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基 本 理 念I N D E X

患者さんに、「最良の医療」と
「思いやり」を提供する

1

患者さんから
「信頼され、選ばれる」病院になる

２

地域医療に「永続的に貢献」する３

■ 第５回 健康講座 開催しました
■ 仙塩総合病院 リハビリ菜園
■ 部署紹介 「仙塩利府病院 外来」
■ 入院中のお食事

８月の行事 「お盆御膳」
■ 外来診療担当医表 他

ご自由にお持ちください広報紙

今年５月より仙塩利府病院内科・消

化器科に赴任いたしました吉田秀彦と

申します。坂総合病院で初期研修、消

化器研修を行い、その後２０年程仙台

市内の病院で内科・消化器内科の診療

に従事してきました。

外来では腹部・胃腸症状を有する方、

高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの

生活習慣病や検診の二次検査（胃Ｘ線、

腹部エコー検査、便潜血陽性、肝機能

異常など）を担当しています。検査に

ついては胃大腸の内視鏡検査を担当し、

消化器出血の止血術、ポリープ切除術、

早期がんの治療は専門施設に紹介して

います。当院は胃がん・大腸がん検診

の二次検査の指定病院であり、今後検

査の予約枠を増やす予定です。ピロリ

菌の検査・除菌治療も行っており、ピ

ロリ抗体陽性の方、または、胃がん検

診で胃炎の結果の方は御相談ください。

入院治療については、軽症～中等症

であれば胃十二指腸潰瘍、感染性胃腸

炎、虚血性大腸炎、大腸憩室炎などは

対応可能です。

専門医療を要する機能性消化管障害、

ウイルス性肝炎や肝硬変、炎症性腸疾

患（クローン病・潰瘍性大腸炎）、消

化器系の悪性疾患については、近隣の

消化器専門病院に紹介しています。気

軽に当科を受診していただき、早期発

見、早期治療に繋げていければ幸いで

す。これからどうぞよろしくお願いい

たします。

よしだ ひでひこ

医師 吉田 秀彦

医療法人寶樹会
仙塩利府病院 内科医



仙塩総合病院

リハビリでは心身の機能改善や季節の移ろいを感じる事、
患者様同士の交流などを目的に季節ごとに園芸活動に取り組んでいます。

５/２１
ミニトマト、きゅうりの植え付け

７月下旬
待ちに待った収穫！！

7/26
（金）

髙橋 則雄 先生

仙塩利府病院
泌尿器科 副部長

参加者の声

・わかり易い内容でした。参加して良かったです。（60代・女性）

・新しい治療法など教えていただきましてありがとうございます。

正しい知識があれば不安なく病院に行けると思います。（50代・女性）

・たいへん理解しやすいお話でした。手術が必要になれば是非、

髙橋先生のお世話になりたいと思います。（60代・男性）

・大変参考になりました。次回も参加したいと思っております。（70代・男性）

・大変勉強になりました。（60代・男性 他多数）

お暑い中ご参加いただき、

ありがとうございました。

次回は１２月６日（金）に

開催予定です。

またのご参加をお待ちしております。

土に触ると
気持ち良いのよね～

俺も昔
よく作ったんだよ

入院前に畑仕事を

行っていた患者様

も多く、アドバイ

スを頂きながら苗

植えや水やり、草

取りなどを一緒に

行っています。

ずいぶん
立派におがったこと～

収穫したきゅうり
は患者様の調理訓
練に使用し、浅漬
けにして美味しく
頂きました！

野菜の成長を楽し
みに毎日リハビリ
に来てくれる患者
様もいらっしゃい
ます。

一部抜粋しています

参加者；７０名

利府町 １４人

多賀城市 ８人

松島町 ３人

その他 ８人

不明 ３７人

アンケートへの
ご協力ありがとうございました。



私たちの職場を紹介します！

仙塩利府病院 外来

・菜飯 ・おくずがけ
・揚げ出し豆腐の黒酢あん
・炊き合わせ ・すいか
・ずんだマヨネーズ和え

・菜飯風粥 ・おくずがけ
・枝豆豆腐 ・梅干しゼリー
・柔らかたこの炊き合わせ
・すいかムース(チョコチップ)

