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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

■ 新年のご挨拶
■ お遍路はキツネと共に
■ 仙塩総合病院 ３階病棟ｸﾘｽﾏｽ会

■ 部署紹介
「仙塩利府病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室」

■ 仙塩総合病院 入院中のお食事
■ 外来診療担当医表 他

ご自由にお持ちください広報紙

医療法人 寶樹会

理事長 鈴木 寛寿

新年あけましておめでとうございます。令和初の新年を迎えました。

平成は阪神淡路大震災をはじめとして、最大の東日本大震災もおき、地震や豪雨など

の災害が多発しました。令和になっても台風による災害がおきました。被害にあわれ

た方にはお見舞い申し上げます。豪雨や台風は異常気象の影響とも言われており、ゲ

リラ豪雨や気温も異常に高い日があり日較差も大きくなっています。気温の変化が激

しいと体調維持が難しくなりますので、皆様ご注意ください。

仙塩総合病院も津波の被害から立ち直り通常通りの診療を続けております。津波の

被害だけではなく、昭和61年に完成した建物なので色々なところを修繕しております。

皆様にも工事中はご迷惑をおかけするかもしれませんが、病院をより良くするためで

すのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

入院治療におきましては地域連携を強め、いくつかの病院や施設などと緊密に連絡

を取り合っております。当院では地域包括ケア病棟・一般病棟・療養病棟のそれぞれ

の特性を活かし、坂総合病院をはじめ東北医科薬科大学病院など地域の急性期病院か

ら継続して医療を提供できるようになったと思っております。当法人の介護支援事業

所や訪問看護ステーションとのつながりも強化して、在宅療養にむけての取り組みに

も力を入れております。

令和になりましても、地域に密着した病院を目指して努力していきますのでよろし

くお願いいたします。

新年のご挨拶



さとう かずとし

佐藤 一俊仙塩総合病院 内科医

登場人物など

（１）お遍路ドクター 通称 サトカ
特技；リアルと妄想世界を自由に行き来できる

（２）相棒の金剛杖 通称 キツネ
特技；名刀鬼切丸の力を宿し、妖怪を撃退する

サトカにとって、初めての宿坊での宿泊でした。

住職さんや修行僧と一緒に、お務めなど経験でき

るのかな、と期待していたのですが・・・

こちらの宿坊は、その様な体験はありませんでし

た。食事は、お膳を運んでもらい、部屋で頂くシ

ステムでした。館内には談話室などもなく、山の

中ゆえお寺の周囲にも何もなし。お風呂に入って

汗を流した後は、食事以外することがありません。

同室者と話でもすれば良いのですが、男同士って

本当に話が弾みません。少ない会話ながら、同室

の方から明日のコースにつき、色々と教えて頂き

ました。結構、お遍路慣れしている方の様です。

翌朝、同室者は、朝食を終えると、身支度を整え、

ササッと出かけました。お遍路のベテランは、行

動も早いです。私が出発の準備をしている時でし

た。隣の部屋の女性から声を掛けられました。き

れいな人でしたが、髪の毛は某アニメの砂かけ婆

さんの様に真っ白です。二人とも13番札所を目指

すことから、一緒に歩きませんか？と誘われまし

た。もちろん、即座にＯＫしました。本日は砂子

さんと歩きます。

繁忙期になると、札所にはお遍路さんがあふれ、

杖立には沢山の杖が立てられます。他の人の杖と

間違わない様に、自分の名前を杖に書き込むとか、

皆さん、工夫をしているようです。

サトカはキツネに派手な装備をつけています。

「自分がわかる様に」以上に、「他人に絶対に間

違われない様に」する事が目的です。

旅の宿坊 男性二人

会話も弾まず 夜も更ける

キツネの装備

①コネクター；サトカとキツネをつなぐ「かすがい」
の様なもの。キツネの置き忘れ防止。
要するに、ただのリストバンド。

１

２ ３ ②③伏見稲荷大社（京都
市）で入手したキツネの
お守りと鳥居守り。
キツネの魔力を宿す。

④北野天満宮（京都市）
で入手した鬼切丸守り。
名刀鬼切丸の力を宿す

⑤瑠璃光寺（山口市）で
入手したカエル守り。何
かの際にも無事に黄泉が
えるお守り。
*黄泉がえりの効果は、
キツネにのみ有効で、人
間には効果がありません。

５４

クリスマス会 を行いました

１２月１７日に仙塩総合病院・３階病棟にてクリ
スマス会を行いました。
サンタの帽子やトナカイの角を付けていると、大
きな袋を背負ったサンタクロースが現れました。
プレゼントがたくさん入っていそうなので、何が
