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「第７回仙台医療センター健康まつり」が、
「地域の皆さまと共に築く、今日そして明日の医療」の

テーマで10月27日(土)に開催されました。
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第7回 仙台医療センター健康まつり

　10月27日（土）、当日は、爽やかな秋晴れとなり、たくさん
の方々にご参加いただきました。
　10時からのオープニングセレモニーでは、和田院長の挨拶後
に来場者の方にテープカットに参加していただき、健康まつりの
開幕となりました。
　その後のステージイベントでは「柴田三兄妹の津軽三味線演
奏」「未知ノ国守ダッチャーショー」と続き、にぎやかに進んで
いきました。
　今回は例年の体験コーナーに加え「臨床工学技士体験」「看護
師国家試験体験」を設け、より広く医療を知っていただけるよう
に企画しました。いずれも盛況で、参加された方からは「とても
良い経験になった。楽しかった」との感想をいただき、病院・医
療職を身近に感じていただけるようになったのではないかと思い
ます。
　「健康講話」や「小さな演奏会」「キッズチアダンス」に「少年野
球教室」。「親子でパン作り教室」も大変楽しかったとの感想を聞
いています。
　各コーナー盛況のなか、14時に田所副院長の閉会挨拶で幕を
降ろしましたが、アンケートでは、「とても勉強になった」「健康
問題について参考になった」「来年も楽しみにしています」「入院
中だったが気分転換になった」などのご意見をいただき、大変嬉
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しく感じています。また来年の開催に向けて励みとなるところで
す。
　最後になりましたが、HIVコーナーで共催いただいた「宮城野
区保健福祉センター」、ボランティアで参加していただいた「仙
台ビューティーアート専門学校」「ホスピタルクラウン」「おはな
しクレヨン」「少年野球 楽天ジュニアコーチ」の皆様をはじめ、
スタッフとして健康まつりを準備し盛り上げた多くの職員と看護
学生、関係者の方々、並びに参加してくださった地域の皆さまに
心より感謝申し上げます。

（健康まつり実行委員　経営企画室長　松永　浩二）
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医療機器をさわってみよう！医療機器をさわってみよう！ 調剤体験調剤体験
　子供達は元気があってとても良かったで
す。２時間という短い中での教室でした
が基本を教えられたと思います。もう少
し集中力があっても良かったかなー。で
も子供たちと一緒に楽しくできてホット
しています。

楽天ジュニアコーチ(2012楽天
ジュニア監督)鷹野史寿氏

　このような体験をさせていただき、来
てよかったです。初めて来ましがあり
がたいですね。血圧は自分の家でも計
りますが大丈夫なのかなと不安もあり
ますが、病院だと安心できますね。

名取市　藤井さん

　今年も楽しみにして来ました。調剤
体験は初めてで、細かい少量のmgの
単位で錠剤になるのだと知りました。
いつも薬をもらって飲んでいるだけで
したが、ご苦労があることを知りまし
た。貴重な体験をありがとうございまし
た。

宮城野区　森さん

盛大でビックリです！　健康が気になっ
ている時にチェックができて嬉しいです。
胃腸が気になっていましたが、病院に行っ
てまでもないかなと思っていました。気が
るに相談もできて、しかもたくさんの健康

商品ももらえて、始めてき
ましたが嬉しい限りです。
ストレスチェックも楽し
みです。旦那も連れてく
れば良かったと思いま
す(笑)
仙台市 長濱屋さん

西野さん
佐々木さん

　仙台医療センターの健康まつりは入院
していた頃に見て「凄いな―」と思ってい
ました。今回転勤して来て初めて参加し
ましたが、医療センターの職員の底力
を目の当たりにして誇りに思います。

その一員に私もなれたと思う
と来てよかったと思いま
す(笑)。
　手洗い体験の方は、
私の笑顔力で200人
の体験を目指します。
　感染対策係長

小山田厚子

　家の宝物にして飾っておきます。
プロ野球選手に教えてもらえるの
で楽しみに来ました。ボールの取り

方やバッティングなどいろいろ教えて
もらいました。楽しかったです。僕も
プロ野球選手になれるよう練習を頑張
りたい。　　　　     宮城野区　熊坂君
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　当院のメンタルヘルス研修会も恒例のものとな

り、職員の意識も徐々に変わってきました。その

ような中、10月23日に迎えた第7回目、テーマ

は「セクハラ・パワハラから身を守ろう！」。厚労

省でも先般、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関す

る円卓会議」において、パワーハラスメントの予

防・解決に向けた提言がまとめられました。今回

の講師で産業カウンセラーでもある末冨美貴先生

によると、「もし自分がセクハラを受けたらはっき

りと意思表示をしてだれかに相談すること、被害

者を出さないために日ごろから職場のコミュニ

ケーションに配慮することが大切」とのことでし

た。院内にも相談窓口を設置していますので、遠

慮なく利用してみてください。

（文責　職員係　簗取　勇治）

医療安全研修 医療安全研修 メンタルヘルス研修 メンタルヘルス研修
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院内肺塞栓症予防ワークショップ第三弾

術後肺塞栓症を発症した前立腺癌の1例

肺塞栓リスク評価のアセスメントシートの入力について

血栓の画像紹介

術後抗凝固療法とD-ダイマーの測定状況について

リハビリテーション科における肺塞栓予防対策

間欠的空気圧迫法

１

２

３

４

５

６

７

尾上循環器内科医師

石井泌尿器科医師

島村外科医長

三上臨床検査技師

後藤薬剤師

佐藤理学療法士

滑川臨床工学士

　第3回目の「肺塞栓防止ワークショップ」が10月
29日開催され、以下のスケジュールで行われました。

　尾上医師からは、肺塞栓に関する概要、当院での発
症状況及び予防対策の実施状況について、石井医師か
らは、泌尿器科で肺塞栓を発症した患者の背景から発
症後の経過について、島村医長からは、肺塞栓防止の
ために実施している「肺塞栓リスク評価」の入力方法に
ついて説明がありました。
　また、コメディカル部門からは、三上臨床検査技師
より血栓の画像紹介について、佐藤理学療法士よりリ
ハビリテーション科における肺塞栓予防対策（チェック方法や血栓予

防運動）について、滑川臨床工学士より、間欠
的空気圧迫法の概要と使用注意点について
映像や画像を用いてわかりやすく説明を
いただきました。
　当日は、145名の職員が参加され、
他部門で行われている肺塞栓予防対策

を知る良い機会であったと思
います。
（医療安全管理室

後藤　興冶）

尾上循環器内科医師尾上循環器内科医師
㈳日本産業カウンセラ協会東北支部

末冨　美貴 氏
㈳日本産業カウンセラ協会東北支部

末冨　美貴 氏
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質の改善を目指して！
　平成24年１月１日に新情報システムが導入され、早くも11か
月が過ぎようとしています。自分たちのやっている仕事がどう変
わったのか、他の人たちの仕事はどうなのか、そろそろ振り返って
みる時期になって来たのではないでしょうか。ISO9001ではその
ような場として内部監査という仕組みを用意しています。
　今年は10月２日に内部監査員養成講座を受講された13名の新

監査員にも参加いただき、10月22日から11月22日にかけ後期
内部監査が行われました。以前指摘された不具合がどうなったか、
新たな問題はないか、内部監査は職場の定期健康診断とも言える
活動です。ここから生まれた改善策は広く他の部署でも活用され、
当院全体の質の改善（健康！）につながって行きます。

