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私が考える

当院のめざす姿
余寒の候、皆様如何お過ごしでしょうか。
い時代と言われていますが、当院のこの印象が、
平成20年5月16日付にて事務長に就任し、早10
「患者さんに最良の医療と思いやりを提供する」に結
年の歳月が過ぎようとしています。この度、広報紙
びつくと改めて理解しております。さらに今後、「患者
「せんえんだより」の執筆依頼を受けましたので、改め
さんから信頼され、選ばれる病院になる」ことを目指し
て自己紹介を兼ねてご挨拶をさせて頂きます。
て努力を惜しまないよう、職員と共に心がけていきた
まず私の経歴ですが、東海大学工学部建築学科
いと考えています。
を卒業後、山下設計（建築設計事務所）に入社し、
近年、医療費抑制政策で、病院経営は決して油
一般の構造設計のほか、免震・制震・大空間構造
断ができる状態ではなくなりました。50年以上の歴史
設計に8年間携わっていました。建築設計は、全て
をもつ当院が、「地域医療に永続的に貢献する」た
の建物がオーダーメイドで同じ設計がなく、常に新鮮
めに、その名に恥じぬよう「患者サービスの向上」「医
ああああああああああああああああああああああああああああああ
な気持ちで行うことができ、また良い評価を受ければ
療の質の向上」の観点を常に意識して事務部門の
ああああああああああああああああああああ
さらにやりがいのある仕事でした。しかし、初代理事
使命を担っていきたいと思っています。この仙塩地区
長の「地域医療に永続的に貢献する」ために働いて
の医療に携わる者としての責務は重大ですが、微力
いる姿を幼少のころから見てきたことや他界をきっか
ながら病院長をはじめ職員と力を合わせて頑張って
けに、その思いの手助けができればと平成１３年より
いく所存ですので、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろ
当法人に入職致しました。
しくお願い致します。
入職当初は、前職とは畑違いで驚きの連続でした。
最後に、インフルエンザが
例えば、職場にはパソコンがなく、業務の多くが未だ
流行しているこの頃、皆様に
に手作業で、紙と鉛筆を渡されて…といった具合で
おかれましては、くれぐれもご
した。経理、医事、総務、施設に配属され、職員と
自愛ください。
の交流を図りながら業務を経験し現在に至ります。
今もそうですが、昔から当院の印象は、職員の笑顔
医療法人寶樹会
が自然でその笑顔で患者さんも安心させられるのだ
仙塩総合病院
事務長 鈴木 崇寛
なと感じています。新聞報道などで病院にかかりにく

- Index ・私が考える当院のめざす姿
・看護研究・ケーススタディ発表会
・当院のインフルエンザ流行状況
・入院中のお食事；１月行事食「正月膳」
・インフォメーション
・外来診療担当医表/外来からのお知らせ

－ 基本理念 －
1. 患者さんに、現在の「最良の医療」と
「思いやり」を提供する
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

平成
２９年度

タイトル

平成29年度看護研究・ケーススタディ
発表会が１月１８日（木）に開かれました。
１年ほど前から準備を行った努力の結晶と
も言うべき発表に、会場は普段と違う緊張
感につつまれました。
今年は、看護研究を３階病棟から「医療
型療養病棟における看護職と介護職の協働
について」、４階病棟から「身体拘束解除
に影響する多職種カンファランスの効果」、
５階病棟から「離床センサー使用基準表の
効果」、仙塩訪問看護ステーションから
「腹膜透析療法患者の在宅支援の連携の取
り組み」の４題と、ケーススタディを５階
病棟から「慢性腎臓病患者へ食生活の改善
に向けた看護」の１題が発表されました。

多職種間で行っているカンファレンスの
効果や身体拘束の基準の作成など、各部署
が日ごろから取り組んでいる業務の成果が
発表され、毎日の業務に真摯に取り組んで
いる様子が伝わってきました。
発表後は沢山の質問が飛び交い、普段詳
しく知る機会のない他部署の業務状況も聞
くことができました。発表全体を通し、職
員間で情報共有しお互いに学びを深め合う
機会となりました。
現在私たちは、医療・看護をさらに発展
させ、患者のニーズにそった看護の提供が
求められます。安全・安楽そして安心でき
る療養、そしてその人らしい生活を提供す
るための工夫が必要です。今後も医療の質
向上に役立てるべく、院内研究発表にも力
を入れていきます。
看護部教育委員会

