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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

■ 仙塩利府病院
看護部長就任のご挨拶

■ 新入職者のご紹介
■ お遍路はキツネと共に

■ 外来診療担当医表
■ 外来からのお知らせ 他

ご自由にお持ちください広報紙

仙塩利府病院 看護部長就任のご挨拶

このたび２０２０年４月１日付で、寶樹

会 仙塩利府病院の看護部長に就任いたしま

した鈴木と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

当院の看護部では、「最良の医療」「思

いやり」「信頼され選ばれる病院」「地域

医療へ永続的に貢献する」という理念を掲

げています。その理念のもと、地域の皆様

から必要とされる病院になれるように、ス

タッフ一人一人が日々研鑽し、心のこもっ

たきめ細やかな看護の提供を心掛けていま

す。

現在、医療を取り巻く環境は、病院で

「治す」という病院完結型ではなく「治し

支える」という地域医療型へ変化しており、

病院だけではなく地域の医療、介護関係、

関係職種との連携が必要不可欠なものと

なっています。

当院でも患者様、ご家族様の思いを最優

先に考え、関係職種一丸となって連携し、

患者様にとって最良な環境が提供できるよ

うに努めたいと思っております。

また当院がスタートをきり、丸８年が経

過しようとしていますが、まだまだ皆様に

はご迷惑をおかけしている点も多くあると

思います。看護部長としては、１年生で未

熟な点も多く、日々緊張と学習の連続です

が、皆様からのお言葉を真摯に受け止め、

前進してまいりたいと思っております。そ

してすべての看護師が、元気にやりがいや

達成感を感じ、明るく仲良く働けるような

看護部で在り続けられるよう尽力させてい

ただく所存です。

最後になりますが、今年は、新型コロナ

ウイルス感染症の蔓延や長期化により、世

界的にも国内、県内においても厳しい状況

が続いております。

これまで類のない流行に対し、当院も地

域の皆様の健康と命を守るために、職員一

同最善を尽くし、予防や診療に取り組んで

参ります。

私たち看護部も、感染防止対策を十分に

講じ、看護師としての役割を考えながら社

会的責務を果たしていきたいと思いますの

で、今後ともご支援・ご指導よろしくお願

いいたします。

医療法人寶樹会

仙塩利府病院

看護部長鈴木 智保美



① 出身地 ② 好きな食べ物 ③ 皆さんへひと言

①仙台市 ②せり鍋、小龍包

③１日でも早く業務を覚え、患者
様に寄り添った温かい看護がで
きるよう努力し続けたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

仙塩利府病院 看護師

①石巻市 ②お寿司

③業務と知識・技術を身につけ、
患者様に心のこもった看護が
できるよう頑張ります。
よろしくお願い致します。

仙塩利府病院 看護師

①利府町 ②お寿司

③早く業務を覚え、患者様の個
別性に応じた看護を提供でき
るよう頑張りたいと思います。
宜しくお願い致します。

仙塩利府病院 看護師

①大崎市 ②抹茶、チーズ

③早く業務を覚えて戦力に

なれるよう努力していき

ます。これからよろしく

お願いします。

仙塩利府病院 看護師

①宮城県 ②はらこ飯、チーズケーキ

仙塩総合病院 看護師

③ご迷惑をおかけしますが、１日
でも早く業務を覚え、貢献でき
るよう頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

①塩釜市 ②ラーメン

③１日も早く職場に慣れ、
日々精進していきたいと
思います。
よろしくお願い致します。

仙塩総合病院 理学療法士

訪問看護ST 看護師

①岩手県 ②パスタ、冷麺

③看護師歴は長いですが、訪問
看護師は初めてです。早く慣
れる様に頑張ります。
皆さん宜しくお願いします。

仙塩総合病院 看護師

①多賀城市 ②ラーメン、寿司

③ご迷惑をおかけすると思いま

すが、一生懸命頑張りますの

でよろしくお願い致します。

仙塩総合病院 看護師

①七ヶ浜町 ②ラーメン、プリン

③日々努力を続け知識・技術を身
につけ、１日でも早くチームの
力になれるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