（TQM推進室副室長　真野　　浩）

　10月22日に看護学科第66回生88名の「誓いの式」が行われました。「誓いの式」は看
護師になるという決意を新たにする節目の式でもあります。式では、一人一人がナイチン
ゲールの聖火を継承し、聖火を手にユニフォーム姿で歩く学生たちの姿はとても輝いて見
え、看護を志す者としての決意がその姿に現れているように感じました。また、「ありがと
う」の合唱では、両親やお世話になった方々、一緒に学び合う仲間たちへの感謝の気持ちが
込められおり、美しいハーモニーが会場いっぱいに響きわたりました。学生を代表して冨
樫英里さんから「患者さんに信頼されるような看護師になれるよう仲間とともに勉学に励ん
でいきたい」と誓いの言葉が述べられ、決意を新たにしました。この日の喜びと感動を忘れ
ず、仲間とともに支えあい、励ましあいながら、人間性豊かな看護師に育っていってほし
いと願っています。　　　　　　　　　　（文責 看護助産学校　看護学科教員　布宮　玲子）

誓いの式
― 決意を新たに！―

ISO内部監査 ― 10月22日～ 11月22日 ―― 10月22日～ 11月22日 ―
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接遇研修会
あいさつからコミュニケーションへあいさつからコミュニケーションへあいさつからコミュニケーションへ

　接遇部会は医療サービス向上委員会の部会として
活動しています。
　部会では職員のみなさんの接遇のいいところを伝え広めていきたい
と取り組んでいます。今回の研修企画にもその思いを込めました。研
修では、様々な部署から参加した106名のみなさんがあいさつやコ
ミュニケーションの中で、終始楽しそうな様子でした。
　「あいさつ」は接遇の大切な要素であ
り、コミュニケーションは第一印象か
ら入ります。職員のみなさんで「忙し
い時こそ穏やかに」、「相手の気持ちに
なって」コミュニケーションを広げて
接遇医療センターめざしましょう！

（文責　副看護部長　中野　良子）

仙台市医師会主催　第２５回病院親善野球大会
よもやの初戦敗退！よもやの初戦敗退！よもやの初戦敗退！

　平成24年９月29日、心配されていた台風も進路を東に変えてく
れたため、仙台市医師会主催の第25回病院親善野球大会が、今年も
ベルサンピアみやぎ泉で開催されました。
　開会式では、昨年の準優勝チームとして、カップを返還し、今年こ
そは優勝と選手一同、内なる闘志を燃やして臨みました。
　第１回戦東北労災病院との試合、初戦の硬さからか、一回表に守備の
乱れからエース小川の足を引っ張り、４点を献上してしまいました。
　今年の優勝候補の呼び声高い、労災病院相手に初回４点のビハイン
ドはあまりに大きく、ベンチのムードも沈滞気味でしたが、その裏、
菊地佑樹、佃和彦の１、2番コンビの
活躍もあり、２点を返し、追い上げ
ムードとなりました。

　その後、一進一退の攻防が続き、労災病院を追い詰めましたが、結局７対５で、初戦敗退となってしま
いました。
　これで２年連続優勝を逃し、悔しい結果となりましたが、若手も加わったので来年こそは優勝し、強い
医療センターを復活させたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　（文責　外科医師　原田　昭彦）

仙台医療センターゴルフコンペ
4年振り開催4年振り開催4年振り開催

　実に４年振りに開催となりました「仙台医療センターゴルフコンペ」
が、11月11日（日）に松島チサンゴルフ場で開催されました。当日
は和田院長を始め、職員、OBの方々15名が参加して、秋晴れの中、
一日楽しみました。開会式では院長が「４年振りの開催で懐かしい顔
ぶれもあり、スコアは別として楽しんでほしい」と挨拶がありました。
この開催で4年振りにゴルフクラブを握った人や、今回が初めてゴル
フ場でプレーするなどさまざまでしたが、スコア以上に皆さん楽しめ
たようです。
　気になる優勝は、若佐孝男管理課長
が本人もビックリの栄冠に輝きました。
準優勝には、現在、宮城病院の管理課

長（元当院庶務係長）の大泉英二さん。ベストグロスには前総合内科部長の千田信之先生となりました。
　次回は３月10日（日）に開催予定です。ぜひ、今回参加できなかった皆さんも次回はご参加ください。

（文責　広報企画委員）
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（1）障害の原因となった病気（呼吸器疾患）の初診の時点で、国民年金また
は厚生年金または共済年金に加入していたこと、（2）初診日の前日までに
一定期間の保険料を納めていること、（3）現在の病状が年金制度で定めら
れた状態であることを医師より証明されること。詳細については、初診時
に加入していた年金の窓口にご相談下さい。（国民年金：お住まいの市区町
村役場、厚生年金：管轄の年金事務所、共済年金：職場窓口）

③特定疾患治療研究事業（特発性間質性肺炎の方のみ）
　県が指定する特定の疾患にかかっている方が医療を受ける場合に、その
医療費の一部が助成される制度です。呼吸器疾患の中では、特発性間質性
肺炎（重症度分類3、4度）が対象疾患に指定されています。詳細について
はお住まいを管轄する保健所にご相談下さい。

　以上、代表的な3つの制度をご紹介しました。これらの制度は、各相談
窓口の他、病院の地域医療連携室でもご相談に応じておりますので是非ご
利用ください。

（文責　医療社会事業専門員　小倉　美緒）

　今月は、呼吸器疾患の方が利用できる制
度についてご紹介させていただきます。
　その中の代表的な制度として、①身体障
害者手帳、②障害年金、③特定疾患治療研究
事業（特発性間質性肺炎の方のみ）につい
てご説明いたします。

①身体障害者手帳
　呼吸器疾患によって日常生活に長期にわたり制限を受けるような状態で
あり、審査の結果「一定の障害がある」と認められた場合に身体障害者手帳
（以下、手帳）が交付されます。手帳の交付を受けると医療費の助成や交通
費の割引、税金の減免などが受けられます。また、市町村によって独自の
サービスを実施している場合もあります。詳細については、お住まいの市
区町村役場にご相談下さい。