流行状況

当院の
インフルエンザは、例年12月～3月
が流行シ－ズンで流行が始まると短期
間に多くの人へ感染が拡がります。当
院でインフルエンザ検査をし、Ａ型も
しくはＢ型陽性となった数をグラフに
しました。昨シ－ズンは、Ａ型陽性者
が多くＢ型が少なかったですが、今シ
－ズンはＢ型が多いのが特徴です。
まだ流行が続いていますので、
「咳エチケット」「手洗い、うがい」
で予防しましょう。
- 検査室 -
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月に１度、四季折々の歳時などにあわせたお食事を「行事食」として提供をしています。

正 月 膳
常

全食事形態で、盛り付けに試行錯誤しながらもお正月らしい華やかな
おせちを作り上げることができました。
赤飯は、赤飯の素を使わず手作りしています。ソフト、嚥下食の方に
は、小豆の煮汁を入れて炊いたお粥を提供しました。

嚥下食

ソフト食

食

・赤飯 ・清汁
・おせち盛り合わせ
（紅白蒲鉾、伊達巻、栗きんとん、
昆布巻、黒豆、青豆）

・紅白なます ・数の子豆
・みかん

・小豆粥 ・清汁
・おせち盛り合わせ
・かにしんじょう
・紅白なます
・みかんデザート

・小豆粥風 ・清汁ゼリー
・おせち盛り合わせ
（３色テリーヌ〈卵・鯛・カニ〉
昆布巻、ほたて照り煮）

・紅白おろし和え
・みかんデザート

えび、伊達巻、昆布巻、

ズワイ蟹のしんじょうに

芋きんとん、木の葉の豆

白だしあんをかけました。

腐を彩よく盛り付けまし

付き合せは、梅型人参と

た。すべて軟らかいので

きぬさやを使用し、彩り

食べやすくなっています。

よく仕上げました。

I n f o r m a t i o n
■ エレベーターを リニューアルしました
老朽化に伴い、リニューアル工事
を年末年始に行いました。
エレベーター内は、茶色を基調に
したデザインになっております。ド
アの開閉時は、音声と出入口右上に
あります赤いライトが点滅してお知
らせします。
また、心地よい音楽が流れるよう
になりました。
※こちらのエレベーターは、車いす、松葉杖をご利用
の患者様や業務での利用を優先させていただきます。

↑↑
ここが点滅します

外来診療担当医表
診療科目

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。

受付時間

月

火

※

水

木

金
※

橋口 良一

佐藤 容子

佐藤 一俊

佐藤 容子

小泉 賢治

石垣 五月

菊地 孝夫

佐藤 一俊

石垣 五月

14：00〜16：00

角田 隆

佐藤 一俊

橋口 良一

大学病院
医 師

小泉 賢治

8：30〜11：00

李 榮茂

安島 雄二

宮坂 芳典

長谷川 和重

-

-

8：30〜11：30

内 科

※

橋口 良一

神尾 一彦

整形外科

新患のみ

林 耕宇
月1～2回

形成外科

14：00〜16：00

南雲 正人

南雲 正人

-

2/28,3/14,3/28

※禁煙外来も行っています

H30.2.19 現在

外来からのお知らせ
・３月６日（火） 、 ３月２２日（木） 午後の外来は休診です
・３月２９日（木） 佐藤容子先生の外来は休診です
・３月３０日（金） 石垣先生の外来は休診です
・４月２６日（木） 佐藤一俊先生の外来は休診です
・３月２６日（月） 李先生が不在の為、外来は休診です

３月１日より運行時間を変更します

病院間無料送迎車のご案内
仙塩総合病院 発
⇨ 仙塩利府病院 行

7:45

仙塩利府病院 発
⇨ 仙塩総合病院 行

-

-

（仙塩総合病院「１７：３０」発を廃止）

9 : 2 0 10:30 11:40

8:45 9:55

-

-

11:05 12:15

13:20

-

15:50

-

-

-

15:20 16:30

-

〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

TEL 022-367-4111（代表）
仙塩総合病院
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ホームページでも
ご覧になることができます
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