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I N D E X 基 本 理 念

■ 新年のご挨拶
■ 入院中のお食事

１２月の行事食 「ｸﾘｽﾏｽ」
■ 部署紹介 「３階病棟」
■ 病院のお仕事体験②
■ 第３回 健康講座を開催しました

ご自由にお持ちください

内 科

２ 患者さんから
「信頼され、選ばれる」病院になる

地域医療に「永続的に貢献」する３

患者さんに、「最良の医療」と
「思いやり」を提供する
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

平成23年3月11日の東日本大震災

の津波により甚大な被害を受けた仙塩

総合病院は、その後津波の被害から立

ち直り、通常通りの診療を続けております。

昨年末には、傷んだ外壁の修復工事を

行い以前よりきれいな外観となりました。

皆様に以前より快適にお過ごしいただけ

るよう、様々な取り組みを引き続き行って

まいりますのでこれからもよろしくお願いい

たします。

仙塩総合病院の入院治療におきまし

ては、地域包括ケア病棟、一般病棟、

療養型病棟のそれぞれの特性を活かし

て、同じ法人の仙塩利府病院とのつな

がりだけではなく、地域の医療機関や施

設と連絡を取り合い患者様の受入れを

行っております。また地域の急性期病院

との連携を強め、退院後の受皿病院と

してもう少し長い期間入院を希望される

患者様にも医療を提供できる環境が

整ったと思っております。

仙塩総合病院は、院内に開設してお

ります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更に強化して、

在宅医療の取り組みにも力を入れており、

地域の皆様に信頼いただける病院を目

指してまいります。

急に冷え込む日が増えております。皆

様におかれましては体に気を付けてお過

ごしください。

医療法人 寶樹会

理事長 鈴木 寛寿



佐藤 一俊
さとう かずとし

雨は間もなく上がりました。再び３番札所へ歩

を進めました。札所の少し手前で気付きました。

金剛杖を持っていない･･･。「どこ？どこに置き

忘れた？」頭の中がパニックです。「ここに来

るまで何があった。確か、大雨が降って･･･」

「あの時、両掌を天に向けて」･･･という事は、

その時点で、金剛杖を持っていなかった！大雨

の前･･･、自販機の所か！

雨に降られた時に気付いていれば、数百メート

ルのロスで済んだものを。あの場所から既に

1km以上移動しています。来た道を戻り、杖を

取り戻し、また進み･･･。２番札所から３番札所

まで、2.6kmの道を5km以上歩きました。流石

にめげました。

以下、心の声。「これまでトレーニングを続け

て、しっかり歩ける脚を作って来た。杖がなく

ても十分に歩ける。逆に杖が足を引っ張ってい

る。いっそ、杖を川に流してしまおうか･･･」

＊弘法大師は橋のたもとで休んでいたと聞いた

ので、きっと川が好きなのだろうと･･･、個人的

な想像です。流石に杖をごみ箱に捨てるという

罰当たりな選択肢はありません。

杖を忘れて ズンズン進み
気付いた時には 札所前

その後は杖を忘れることもなく、４番札所にた

どり着きました。時刻は14時30分。宿の女将

さんが持たせてくれたおにぎりを食べながら、

今夜の宿を検討します。６番札所の少し手前の

食堂民宿がいいかな。電話したら、空室あると

の事で、早速予約しました。

宿が確保できた事で、精神的に余裕ができまし

た。５番札所の参拝も無事済ませ、宿に向かい

ます。体は疲れ切っていますが、気が張ってい

るので、最後までキロ15分前後のペースで歩き

続け、宿には17時半頃に到着しました。1日の

歩行距離21.5kmでした（無駄に歩いた分も含

め）。宿の女将さんが、杖を洗ってくれました。

１日歩いただけで、先が少し擦り減っています。

この杖は、身を削って私の歩きを助けてくれ

た･･･。そう思うと、急に杖が大切に思えるから

不思議です。もはや、杖を川に流そうなどとは

考えませんでした。明日もよろしく頼むぜ、相

棒！夜はビールとたらいうどんで喉とおなかを

満たしました。

猛暑日1日 歩いた後は
喉に染み入る 生ビール

一番礼所霊山寺

遍路は続くよ
どこまでも

霊山寺本堂

内科医

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

１２月２５日 提供 「 クリスマス 」
嚥下食ｿﾌﾄ食常食

・バターライス ・ビーフシチュー

・トマトスープ ・ティラミス

・大根と胡瓜のコブサラダ

・バター粥 ・ビーフシチュー

・トマトスープ ・ストロベリーケーキ

・大根のチーズたまり醤油

・バター粥 ・ビーフシチュー

・トマトスープ ・ココアプリン

・大根のチーズたまり醤油



私たちの職場を紹介します！

３ 階 病 棟紹署 介部

3階病棟
押忍‼

お風呂は寝たまま
入れます

食事は
皆で食堂で

3階病棟は療養病床で、長期療養が必要な患者さんの生活援助を行っています。
最近では、酸素、吸引、点滴、経管栄養をされている患者さんが大半で、
医療度、介護度ともに高くなっています。そのような中でも季節ごとの