②障害年金
　呼吸器疾患によって生活や仕事が困難となり、なおかつ下記の３つの受
給要件をすべて満たす場合に生活費を補うための年金が支給されます。

管理診療会議報告月
（平成24年11月８日開催）11

◇和田院長◇

・医療法に基づく立入検査及び適時調査について

平成24年度の保健所による医療法に基づく立入検査が30日（金）に予定され、書面審査及

び院内巡視による実施確認が行われる。各職場においては今一度、書類及び手順実施状況等

の確認をお願いする。

また、19日（月）には東北厚生局による「施設基準等にかかる適時調査」が実施されるので、

保険診療のルールに基づいた書類等管理が適切に行われているか併せて確認をお願いする。

・健康まつりについて

10月27日（土）に第７回健康まつりが開催された。天候にも恵まれ、たくさんの参加者があり、

盛況に終わることができた。来年も趣向を凝らして実施したいと考えているのでよろしくお願い

する。

・労災病院との連携について

国立病院機構の平成26年度に向けた「新たな組織及び非公務員化」の手続きが行われていく

ところだが、両病院の連携について検討がなされ、本年度は両組織が主催する研修会への相

互参加が勧められているところである。

・国際医療協力について

本年度は院内に国際医療協力室を設置して病院全体で国際医療協力を進めていこうとしてい

る。10月末にはウィルスセンター長の引率のもと３名の臨床研修医がフィリピンの病院で研

修を実施し、平成25年度には経済連携協定（EPA）に基づくインドネシア・フィリピン看護

師候補者の受け入れ施設として手続きを進めている。実施にあたっては院内関係部署の連携

と協力をよろしくお願いする。

◇審議・報告議題◇

１．田所副院長

・部門目標ヒアリングについて

年初に各部門、一部の委員会において、今年度の目標を設定いただいている。その進捗状

況について、12月上旬を目途にヒアリングを実施するのでよろしくお願いする。

・診療科ヒアリングについて

例年通りとなるが、今年度の目標の進捗状況について、11月下旬を目途にヒアリングを実

施する。また、診療科ヒアリングのときに新病院建築に関するヒアリングも併せて実施す

る予定としているので協力をお願いする。

・総合医学会のプレ発表会について

16日（金）、17日（土）に神戸市で行われる総合医学会のプレ発表会を９日（金）に実施す

る。他の部門の仕事内容を聞ける機会にもなるので、可能なかぎり聴講いただき、いろい

ろと意見を述べていただきたい。

２．齋藤副院長

・BLS講習会の開催について

当院は救急医療が大きな“柱”となっており、最も基本的な活動として、最低、職員全員が

BLSができるようになろうと考えている。その習得を目的にBLS講習会を定期的に開催す

ることとしているので参加について、各部署の協力についてよろしくお願いする。

・がん診療拠点病院活動について

がん診療連携も当院の活動として大きな“柱”となっており、がん対策推進基本計画にある

ように緩和ケア研修会の開催を予定している。患者・家族との最も基本的な姿勢を取り上

げている研修であるので、是非、理解のうえ、受講いただきたい。

３．海瀬統括診療部長

・秋の健康診断の実施について

平成24年度第２回目の定期健康診断を20日（火）から30日（金）にかけて実施する。

特にＸ線撮影については、実施するようにお願いする。

・ご意見・ご要望に対する対応状況について

10月のご意見・ご要望については、やはり接遇に関して多く寄せられている。接遇に関して

は徐々に患者からの要望が増してきている。些細な言葉遣いに対してもクレームの対象となっ

てくるので指導方よろしくお願いする。

４．鴇田看護部長

・EPA看護師候補者の採用準備について

国際医療協力の一環としてEPAの協定に基づき、フィリピン看護師候補者２名の受け入れ

を進めている。候補者は現地と日本で各６ヶ月間の日本語研修を実施したのち、平成25年

12月中旬頃から当院での就労と日本語による看護師国家試験の資格を有する予定であるの

で、今後の受入体制の整備に関係者の協力をよろしくお願いする。

５． 千葉事務部長

・平成24年度業績評価制度被評価者研修の実施について

例年実施している当該研修については、これまで全職員が対象となっていたのに対し、今

年度から新規採用者や長期休職し復帰する職員等に対象が変更となっている。実施時期は

11月から来年２月までの間に実施することとなっており、具体的な日程等を後日お知らせ

するので参加調整方よろしくお願いする。

・施設管理規程の制定について

病院建替の準備を進めているが、病院敷地管理の明確化をするために施設管理規程の制定

を予定している。敷地配置図にあるように宿舎地帯、教育研修地帯、病院の３区分とする。

当該規程では、室内管理者（火元責任者）を定めることとしているので、正式に規程を制定

した場合には改めて院内報等でお知らせする。

・不審電話について

すでにディスクネッツや院内報でお知らせしているが、ここ数日間のうち、当院の医師の

PHS番号を聞き出そうとする事案が発生している。直通電話もあるが、基本的には各職場

からそのような情報を教えることはあり得ないので、不審と思われる電話は、こちらから

かけ直す、電話交換や事務当直に戻すといった対応をよろしくお願いする。

・平成23年度経営診断指標について

評価会や経営改善委員会などで取り上げているが、国立病院機構内の経営指標が公表され

ている。今回、当院の指標をディスクネッツに掲載するので後ほどご覧いただきたい。

６．松永経営企画室長・菊地専門職

・患者数、診療点数等について

７． その他

・メディカルオンラインのトライアル期間について（末永企画課長）

国立病院機構に国立医療学会からメディカルオンライン（和文文献検索ソフト）の紹介が

あった。機能性の試行期間中であるので当該期間に試行してもらい、意見を伺いたい。意

見をもとに図書委員会で共同購入を検討するのでよろしくお願いする。

・委員会報告について（若佐管理課長）

次第にもあるように今回から各種委員会報告はディスクネッツやウェブメールですでに周

知しているので、資料としては添付していないのでご承知おきいただきたい。

・仙台市への駐車場用地返還に伴う駐車許可制限の実施について（若佐管理課長）

６ヶ月毎の駐車場のパスカード更新手続中であるが、仙台市の都市計画道路として売却し

た用地を返却する時期が近づいている。今後の病院建替の件もあり、駐車用地の減少によ

り、更新を認めない場合もあるので、ご了承方よろしくお願いする。

（文責　庶務班長　坂本　　淳）
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地域とふれあい　情報発信
　10月21日（日）、榴ヶ岡公園にてみやぎのまつりが開催され、母子センター・
BFHチームがBFHI（母乳推進のための活動）のため、初参加をしてきました。
　「ちょっとのぞいてみま専科」のブースで母乳育児推進のパネル展示や育児相談、
赤ちゃん人形抱っこ体験を行い、地域の皆さんと触れ合うことができました。
　赤ちゃん人形抱っこ体験は、お年寄りから小さいお子さんまで様々な年代の方
に抱っこしてもらい、人形のリアルさに驚きながらも赤ちゃんの体重の重さを
感じてもらい140人の方が抱っこ体験し、喜んでおられました。
　地域の方と触れ合うことで母乳育児への関心を高めてもらい、情報発信をする
ことができました。今後もBFHI活動を地域への発信を継続していきたいと思い
ます。　　　　　　　　　　　（文責　母子センター　副看護師長　沖津まゆみ）

母 子 医 療 セ ン タ ー ・
Ｂ Ｆ Ｈ チ ー ム ！

宮城
野区民まつりに参加

宮城
野区民まつりに参加

　第22回となる定禅寺ストリートJAZZフェスティバル（http:// 
www.j-streetjazz.com）が、9月8日（土）、９日（日）の両日に開催され、今
年は当院から2つのバンド（Suddenly Order Comes、VSOP）が出場しま
した。
　Suddenly Order Comesは尺八を中心としたユニークかつ本格的なク
インテットで、VSOPバンマス（band master）の斎藤泰紀先生から「尺
八の良さを活かすユニットでジャズフェスに応募を」と急遽（suddenly）
オーダーを受け結成されました。渋谷先生の調整力とリーダーシップによ

り２ヶ月の練習期間を設けて臨みました。木枯らし吹きすさぶような尺八
の音色から始まった「枯れ葉」で一気に聴衆の気持ちを掴み、「Just 
friends」「黒いオルフェ」「イスラエル」など次々とスタンダードジャズ
ナンバーを演奏し会場を湧かせました。一方のVSOPは今回も「一夜漬
け」の名に恥じぬ（？）短期間の準備ではありましたが、八雲（北海道）、
盛岡、丸森、山形など、当院から離れて仕事をしているメンバーやOBも
演奏や応援に駆けつけました。「Moanin'」から「キーハンター」まで、ス
イングジャズから始まって昭和の香りのする楽曲まで演奏するという幅広
いレパートリーを披露し観客の喝采をいただきました。２日間とも、当院
の職員、OBおよび患者さんが応援に駆けつけてくださいました。この場
をお借りし、改めてお礼申し上げます。そしてまた応援のほどよろしくお
願いいたします！ (文責　緩和ケア医長　高橋　通規)

ZZ
JAZZフェスティバルで演奏

第 2 2 回 定 禅 寺 ス ト リ ー ト
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1 January 1月号 2 February ２月号 3 March ３月号

