
9時
10時
11時
12時
13時

14時
15時
16時
17時

30 50
10 30 50
30 50 
10 30 50
30 50 
10 30

20 40
00 20 40
20 40
00 20

昼休み ※土曜日のみ運行
　土曜の最終便

※この便は状況に応じて増便いたします。

40
00 20 40
20 40
00 20 40
20 40
00 20 50※

10 30 50
10 30
10 30 50
10 30 45※

シャトルバス運行予定表

※交通状況等によって時間通りに運行できない
ことがあります。

※日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）は運行
しておりません。
※定められたバス停などはございません。
※八柱駅の交番前を目安に発着しております。
※八柱駅前のロータリーの駐車状況によっては、
交番前に停車できない場合がございます。

　その際は、ロータリー内の可能なスペースに
　停車致しますので、ご了承下さいませ。

三和病院・八柱駅間

 千葉銀行
●

交番
●

新
八
柱
駅

バス停車位置

停車位置

八柱駅

多数の方々よりご協力をいただきました基金の募集は一旦終了とさ
せていただきます。皆様のご協力ご支援に深く感謝申し上げ、心より御
礼申し上げます。ご協力いただきました基金につきましては引き続き大
切に運用させていただきます。
三和病院開設以来、皆様のご理解とご協力の下、

地域に根差した医療活動を運営してまいりました。
新しい医療機器の購入や室料差額無料など、より良
い医療の提供や患者様の負担を軽減する運用を継
続していくために一層の努力を重ねてまいります。

八柱三和クリニック

発熱・咽頭痛・風邪症状・急性の下痢・
新型コロナウィルス患者との接触歴有・

渡航歴など当てはまる方、花粉症症状の方は
事前にお電話にて連絡をしてください。

院内に入られる際には、
不織布マスクを着用いただき、

手指消毒と検温にご協力をお願いします。

☎047-712-0202

院内感染対策に
ご協力をお願いいたします

 1 月27日（金）…… 乳腺外科  渡辺　　修 医師
（午前代診 齋藤かりん医師）

 2 月17日（金）…… 乳腺外科  渡辺　　修 医師
（午前代診 齋藤かりん医師）

2 月 7 日（火）…… 内　　科  栗原由紀子 医師

休診のお知らせ

三 和 病 院
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