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２ 患者さんから
「信頼され、選ばれる」病院になる
３ 地域医療に「永続的に貢献」する

着任のご挨拶
本年５月より仙塩総合病院に勤務し
ております。月曜日、金曜日午前は仙
塩総合病院で一般整形外科外来、火曜
日午後は仙塩利府病院で足の外科・腫
瘍外来を担当しています。
仙塩利府病院での専門外来から説明
いたします。足の外科と言っても聞き
慣れない方も多いと思いますが、足首
から足先までの障害および変形を専門
的に治療する外科です。足は起立歩行
に欠かせない重要な器官で常に大きな
ストレスがかかっており様々な病気や
ケガを引き起こします。代表的疾患と
しては、外反母趾、強剛母趾、内反小
趾、モートン病、変形性足関節症、有
痛性外脛骨、腓骨筋腱脱臼、足底腱膜
炎、アキレス腱など挙げられます。な
かでも近年急増しているのが外反母趾
です。これはおや指（母趾）がくの字
に変形する疾患で女性に好発します。
放置すると靴が履きにくい、歩行障害、
下肢痛、腰痛まで引き起こします。足
外来では足専門の装具士とタッグを組
んで治療に当たります。矯正装具、イ
ンソール、体操療法で効果が得られな
い場合は変形に応じて手術を行ってお
ります。
整形外科の腫瘍というとこれも聞き
慣れない方も多いと思います。骨に発

生する骨腫瘍、筋肉、神経などに発生
する軟部腫瘍の治療を行ないます。腫
瘍外来で最も多いのが高分化型脂肪肉
腫などの脂肪系腫瘍です。足に腫瘍の
ある方も沢山受診しています。正しい
治療を行うには、正確な画像診断、病
理診断が欠かせません。仙塩利府病院
では、放射線診断医との連携でCT、
MRIによる迅速な画像検査・診断が可
能です。悪性度の高い腫瘍に関しては、
東北大学病院、宮城県立がんセンター、
東北公済病院と連携しておりスムーズ
な紹介を心掛けております。足の痛み
や変形でお困りな方、体にしこりがあ
る方、受診頂ければ幸いです。
仙塩総合病院では腰痛、膝痛、肩凝
り、手の痛みなど様々な整形疾患の治
療を行っております。症状が改善しな
い場合は、仙塩利府病院の専門外来の
先生へ紹介いたします。もう一つの強
みは、内科の各専門分野の先生方と連
携して治療できる点です。酷い痛みで
日常生活にお困りな方、転倒して動け
なくなった方には入院治療も行ってお
りますので御相談下さい。
仙塩総合病院、仙塩利府病院２つの
病院の特徴を活かした診療を行って参
ります。どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

整形外科
はとり

医師

まさひと

羽鳥 正仁

群馬県高崎市出身。東北大学医学部卒業。
東北公済病院 副院長を経て本年５月より
仙塩総合病院 副院長に着任。

６月1日

58 開院記念日
周年

お陰様で6月1日に58回目の「開院記念
日」を迎えることができました。今回の記
念に合わせまして、ご来院された外来患者
様にささやかではありますが、個包装マス
クをプレゼントさせて頂きました。
これからも地域医療に貢献できますよう、
日々精進してまいります。今後ともよろし
くお願い申し上げます。

仙塩総合病院

七夕飾り
今年は、新たに「たがもん」の吹き流し
を作り、正面玄関に飾りました。
皆さんは「たがもん」をご存知ですか。
たがもんは、多賀城の外郭門をイメージし
て誕生した多賀城市観光協会のイメージ
キャラクターで、神亀元年（７２４年）生
まれ１２９７才の男の子です。

私たちの職場を紹介します！

部 署 紹 介

仙塩利府病院 総務課

病院の事務職といえば、外来の患者様
の対応や、レセプト等を担当している医
療事務を想像される方が多いと思われま
すが、私たちは同じ事務職でも、総務課
という部署に属しています。
大きな仕事内容として、まずは職員の
労務管理を行っています。職員の入職・
退職の準備や、出退勤の時刻・遅刻・欠
勤・早退などの管理、健康保険や厚生年
金保険などの保険加入手続き、住所変更、
扶養異動、出産・育児・介護・疾病によ
る休業に関する届け出など行っています。
また、 職員対象の定期的な健康診断や、インフルエンザの予防接種の日程調整など、職員
の健康の管理及び福利厚生に関する業務も行っております。
そのほかにも、社内イベントの企画・運営、電話応対・来客応対、ホームページの管理、
非常勤医師の調整業務など総務の仕事は多岐にわたります。患者様とは直接かかわることの
少ない部署ですが、医師や看護師をはじめ職員が安心して業務に集中でき、より良い医療が
提供できるよう、縁の下の力持ち的な存在の部署となっています。

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

診療科目

受付時間

月

R3.8.26 現在

火

水

木

金
良一
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佐藤

容子

佐藤

一俊

佐藤

容子

大平

泰子

石垣

五月

櫻井

雅浩

大庭
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五月
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一俊

橋口
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泰子

佐藤

正俊

宮坂

芳典

羽鳥

正仁

8：30～11：30

内

橋口

佐藤

一般外来及び禁煙外来

科
14：00～16：00

一般外来及び
禁煙外来

一般外来及び
頭痛・物忘れ外来

整形外科

8：30～10：30

羽鳥

正仁

※水曜日のみ
11：30まで

神尾

一彦

脊椎専門外来

森口

尚

【 8：30～11：30 】
月1、2回

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
形成外科

８月・９月・１０月・１１月の診療日は、毎週月曜日と
水曜日は「９/１５，２９，１０/１３，２７，１１/１０，２４」です

健康診断

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ご利用ください

病院間無料送迎車のご案内
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-
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-
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編集後記
「甘酒」は体に良い栄養素が豊富に含ま
れ、飲む点滴と言われているのはご存じ
ですか?睡眠改善効果・熱中症や便秘の予
防・美容効果など、嬉しい栄養いっぱい
(*´艸｀*)インターネットでは簡単に手作
りできるレシピも出ています☆
夏バテ気味で食欲が低下している方はぜ
ひお試しあれ！
編集担当者；平山(医事) 鈴木(居宅)

〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

☎ 022-367-4111 （代表）
■地域連携室
☎ 022-352-1336 （直通）

関連事業所

〒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 ☎ 022-355-4371

（直通）

■健康診断室 ☎ 022-355-4824

（直通）

■ 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
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☎ 022-367-0501 （直通）
☎ 022-367-4136 （直通）
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