4 April ４月号 5 May ５月号 6 June ６月号

7 July ７月号 8 August ８月号 9 September ９月号

10 October 10月号 11 November 11月号 12 December 12月号

NEWS仙台医療センター

2012年の表紙を飾った写真！
NEWS仙台医療センター

2012年の表紙を飾った写真！
NEWS仙台医療センター

2012年の表紙を飾った写真！
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1January
１日
４日
９日

14日
20日
25日
26日
27日
30日

病院情報システム更新
仕事始め
第11回院内フォトコンテスト
　（最優秀賞　「絆」　東２階病棟看護師　佐藤佑衣）
どんと祭裸参り参加
東北ブロックエイズ拠点病院等連絡会議
災害医療研修会（机上訓練）
災害医療研修会（トリアージ訓練）
功労者表彰式及び新年会（メルパルク仙台）
QCサークル活動予選発表会　（31日まで）

1January
１日
４日
９日

14日
20日
25日
26日
27日
30日

病院情報システム更新
仕事始め
第11回院内フォトコンテスト
　（最優秀賞　「絆」　東２階病棟看護師　佐藤佑衣）
どんと祭裸参り参加
東北ブロックエイズ拠点病院等連絡会議
災害医療研修会（机上訓練）
災害医療研修会（トリアージ訓練）
功労者表彰式及び新年会（メルパルク仙台）
QCサークル活動予選発表会　（31日まで） 2February

２日

３日
６日

13日
15日
19日
20日
22日
28日

看護研究発表会
地域医療センター「如月の会」
　（ホテルメトロポリタン仙台）
ひまわり保育園「豆まき会」
第11回QCサークル活動本選発表会
　 （最優秀賞　中央材料室）
KYT発表会
地域医療センター講演会
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第24回緩和ケア研修会（４日まで）
附属仙台看護助産学校卒業式,
健康診断・胃部検診（15日まで）
病後児保育室スタート
VSOPスプリングコンサート
臨床研修医症例発表会
平成23年度医師臨床研修修了式
監査法人による期末往査
定年退職者との昼食会
離任式
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内部監査オリエンテーション
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平成25年度看護職員採用説明会
ISO内部監査（7月13日まで）
電子カルテ・データ活用講演会
職員健康診断（6月29日まで）
医療安全管理研修会
治験感謝状贈呈式
第６回メンタルヘルス研修会
NST研修会
職員食堂バイキング初開催
環境整備の日スタート（毎月最終木曜日実施）
柴田三兄妹津軽三味線コンサート
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辞令交付式
新規採用者オリエンテーション（6日まで）
仙台医療センター歓迎会（仙台サンプラザ）
看護技術研修（11日まで）
附属仙台看護助産学校入学式
敷地内「桜」満開
永年勤続表彰伝達式

辞令交付式
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11日
15日
21日
25日
30日

看護の日のイベント
ふれあい看護体験
金環日食
新人看護師BLS講習会
TQM講演会
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２日
７日
14日
15日
17日
20日
25日
28日

MRI医療安全管理研修（４日・12日も開催）
看護職員病院見学会
第11回みちのくウイルス塾（15日まで）
レジナビフェア2012 in 東京（東京ビックサイト）
地域医療研修センター運営協議会及び夕涼の会　（メトロポリタン仙台）
UCLA内科学教授Dr.kaunitz 来院！
地域医療研修センター専門委員会
附属仙台看護助産学校祭＆学校説明会（29日まで）
ひまわり保育園夏祭り

MRI医療安全管理研修（４日・12日も開催）
看護職員病院見学会
第11回みちのくウイルス塾（15日まで）
レジナビフェア2012 in 東京（東京ビックサイト）
地域医療研修センター運営協議会及び夕涼の会　（メトロポリタン仙台）
UCLA内科学教授Dr.kaunitz 来院！
地域医療研修センター専門委員会
附属仙台看護助産学校祭＆学校説明会（29日まで）
ひまわり保育園夏祭り

MRI医療安全管理研修（４日・12日も開催）
看護職員病院見学会
第11回みちのくウイルス塾（15日まで）
レジナビフェア2012 in 東京（東京ビックサイト）
地域医療研修センター運営協議会及び夕涼の会　（メトロポリタン仙台）
UCLA内科学教授Dr.kaunitz 来院！
地域医療研修センター専門委員会
附属仙台看護助産学校祭＆学校説明会（29日まで）
ひまわり保育園夏祭り

7July
２日
７日
14日
15日
17日
20日
25日
28日

MRI医療安全管理研修（４日・12日も開催）
看護職員病院見学会
第11回みちのくウイルス塾（15日まで）
レジナビフェア2012 in 東京（東京ビックサイト）
地域医療研修センター運営協議会及び夕涼の会　（メトロポリタン仙台）
UCLA内科学教授Dr.kaunitz 来院！
地域医療研修センター専門委員会
附属仙台看護助産学校祭＆学校説明会（29日まで）
ひまわり保育園夏祭り

12December
６日

８日
13日
14日
27日
28日

生活保護法による
　指定医療機関の個別指導
ひまわり保育園クリスマス会
機構本部臨時内部監査
院内避難訓練
大掃除
仕事納め
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３月　離任式３月　離任式

12月　院内職場対抗バレーボール大会12月　院内職場対抗バレーボール大会

11月　クリスマスイルミネーション11月　クリスマスイルミネーション

９月　臓器移植シュミレーション９月　臓器移植シュミレーション

ISO外部審査ISO外部審査

11November６日
７日
８日

９日

10日

12日
13日

14日
16日

19日

20日

27日
30日

助産学科推薦入学試験
文化講演会
看護学科推薦入学試験
第３回院内感染対策研修会
総合医学会プレ発表会
職員食堂バイキング二度目開催
宮城県緩和ケア研修会（11日まで）
東北AIDS/HIV薬剤師会議
東北AIDS/HIV心理福祉会議
中日（前楽天）　山崎選手小児病棟訪問
精神保健等法律に基づく
　精神科病院実地指導及び実施審査
接遇研修会
第66回国立病院総合医学会（神戸市）
　（17日まで）
施設基準等に係る適時調査
院内レク　院内職場対抗バレーボール大会開幕
　（20職場参加）
地域医療研修センター研修会
職員健康診断（30日まで）
共済財務局監査（28日まで）
・クリスマスイルミネーション点灯式
・医療法に基づく立入検査
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・QCサークル活動委員会伝達講習会
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東北ブロックDMAT参集訓練（新潟７日まで）
医療安全管理研修
地域医療研修センター講演会
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9September
１日
２日
５日

８日

12日

13日
16日
18日
19日

平成25年度看護職員採用試験
CRC学会　目黒副看護師長　特別賞受賞！
QCサークル全国大会　西６階病棟感動賞受賞！
初期消火技術研修
集団災害救急救助訓練
定禅寺通りジャズフェスティバル参加（13日まで）
臓器移植シミュレーション
院内レク　第６回院内親善野球大会（総合医局６連覇）
医療安全管理研修・事例分析研修会
国立病院機構DMAT研修（当院17日まで）
地域医療研修センター研修会
EPA看護師候補者合同説明会（フィリピン・マニラ）
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8August
２日
３日

４日

臨床研修部主催特別講演会
第21回院内七夕飾りコンテスト 
　（最優秀賞　西２階病棟）
平成25年度臨床研修医採用試験
　（18日、29日実施）

臨床研修部主催特別講演会
第21回院内七夕飾りコンテスト 
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N E W S 仙 台 医 療 セ ン タ ー
プレイバック2012