レクリエーション等に力を入れ、患者さんの入院生活を支えるよう努めています。

患者さんの症状に合わせた
経管栄養の種類が豊富‼

食堂に掲示されて
いる長寿の心得

頑丈な
ストレッチャーで
入浴の送迎を安全に

行います

１２月１１日、３階病棟にて『クリスマス会』を行いました。

今回の舞台はプレゼント工場。あわてんぼうの大きなサンタと

うっかりものの小さなサンタが大きなソリを持ってやってきました。

「クリスマスに配るプレゼントがまだこんなに残っている・・・」

そこでベテランサンタさん達にお手伝いをお願い。

「皆でここにあるプレゼントをこの大きなソリに入れてください！」

カラフルなプレゼントを手にしたベテランサンタさん達。

慌てふためく２人のサンタのため、昔野球をやっていたからと

豪速球で、難しいけどと話しつつも抜群のコントロールであっちから

こっちから投げ入れました。慌ててソリを持ったまま動き回る

サンタにもお構いなし。あっという間にプレゼントはいっぱいに。

これで無事にクリスマスに間に合います。

「うちの孫にも届くかな」と笑顔で記念撮影。

♪誰もが誰かのサンタクロースみんなが主役☆

みんなでおんなじ時に笑顔になれたら♪Merry Xmas

介護福祉士

阿部



〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

☎ 022-367-4111（代表）

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

〒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）

編集担当者；鈴木萌(ﾘﾊﾋﾞﾘ)  菊田(5F病棟) 大友(総務)

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）

新年あけましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょう
か。今年は、新元号に変わるなど変化の多
い一年になりそうですね。また、インフル
エンザの流行時期になりました。手洗いう
がい、マスク着用などでしっかり予防しま
しょう。今年も「せんえんだより」をご愛
読頂けます様、よろしくお願いいたします。

中学生職場体験受け入れ報告
～利府町立しらかし台中学校の生徒さん～

11/14（水）
～

11/16（金）

辞令交付からスタート
『本日から

よろしくおねがいします』
病院受付の仕事
『どうぞお大事にしてください』

臨床検査技師の仕事
『目は心の窓。目を見る
ことで病気がわかるんです』

臨床工学技師（ME）の仕事
≪by手術室≫

『血圧を測りますね-』

県内にも数台しかない
手術ロボット“ダ・ヴィンチ”体験
『距離感がなかなか難しいな』

病院の消防訓練にも参加
『火事だ、火事だ～!!』

医局秘書の仕事
『医局内の管理、出張の手配など
先生から依頼される業務は
たくさんあります』

車椅子で搬送車体験
『２台いっぺんに運
ぶことができます』

―1日目― ―２日目―

―３日目―

オリエンテーション
⇒辞令交付
⇒病院受付
⇒院内見学ツアー
⇒検査室

病院受付
⇒ME室・手術室
⇒消防訓練

病院受付
⇒医局秘書
⇒搬送車体験
⇒放射線室
⇒修了証交付

参加者の声

11/21
（水）

『手のしびれと傷み』 ～このような症状の場合は専門医へ～

・今後ともこのような講座を開いていただけると、健康や知識の為になるので願います。（多賀城市・60代男性）

・手外科専門医について初めて知りました。（利府町・60代女性）

・お客さんで手の症状がある方がいるので、こちらの治療を紹介したいと思い来て
みました。手の症状の方がいたら教えたいです。（富谷市・30代男性）

・初めてお伺いしました。仙台市内の病院では色々な講座が開催されておりますが、
今回は広報誌で知りました。ぜひ聞きたい科だったので伺いました。（宮城野区・70代女性）

一部抜粋しています

長谷川 和重 先生
仙塩利府病院 整形外科
手の外科センター センター長

利府町 33 人

多賀城市 8 人

塩竈市 5 人

仙台市 5 人
その他 8 人
未回答 26 人

参加者；85名

会場を埋め尽くすたくさんの方にご参加いただきました。
質問の多さに関心度の高さが窺えました。講演後のアンケートでは、
「もっと聴きたい」「また参加したい」といったご感想を多数いただきました。

放射線技師の仕事
『レントゲンやCT、MRIIなど
様々な検査機器があります』

⦿初めて知る職業があり、どんな仕事なのかたくさん学べて
よかったです。仕事をする大変さが分かりました。

⦿ひとつの職場にいろいろな職業があることが勉強に
なりました。

⦿手術ロボット“ダ･ヴィンチ”の操作が難しかったです。
受付の職員さんが優しく、楽しかったです。

修了証交付
『３日間お疲れさまでした』

最後は笑顔で･･･

いつかこの病院で
一緒に働けること
を願っています