①福島県 ②辛いもの

③色々と至らない点があるかもし
れませんが、患者様の支えとな
れるように努力していきたいと
思います。宜しくお願いします。

仙塩利府病院 看護師



①山形県 ② ラーメン、トマト

③早く業務を覚え、戦力とな

れる様、努力していきます。

よろしくお願い致します。

仙塩利府病院 医療事務

①塩釜市 ② お寿司

③まだまだ未熟ではありますが、
１日１日を大切に、日々努力
していきます。
よろしくお願いいたします。

仙塩利府病院 医療相談員

登場人物など

（１）お遍路ドクター 通称 サトカ
（２）相棒の金剛杖 通称 キツネ
（３）謎の女性 通称 砂子

LA在住の日本人、単身お遍路挑戦中

今回のコースと日程

２０１９年４月２日鴨島駅～４月６日立江駅

５日間の行程でした。４月２日は鴨島駅から

１１番札所藤井寺まで３㎞のみでしたので、

実質４日間のお遍路でした。歩行距離は、全

行程で75 kmでした。前回のお遍路では、

２日間で46 km歩きましたので、これまで

の総歩行距離は６日間で121 kmになります。

待ちに待った（？）遍路ころがし。「遍路は

つらいよ」のサブタイトルを付けましたが、

体力的にはきつかったものの、精神的にはそ

れ程つらくはありませんでした。予め、きつ

い行程であることを覚悟していたからでしょ

うか。事前に予測ができていれば、人は結構

耐えられるものです。

キツネがこんなに頼りになるとは知りません

でした。平地はキツネがいなくても何という

事はないけど、やはり山道はキツネがいない

とね。

＊平地でもキツネがとても頼りになることにサトカ

が気付くのは、ずっと先のことでした。そのエピ

ソードは後程。

砂子さんと歩いた桜坂。後日写真を整理した

ら、意外と撮影枚数が少なかった事に気付き

ました。紹介していない風景の中にも、素晴

らしい景色はもっとあったのに・・・。歩く

のが一番大事ですが、撮影も忘れずに。

知らないお遍路さんと同宿になり、色々と情

報交換ができたのは楽しかった。次回以降も、

宿でお会いした一晩限りのお遍路さんとの交

流がありました。お遍路は楽しい！

その道のりには幾多の困難が・・・

・20番札所鶴林寺、21番札所太龍寺。

二つの札所には険しい山道が。遍路ころが

し再び。

・１日歩行距離35km。飲食店もコンビニも

ない道を行くうち、やがて日も暮れていく。

サトカは無事宿にたどり着けるのか？

・最終日、脚は鉛の様に重くなり、歩行も困

難に。どうなる、サトカ。

次回シーズンもお楽しみに。

今回のお遍路の感想など

次回予告 阿波の札所を突破！

さとう かずとし

佐藤 一俊仙塩総合病院 内科医



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 -

病院間無料送迎車のご案内

編集後記

１

〒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

仙塩総合病院 外来からのお知らせ

形成外科

■ 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 R2.5.20 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 櫻井 雅浩 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 李 榮茂 神尾 一彦 森口 尚 宮坂 芳典 －

形成外科 14：00～16：00 南雲 正人 － 南雲 正人 － －

編集担当者；比良(訪看ST)  大友(総務)

月1、2回

※水曜日のみ
11：30まで受付 【 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

月、水～金曜日の午前に予約なしでも受診可能です（予約優先制）

お勤めの方の定期健康診断や就職する際の雇入時健康診断、
一般の方のセルフチェックに。
５月より料金が１０，８９０円（税込）に改定いたしました。

全国に緊急事態宣言が発出されてから早１カ

月が過ぎました。今年のゴールデンウィーク

は、「ステイホーム」。ご自宅でゆっくり休

まれたり、大掃除されたりなどどのように過

ごされましたでしょうか。オンライン帰省・

飲み会など新しい取り組みも広がってきまし

たね。一日でも早く日常生活に戻るよう、今

後も感染拡大防止に取り組んでいきましょう。

５月・６月診療日は、毎週月曜日と、水曜日は「５/２７，６/１０，２４」です。

健康診断