４月　歓迎会４月　歓迎会

５月　ふれあい看護体験５月　ふれあい看護体験

病院情報システム更新病院情報システム更新 ６月　平成25年度看護職員採用説明会６月　平成25年度看護職員採用説明会

１月　どんと祭裸まいり１月　どんと祭裸まいり

７月　地域医療研修センター運営協議会７月　地域医療研修センター運営協議会

８月　七夕飾りコンテスト８月　七夕飾りコンテスト

２月　QCサークル活動発表会２月　QCサークル活動発表会

10月　東北ブロック DMAT参集訓練10月　東北ブロック DMAT参集訓練
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1January
１日
４日
９日

14日
20日
25日
26日
27日
30日

病院情報システム更新
仕事始め
第11回院内フォトコンテスト
　（最優秀賞　「絆」　東２階病棟看護師　佐藤佑衣）
どんと祭裸参り参加
東北ブロックエイズ拠点病院等連絡会議
災害医療研修会（机上訓練）
災害医療研修会（トリアージ訓練）
功労者表彰式及び新年会（メルパルク仙台）
QCサークル活動予選発表会　（31日まで）

1January
１日
４日
９日

14日
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25日
26日
27日
30日
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２日

３日
６日

13日
15日
19日
20日
22日
28日

看護研究発表会
地域医療センター「如月の会」
　（ホテルメトロポリタン仙台）
ひまわり保育園「豆まき会」
第11回QCサークル活動本選発表会
　 （最優秀賞　中央材料室）
KYT発表会
地域医療センター講演会
がん市民医学講座
柴田三兄妹津軽三味線コンサート
第５回メンタルヘルス研修会
基本理念・基本方針一新！
ISO外部審査（29日まで）
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４日
５日
13日
16日
17日
22日

27日
30日

第24回緩和ケア研修会（４日まで）
附属仙台看護助産学校卒業式,
健康診断・胃部検診（15日まで）
病後児保育室スタート
VSOPスプリングコンサート
臨床研修医症例発表会
平成23年度医師臨床研修修了式
監査法人による期末往査
定年退職者との昼食会
離任式
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6June
６日
11日
15日
16日
18日
20日
21日
25日
26日

28日

29日

QCサークル研修会
内部監査オリエンテーション
医療安全管理研修会
平成25年度看護職員採用説明会
ISO内部監査（7月13日まで）
電子カルテ・データ活用講演会
職員健康診断（6月29日まで）
医療安全管理研修会
治験感謝状贈呈式
第６回メンタルヘルス研修会
NST研修会
職員食堂バイキング初開催
環境整備の日スタート（毎月最終木曜日実施）
柴田三兄妹津軽三味線コンサート
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柴田三兄妹津軽三味線コンサート

4April
２日

４日
９日
11日
21日
25日

辞令交付式
新規採用者オリエンテーション（6日まで）
仙台医療センター歓迎会（仙台サンプラザ）
看護技術研修（11日まで）
附属仙台看護助産学校入学式
敷地内「桜」満開
永年勤続表彰伝達式

辞令交付式
新規採用者オリエンテーション（6日まで）
仙台医療センター歓迎会（仙台サンプラザ）
看護技術研修（11日まで）
附属仙台看護助産学校入学式
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附属仙台看護助産学校入学式
敷地内「桜」満開
永年勤続表彰伝達式5May

11日
15日
21日
25日
30日

看護の日のイベント
ふれあい看護体験
金環日食
新人看護師BLS講習会
TQM講演会
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7July
２日
７日
14日
15日
17日
20日
25日
28日

MRI医療安全管理研修（４日・12日も開催）
看護職員病院見学会
第11回みちのくウイルス塾（15日まで）
レジナビフェア2012 in 東京（東京ビックサイト）
地域医療研修センター運営協議会及び夕涼の会　（メトロポリタン仙台）
UCLA内科学教授Dr.kaunitz 来院！
地域医療研修センター専門委員会
附属仙台看護助産学校祭＆学校説明会（29日まで）
ひまわり保育園夏祭り
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12December
６日

８日
13日
14日
27日
28日

生活保護法による
　指定医療機関の個別指導
ひまわり保育園クリスマス会
機構本部臨時内部監査
院内避難訓練
大掃除
仕事納め

生活保護法による
　指定医療機関の個別指導
ひまわり保育園クリスマス会
機構本部臨時内部監査
院内避難訓練
大掃除
仕事納め

生活保護法による
　指定医療機関の個別指導
ひまわり保育園クリスマス会
機構本部臨時内部監査
院内避難訓練
大掃除
仕事納め

12December
６日

８日
13日
14日
27日
28日

生活保護法による
　指定医療機関の個別指導
ひまわり保育園クリスマス会
機構本部臨時内部監査
院内避難訓練
大掃除
仕事納め

３月　離任式３月　離任式

12月　院内職場対抗バレーボール大会12月　院内職場対抗バレーボール大会

11月　クリスマスイルミネーション11月　クリスマスイルミネーション

９月　臓器移植シュミレーション９月　臓器移植シュミレーション

ISO外部審査ISO外部審査

11November６日
７日
８日

９日

10日

12日
13日

14日
16日

19日

20日

27日
30日

助産学科推薦入学試験
文化講演会
看護学科推薦入学試験
第３回院内感染対策研修会
総合医学会プレ発表会
職員食堂バイキング二度目開催
宮城県緩和ケア研修会（11日まで）
東北AIDS/HIV薬剤師会議
東北AIDS/HIV心理福祉会議
中日（前楽天）　山崎選手小児病棟訪問
精神保健等法律に基づく
　精神科病院実地指導及び実施審査
接遇研修会
第66回国立病院総合医学会（神戸市）
　（17日まで）
施設基準等に係る適時調査
院内レク　院内職場対抗バレーボール大会開幕
　（20職場参加）
地域医療研修センター研修会
職員健康診断（30日まで）
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臨床研修部主催特別講演会
第21回院内七夕飾りコンテスト 
　（最優秀賞　西２階病棟）
平成25年度臨床研修医採用試験
　（18日、29日実施）
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N E W S 仙 台 医 療 セ ン タ ー
プレイバック2012

４月　歓迎会４月　歓迎会

５月　ふれあい看護体験５月　ふれあい看護体験

病院情報システム更新病院情報システム更新 ６月　平成25年度看護職員採用説明会６月　平成25年度看護職員採用説明会

１月　どんと祭裸まいり１月　どんと祭裸まいり

７月　地域医療研修センター運営協議会７月　地域医療研修センター運営協議会

８月　七夕飾りコンテスト８月　七夕飾りコンテスト

２月　QCサークル活動発表会２月　QCサークル活動発表会

10月　東北ブロック DMAT参集訓練10月　東北ブロック DMAT参集訓練
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平成24年
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“宮城県一”“宮城県一”“宮城県一”“宮城県一”

“ラブラドールレトリバー”“ラブラドールレトリバー”
の巻の巻

“パグ”“パグ”
の巻の巻

“パグ”“パグ”
の巻の巻

“フレンチブルドック”“フレンチブルドック”
の巻の巻

“ミニチュア・ダックス”“ミニチュア・ダックス”
の巻の巻

“コーギー”“コーギー”
の巻の巻

“ビーグル”“ビーグル”
の巻の巻

“ビション フリーゼ 女子！！”“ビション フリーゼ 女子！！”
の巻の巻の巻の巻 の巻の巻

“富士登山”“富士登山”
の巻の巻

 アイドルNo.24  文屋家の巻 アイドルNo.24  文屋家の巻アイドルNo.23  内ヶ崎家の巻アイドルNo.23  内ヶ崎家の巻アイドルNo.22  安田家の巻アイドルNo.22  安田家の巻