紹署 介部

・菜飯風粥 ・おくずがけ
・枝豆豆腐 ・炊き合わせ
・梅干しゼリー
・すいかムース

入院中のお食事 月に一度、四季折々の歳時にあわせたお食事を「行事食」として提供しています

お盆御膳
８月１６日 提供 ＜ソフト・嚥下食 梅干しゼリー＞

種を取り除いた梅干しをミキサーにかけて

ゼリー状にしました。本物の梅干しのよう

に丸めて盛り付けしました。

当院は、平成２４年８月に開院後、

現在、整形外科・泌尿器科・耳鼻咽喉

科・形成外科・眼科・内科・皮膚科・

外科の診察を行っています。一日平均、

約２３０名の患者様が外来受診をされ

ています。利府病院は主に急性期疾患

を対象とした患者様が多く、科によっ

ては、紹介またはインターネット検索

して、県外や海外からも患者様が来院

されています。

入院の短縮化により、以前は入院し

て行われていた治療・検査が外来で行

われる場合があります。また、日帰り

手術も外来で行います。患者様が安心

して診察、検査、治療を受け入れられ

る様に丁寧でわかりやすい説明、笑顔

での対応に心がけております。

・整形外科外来
・皮膚科外来

・リハビリテーション室 ・手術室

・泌尿器科外来
・耳鼻咽喉科外来
・形成外科外来
・眼科外来 ・内科外来
・外科外来
・受付 ・内視鏡・エコー室 ・検査室
・Ｘ線撮影室 ・Ｘ線ＴＶ室 ・ＭＲＩ室

・ＣＴ室 ・薬剤室 ・売店 ほか



〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

☎ 022-367-4111（代表）

検索

ホームページでもご覧になることができます

仙塩総合病院 発

⇨ 仙塩利府病院 行
7 : 4 5 - 9 : 2 0 10:30 11:40 - 13:20 - 15:50 - -

仙塩利府病院 発

⇨ 仙塩総合病院 行
- 8 : 4 5 9 : 5 5 - 11:05 12:15 - - 15:20 16:30 -

仙塩総合病院 外来診療担当医表

■ 診療担当医は予告なく変更になることがありますので予めご了承ください R1.9.26 現在

診療科目 受付時間 月 火 水 木 金

内 科

8：30～11：30

佐藤 正俊 佐藤 容子

佐藤 一俊

佐藤 容子 橋口 良一

大平 泰子 石垣 五月 大庭 正敏 石垣 五月

14：00～16：00 大庭 正敏 佐藤 一俊 橋口 良一 大平 泰子 佐藤 正俊

整形外科 8：30～10：30 叶内 平 神尾 一彦 叶内 平 宮坂 芳典 長谷川 和重

形成外科 14：00～16：00 南雲 正人 － 南雲 正人 － －

仙塩総合病院 外来からのお知らせ

月1、2回

病院間無料送迎車のご案内

編集後記

発行・編集；仙塩総合病院 広報紙編集チーム 発行責任者；事務長 鈴木 崇寛

仙塩総合病院

■ 地域連携室
■ 仙塩訪問看護ステーション
■ 仙塩総合病院居宅介護支援事業所

☎ 022-352-1336 （直通）

☎ 022-367-0501 （直通）

☎ 022-367-4136 （直通）

編集担当者；矢萩(薬剤)  鹿野(4階病棟) 大友(総務)

秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツ
の秋…と色々ありますが、なぜ秋に食欲が増
えるか皆さんご存知ですか。心身の安定に繋
がる脳内ホルモン「セロトニン」が要因の一
つです。このホルモンは、日照時間が短くな
ると分泌が少なくなり、糖質やたんぱく質を
摂取する事で分泌が増えます。たくさん食べ
てセロトニンを増やし、心身を安定させよう
とするため食欲が増えます。美味しい物をた
くさん食べて、元気に秋を満喫しましょう。

脊椎専門外来

一般外来及び禁煙外来

一般外来及び禁煙外来

１０月１５日（火）の外来は休診です

９月・１０月診療日は、毎週月曜日と、水曜日は「９/２５、１０/９，２３」です形成外科

整形外科

内 科

※月・水曜日のみ
11：30まで受付 【 8：30～11：30 】 【 8：30～11：30 】

１０月１日（火）より水曜日の午前外来は、１診制に変更となります

１０月１日(火)からの予定です