もらえるかワクワクして待っているとサンタさん
の袋が破れてプレゼントがバラバラに！！
ケーキにドーナツ、イカにタコとフグ？？困った
サンタさんの為にみんなで協力して釣り上げるこ
とに。大きなタコは重たくてなかなか釣り上げら
れず、小さなドーナツは狙いが定まらず・・・
苦戦しつつも大盛り上がり。無事に全部のプレゼ
ントを集めることが出来ました。
最後はサンタさんも一緒に笑顔で記念撮影☆素敵
なクリスマスを過ごせますように☆彡



私たちの職場を紹介します！

仙塩利府病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室紹署 介部

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

クリスマス膳

１２月２４日 提供

・エビピラフ
・オニオンスープ
・クリスマスハンバーグ
・大根と胡瓜のトマトサラダ
・ケーキ盛り合わせ

・バター粥
・オニオンスープ
・クリスマスチキン
・大根のトマトサラダ
・ケーキの盛り合わせ

・バター粥
・オニオンスープ
・クリスマスチキン
・大根のトマトサラダ
・ココアプリン

クリスマスの定番「トナカイ」を

イメージしています。ブロッコリー

やインゲン、ケチャップ、マヨネー

ズを使い盛り付けしました。

当院リハビリテーション室は理学療法士８名、

作業療法士3名、助手1名の計12名が在籍し、患

者主治医の指示に基づき、入院と外来のリハビリ

テーション（以下リハビリとする）を実施してい

ます。

入院では主に整形外科疾患、内科系疾患が対象

となります。整形外科疾患では、指示に応じて手

術前に身体の状態の確認をして、手術後は早期退

院に向けて、翌日から介入しています。関節可動

域改善や筋力向上などの機能的な改善から日常生活動作練習、自宅退院に向けた自宅内外の環

境調整、社会復帰に向けた練習などを実施しています。医師、病棟等の他部門との連携を図り

ながら、必要に応じて病棟内での練習も取り入れています。

外来リハビリは平日午前中の予約制となっています。入院

から継続してのリハビリと外来通院からのリハビリ共に主治

医からの指示が必要となります。

患者様と向き合い、相談して設定した目標に向けて進めて

いきます。笑顔でリハビリテーションを終了できるよう今後

も努力してまいります。



編集後記

〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

☎ 022-367-4111（代表）

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

〒981-0133
宮城県宮城郡利府町青葉台

２丁目２-１０８

☎ 022-355-4111（代表）

■地域連携室
☎ 022-352-1336 （直通）

■地域連携室 ☎ 022-355-4371 （直通）

■健康診断室 ☎ 022-355-4824 （直通）

関連事業所
■ 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

☎ 022-367-0501 （直通）

☎ 022-367-4136 （直通）

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 R2.1.22 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 － －

編集担当者；鹿野(４階病棟)  鈴木(居宅)

月1、2回

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

一般外来及び禁煙外来

一般外来及び禁煙外来

脊椎専門外来

内 科
３月２６日（木）佐藤容子先生の外来は休診です

仙塩総合病院 外来からのお知らせ

１月・２月診療日は、毎週月曜日と、水曜日は「１/２９，２/１２，２６」です

整形外科

形成外科

２月 ７日（金）の外来は休診です

仙塩総合病院 ＱＣサークル発表会 を開催しました

１２月１９日（木）第２回ＱＣサークル発

表会を開催しました。ＱＣサークル活動は、

業務改善のテーマを定めて、改善のための

方法を考え、その方法に従って一定期間活

動を行います。看護部の各部署では、昨年

４月から約９カ月間かけて取り組んできた

成果を発表しました。

新年明けましておめでとうございます☆

昨年はラグビーワールドカップで盛り上

がり、流行語大賞も『ワンチーム』でし

た。今年はいよいよ東京オリンピック・

パラリンピック（なんと５６年ぶり）が

開催されますね！メダル獲得数を予想し

ながら応援するのもいいですね

４月２４日（金）石垣五月先生の外来は休診です