アイドルNo.21  佐久間家の巻アイドルNo.21  佐久間家の巻

　龍太（りゅうた）です。
　大好物は納豆です。食べることが大好きで、
お腹がいっぱいになるとテンションが上がり
ます。
　最近のマイブームは、誰にでも手を振るこ
とです。
　もし手を振っているのを見かけた時は、“バ
イ！バイ！”してあげてください。 　　　　   

（外来看護師　文屋　佳苗）

　我が家のアイドルは１歳７ヶ月になる陽汰
（ひなた）です。
　　最近ワンワンやパパなどしゃべるように
なりました。
今度はどんな言葉をしゃべるのかな？
　パパ、ママは楽しみにしています。

（脳神経外科外来看護師　佐久間由香）

　１歳８カ月になった守侑 (しゅう)は、車と
踊ることが好きな男の子です。
　最近はお菓子を“あ～ん”してくれたり、頭
をなでてくれたりと疲れている時でもパパと
ママを和ませてくれる存在です。

（血液内科外来　看護師　内ヶ崎　后華）

　とっても優しいお姉ちゃん樺菜（かな）６歳
と、プラレール（特に新幹線つばさ）が大好き
な弟、翔梧（しょうご）３歳です。
　朝早く起きてはプラレールで遊ぶ音が鳴り
響いて、ママは寝不足です。お姉ちゃんは囲
碁教室に通い、ママはもう勝てませ～ん。二
人とも元気いっぱいです。

（診療放射線技師　　安田　香織）

アイドルNo.14  加藤家の巻アイドルNo.14  加藤家の巻

アイドルNo.20  渡辺家の巻アイドルNo.20  渡辺家の巻

　我が家の長男「那由太（なゆた）３歳」、次男
「零（れい） 10 ヶ月」です。
　那由太はプラレールと懐メロソングに夢中
で、安全地帯の曲を熱唱するのが得意です。
　零はようやくつかまり立ちができるように
なりました。
　好き嫌い無くなんでも食べる、健康優良児
です。
　我が家はこの２人を中心にまわり、振り回
されています。　　 （中央採血室　渡辺　聖子）

アイドルNo.16  外崎家の巻アイドルNo.16  外崎家の巻

　長女の「愛花（まなか）」４歳と次女の「愛実
（あみ）」２歳です。　
　保育園で作った鬼のお面をつけてポーズを
とっています。豆まき会では周りの子が泣く
中、頑張って鬼退治をした愛花（まなか）と先
生にしがみつき泣いていた愛実（あみ）でし
た。

(眼科外来看護師　外崎　知子)

アイドルNo.19  髙橋家の巻アイドルNo.19  髙橋家の巻

アイドルNo.14～No.25アイドルNo.14～No.25

　１歳７カ月になった希楓（ののか）です。
　３月から保育園に入り、私も仕事に復帰し、
新しい環境で親子共々頑張っています。お散
歩や踊ったり、ジャンプしたりするのが大好
き、元気な娘です。
　これからも心身共に健康で、スクスク育っ
てね♥

（形成外科外来看護師　髙橋　友里）

アイドルNo.18  及川家の巻アイドルNo.18  及川家の巻

　この春、新一年生になったマジメで素直で
声のでかい、長女「瞳（ひとみ）」と自由で天真
爛漫なまさに絵に描いたような次女「明咲（め
いさ）」です。毎日ケンカばっかりしています
が、どちらかが叱られているともう一人が、
そーとやってきて、ぎゅーと抱きしめてから
「大丈夫?」「何したの?」「一緒にゴメンナサ
イしに行こうか」と結局は仲良し姉妹です。

（中央採血室看護師　及川　淳子）

アイドルNo.17  松田家の巻アイドルNo.17  松田家の巻

　１月で２歳になった「葵（あおい）」です。　
　いつもはカメラを向けてもあまりポーズを
とらないのですが、今回はしっかり笑顔でこ
のポーズでした。最近だいぶおしゃべりも上
手になってきました。このまま素直で元気に
成長してくれると嬉しいです。

（中央採血室看護師　松田　未来）

アイドルNo.15  小野寺家の巻アイドルNo.15  小野寺家の巻

　１月28日で３歳になりました。名前は「威
安（いあん）」です。只今、仮面ライダーフォー
ゼに夢中で、ブカブカの変身ベルトを腰に巻
き、「パンチにキック」と毎日、見えない敵と
戦う日々です。体を動かすこと、ふざける事が
大好きでいつもヒヤヒヤさせられています。怪
我のないように元気にたくましく成長してほし
いと思います。

（中央採血室外来看護師　小野寺さよ子）

　長男壱兜（いっと)６歳。長女志菜（ここな）
３歳。２人兄妹です。七五三で竹駒神社に参拝
にいってきました。始めて着物を着て、お化粧
もしてもらい大喜びの志菜です。壱兜は今、
サッカー教室に通い夢中で頑張っています。

(総合診療科　加藤智子)

佐久間まゆみ
救命救急センター

青木　真美
東４階病棟看護師

山田　恵愛
呼吸器外科外来クラーク

山上あいこ
東４階病棟医師事務補助者

星　　史彦
呼吸器外科医師

江面　正幸
脳神経外科医長

松崎　典子
診療放射線技師

菅原　初美
南５階病棟看護師

佐々木貴史
臨床研修医

工藤　　洋
診療放射線技師

大向由克子
副看護師長

玉渕恵里香
皮膚科医師
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　ラブラドールレトリバーの「キムチ」です。
　もうかれこれ13年になります。我が家では
私の癒しの相手と５人の孫の遊び相手もしてく
れます。何処に出かけるのも一緒で昨年は
「ディズニーシー」にも行ってきました。キム
チにとってはいつもより長～い散歩でしたが、
楽しそうに孫達とはしゃいでいました。「グー
フィー」と「プルート」に会うのを一番楽しみ
にしていましたが、残念ながら会えずに（入園
できず）寂しくしていたキムチでした。

（飼い主　車庫長 　近藤　信也）

　４年前のクリスマスイブに我が家の一員に
なった「プリン」です。その年の11月に産まれ
たビーグル犬、女の子です。ビーフジャーキー
に釣られて無理して大人しくしているせいか、
目が若干血走って映ってしまいました。本当は
もう少し優しい顔つきなのです。
　我が家はかみさん以外みんな♂なのでアイド
ル的な存在です。帰宅するとプリンが一番盛大
に迎えてくれて、かわいいことこの上ありませ
ん。ついつい甘やかしておやつをあげすぎるもの
だから、最近太ってきて子供たちに怒られます。
　外が大好きなので今年もキャンプで水遊びさ
せたいです。

(飼い主　消化器科医師　木村　憲治)

　私と旦那、そして息子（龍平）の夢は「楽天
の選手になること」。いつの日かKスタのマウ
ンドに立って、宮城県民の皆さんに「夢」を与
えられる選手になれるよう日々、練習していま
す。当院の職員の皆さんの子供達もたくさん
入っている「宮城ジユニアドリームズ」で旦那
はコーチとして息子は選手として当面の夢、
「宮城県一」そして「プロ野球選手」になること
に向かって一生懸命です。我が家の「夢」に向
かって、夢が叶うことを信じて、今日も私は夜
勤を頑張ります。チームでは部員を募集してい
ます。親の会はありませんので、一緒に子供と
夢に向かってみませんか。

（外来看護師　長澤　玲子）

　息子の拓海、小学５年生です。私のとっての
生きがいであり「夢」です。小学２年生から始
めた野球を毎週楽しみに頑張っています。「宮
城県一」になるんだと一生懸命です。チームで
は投手、捕手、内野手とオールランドで明るく
元気にそして、ユニフォームを泥だらけにして
帰ってきます。
　ユニフォームを綺麗に洗うのは一苦労ですが
今では、ユニフォームの汚れ具合を見ると試合
に出たか、打ったか、今日はどうだったかが分
かるようになりました。
　将来は「楽天の選手になれたら良いな」と夢を
見ながら日々、拓海と夢を追いかけています。
※「マー君」にフォームが似ているような気が
しませか?

（西５階副看護師長　阿部　直美）

　息子の拓海、小学５年生です。私のとっての
生きがいであり「夢」です。小学２年生から始
めた野球を毎週楽しみに頑張っています。「宮
城県一」になるんだと一生懸命です。チームで
は投手、捕手、内野手とオールランドで明るく
元気にそして、ユニフォームを泥だらけにして
帰ってきます。
　ユニフォームを綺麗に洗うのは一苦労ですが
今では、ユニフォームの汚れ具合を見ると試合
に出たか、打ったか、今日はどうだったかが分
かるようになりました。
　将来は「楽天の選手になれたら良いな」と夢を
見ながら日々、拓海と夢を追いかけています。
※「マー君」にフォームが似ているような気が
しませか?

（西５階副看護師長　阿部　直美）

右から
　　「 蘭　13才 」　一番あまえっ子
　　「 凛　７才 」　いつもニコニコ
　　「 寧々１才 」　まだまだ赤ちゃんです。
　仲良し親子、３代です。

（中央採血室看護師　山田さと子）

　2006年に初めて富士登山を経験した。職場
の同僚からの誘いに軽い気持ちでついて行った
のが最初だが、頂上から雲海を眺めるのが好き
で気が付くと６年間毎年登っていた。
　毎年ほとんど変わらないメンバーで同じルー
トを登っているが、毎回違った景色に見えてく
る。メンバーも働き先がバラバラになり離れて
しまったが、その日だけは集まりお互いの近況
報告をする。登山しながら皆口癖のように「来
年は絶対登らない」と言っているが、なぜか１
年後には登ってしまっている。
　※写真は富士山頂上での撮影です。

（ME　滑川　　隆）

　昨年の12月に家族の一員となったパグの
『ちぃ』です。被災犬との事で里親になりまし
た。最初はどこか遠慮がちでしたが、今では
すっかり図々しくなりました。『ちぃ』にとっ
て残された人生が幸せだったと思えるよう家族
全員で愛情タップリ育てていきたいと思いま
す。

（血液内科外来　伊澤　美奈）

　黒パグ、おんなのこです。
５年前我が家にやってきました。
　当初「ノアールちゃん」と良い
名前つけてもらいましたが、とて

も女の子にみえず、わんわん、ちょろちょろ、
べたべた、なめなめといそがしく、まもなく、
「わんわん」「わんた」などと呼ばれるようにな
りました。何でも食べて元気ですが、中でも大
好きなものは、スイーツ、ほねほね君、御主人
様のおなかの上で寝ることです。この5年間に
体重８kgになり、ちょっと重くなりました。
みんながいる週末は、ちょっといたずらしてお
こられてます。妙齢なのでいい男募集中です。
よろしく！！　　  (血液内科医長　目黒　邦昭)

フリーにするとソファーの下に滑り込むBOSS
好物のキャベツの芯をもらってご機嫌です（笑）
フリーにするとソファーの下に滑り込むBOSS
好物のキャベツの芯をもらってご機嫌です（笑）

　2009年１月、のんびりなサンタさんからクリ
スマスプレゼントが届きました。その日から伊
東家の長男となったBOSS名前の由来は、たま
たまその日に飲んでいた缶コーヒーがBOSS
だったから(>_<)ゴメン！！でもピッタリ（ ｕ^^ ）
　フレブルは、パグやテリアの交配なのでアレ
ルギーや病気に罹りやすいなど、とってもデリ
ケートですが、すくすく元気に育っています。

（臨床検査科　伊東　貴美）

　うちの末娘、名前は「はる」です。ミニチュ
ア・ダックスです。名前通りに、日々ほのぼの
と暮らしており、家族全員の癒しの素になって
います。ビールが大好きと見えて、空き缶を見
つけると抱え込んでフタをなめ続けます。花火
も大好きで、楽天イーグルス５回の打ち上げが
炸裂すると、大騒ぎで家中を駆け回ります。で
きることなら、球場に連れて行って生ビールを
飲ませてあげたい・・。
　今日も元気にみんなが出かけるのを見送って
くれる、「やまだ はる」です。

（救命救急センター長　山田　康雄）

　大阪生まれの
コーギー犬で６歳
になりました。
　標準体重を超えて
しまったため減量中ですが、生来の食いしん坊
で自覚もないため中々目標の達成ができませ
ん。せめて運動くらいはと朝晩散歩に行きます
が気乗りしないとすぐに伏せてしまいます。お
かげで飼い主のダイエットには役立ちません
が、愛くるしい表情で十二分に家族を和ませて
くれている人気者のアンナです。

（外科医長　手島　　伸）

我が の我が の我が家の

新年号を
お楽しみに！
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当　

月

累　

計

区　分 入　院 外　来

計　  画
実 績 数
増 減 数

計　  画
実 績 数
増 減 数

編集後記

2012年12月号2012年12月号

平成24年11月【一日平均患者数】12月の主な行事

仙台医療センター

585.0
565.4
▲ 19.6

580.0
552.6
▲ 27.4

900.0
963.3
63.3

900.0
938.8
38.8

　人ごと、他国の話とばかり思っていた「多数政党乱立」
が現実のものとなっています。医療と同じくどんな政策
にも「リスク」と「ベネフィット」があります。政治にも
耳ざわりの良い宣伝文句しかなく、過不足のない正確な
情報による「インフォームド・コンセント」を望みます。
国民の側にも「にがい薬」を飲む覚悟が必要とされるもの
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　（明城）

４日㈫

▲

広報企画委員会
11日㈫

▲

院長院内巡視
26日㈬

▲

メンタルヘルス相談日
27日㈭

▲

大掃除
28日㈮

▲

仕事納め

Vol. 102Vol. 102

　レンタルショップの前でスピード
も落さず、もの凄い音を立てて、下
膳車を運搬している職員がいました。
通過する際にはレンタルショップで
の会話が聞えないほどの騒音のうえ、
廊下の段差のところでは、食器を落
して、そのまま行ってしまいました。
妊婦や小さな子供も通る場所ですの
で、もっとゆっくり、静かに安全に
お願いしたいです。

ご意見・ご要望

　この度は不快な思いを与えまことに申し訳ありません
でした。
　配膳車及び下膳車の運搬においては、歩行者や廊下等
の段差に十分留意し、安全かつ静かに、不快は騒音を発
生させないよう慎重な操作を指導して参りましたが、改
めて職員の指導・教育に努めて参ります。
　今後とも忌憚のないご意見をよろしくお願いいたしま
す。

病院長からの回答

配膳、下膳の
運搬

配膳、下膳の
運搬

【ご意見　その１】　
　　病院内に１カ所くらいたばこを
吸えるところを設けてください。

【ご意見　その2】
　　自転車置場の前で喫煙者を見か
けます。場所を設けるか、注意の強
化をしてください。

ご意見・ご要望
　貴重なご意見ありがとうございました。当院は、大勢の方が
診察や治療に訪れたり、入院されたりする施設であること、ま
た、地域がん診療連携拠点病院であることから受動喫煙の防止
を徹底し、健康被害の防止に努めるため、平成21年10月よ
り敷地内禁煙とさせていただいております。
　従いまして、ご意見いただきました敷地内の喫煙所の設置は
致しかねます。
　また、敷地内での喫煙者に対しましては、お見かけする都
度、ご協力を求めて参りましたが、引き続き、ご協力をお願い
してまいります。
　何卒、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い
します。

病院長からの回答

敷地内禁煙敷地内禁煙

ご 意 見 箱 か らご 意 見 箱 か らご 意 見 箱 か ら

人 事 異 動人 事 異 動
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11月16日付

辞 職 非常勤業務技術員 佐　藤　由紀子 （南６階病棟）

11月22日付

辞 職 非 常 勤 教 務 助 手 柴　田　淳　子 （看護助産学校）

11月30日付

辞 職 非常勤業務技術員 田　村　美　沙 （東４階病棟）

併 任 終 了 形 成 外 科 医 師 立　　　雅　恵 （本務地；八戸病院）

12月1日付

配 置 換 放 射 線 科 医 師 力　丸　裕　哉 （岩手病院より）

〃 放 射 線 科 医 師 齊　藤　美穂子 （宮城病院より）

併 任 形 成 外 科 医 師 村　木　健　二 （本務地；八戸病院）

勤 務 配 置 換 看 護 師 佐　藤　友　美 （東３→西３）



受付時間…… ８時00分から11時まで
　　　　　　　（新患は10時30分、放射線科新患は10時迄）
診療時間…… ８時30分から17時15分まで
　　　　　　　（都合により開始時間が遅れることがあります。）
※土・日曜・祝日は休診

平成24年12月１日現在　管理者：和田　裕一平成24年12月１日現在　管理者：和田　裕一

外来診療担当医表外来診療担当医表外来診療担当医表
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診 療 科 曜 日 月 火 水 木 金 備　　　　考

総　 合
診 療 科

新 患 山下　りか ― 海瀬　和郎 仲程　真里 ―
再 来 海瀬　和郎 仲程　真里 山下　りか 海瀬　和郎 富澤　千紘 再来は予約制
専 門 外 来 ― 佐竹　千尋（糖尿病） ― 坂本　拓也（糖尿病） 安藤　重輝　他（腎） 専門外来は予約制　金曜 安藤医師他は大学の医師による診療

血液内科 新 患 横山　寿行 目黒　邦昭／猪股美津恵 ― 藤原実名美／横山　寿行 伊藤　俊広／猪股美津恵
再 来 猪股美津恵（目黒　邦昭） 藤原実名美 伊藤　俊広 目黒　邦昭 横山　寿行

内 科 ⑤ 伊藤　俊広 ― ― 佐藤　　功／伊藤　俊広 ― 特殊外来　木曜日は第１・４佐藤、第２・３・５伊藤
腫 瘍 内 科 鈴木　貴夫／今井　　源 安田　勝洋 鈴木　貴夫／今井　　源 鈴木　貴夫 安田　勝洋 新患は午後に予約してください。

緩 和 ケ ア 外 来 ― 高橋　通規 ― 高橋　通規 ―
診療時間（13：30 ～ 16：00）
予約制（地域医療連携室内 がん相談支援センターまで）
但し、院内からの予約は緩和ケア医又は専従看護師へ

精 神 科
新 患 徳永　　太／菊池　　孝 菊池　　孝／齋藤実奈子 岡崎　伸郎／三輪　真也 ― 岡崎　伸郎／三輪　真也 原則院内紹介のみ（月・金）

原則地域医療連携室を通じた紹介のみ（火・水）

再 来 ― 三輪　真也/徳永　　太 菊池　　孝 岡崎　伸郎 齋藤実奈子
小児センター ― ― ― （交替制） ― 新患のみ　予約制

神経内科 新 患 高井　良樹 ― 鈴木　靖士 ― 成川　孝一 ○／○　隔週交替
再 来 突田　健一 ― 成川　孝一 ― 鈴木　靖士

呼 吸 器
内　 科

新 患 泉山　典子／宍倉　　裕 斎藤　若奈 ― 斎藤　若奈 西巻　雄司/菊地　　正 複数医師による交替制
再 来 三木　　祐 笹森　　寛 菊地　　正 三木　　祐 斎藤　若奈 水曜日の再来は予約制

海 外 旅 行 外 来 ― ― 三木　　祐/斎藤　若奈 ― ― 水曜日午後　海外旅行外来　２時から４時まで

消 化 器
内 科

新 患 ① 高橋　広喜／塩塚かおり
／山尾　陽子

木村　憲治／岩渕　正広
／高野　幸司

田邊　暢一／野口　謙治
／宍倉かおり

杉村美華子／阿子島裕倫　
　　／吉田はるか 菊池　弘樹／梅津　輝行 ○／○　隔週交替

新 患 ② 眞野　　浩 田所　慶一／鵜飼　克明 眞野　　浩／岩渕　正広 田所　慶一／鵜飼　克明 鵜飼　克明 水曜は第１・４・５眞野、第２・３岩渕
再 来 ① 野口　謙治 田邊　暢一 鵜飼　克明 木村　憲治 高橋　広喜
再 来 ② 岩渕　正広 宍倉かおり 杉村美華子 眞野　　浩 阿子島裕倫／山尾　陽子 ○／○　隔週交替
再 来 ③ ― ― ― ― 塩塚かおり 午前のみ
再 来 ④ 高野　幸司 ― ― 菊池　弘樹 吉田　はるか 高野・菊池 13時～ 15時　吉田　11時～ 14時

循 環 器
内 科

新 患 山口　展寛／尾上　紀子 篠崎　　毅 石塚　　豪 篠崎　　毅 尾形　　剛／藤田　　央 ○／○　隔週交替
再 来 篠崎　　毅 篠崎　　毅 田中　光昭 篠崎　　毅 篠崎　　毅 紹介及び救急患者以外は予約制

小 児 科

午 前 ① 田澤　雄作 田澤　雄作 田澤　雄作 田澤　雄作 田澤　雄作
午 前 ② 貴田岡節子 ― 貴田岡節子 ― 貴田岡節子
午 前 ③ ― ― ― ― 神経外来（久保田）
午 後 ① 心の外来（田澤） 新生児（大沼／中江） 心の外来（田澤） 1 ヶ月健診 心の外来（田澤）

午後の診察は全て予約制

午後④　アレルギーは第３火曜日のみ診療

午 後 ② 慢性疾患（貴田岡） ― 慢性疾患（貴田岡） 1 ヶ月健診 慢性疾患（貴田岡）
午 後 ③ フォローアップ（阿部） 予防接種

14：00 ～ 14：30 新生児（中江） 1 ヶ月健診 新生児（大沼）
午 後 ④ ― アレルギー（箕浦） ― 発達外来（貴田岡）

15：00 ～ 16：00 ―

外 科
新 患 武田　和憲 齋藤　俊博 島村　弘宗／菊地　　秀 武田　和憲 手島　　伸／成島　陽一 水曜新患は第１・３・５島村、第２・４菊地

金曜新患は第１・３・５手島、第２・４成島

再 来 齋藤　一也 成島　陽一／湯目　　玄
 矢崎　伸樹 手島　　伸／原田　昭彦 ― 島村　弘宗／遠藤　文庫

乳腺外科
午 前 渡邉　隆紀／渡辺久美子 渡邉　隆紀／渡辺久美子 渡邉　隆紀／渡辺久美子 渡邉　隆紀／渡辺久美子 ― 水曜日の診察は予約制です。
午 後 渡邉　隆紀／渡辺久美子 渡邉　隆紀／渡辺久美子 ― 渡邉　隆紀／渡辺久美子 ― 火・木曜日　14時30分からエコー、

第４水曜日は田中あゆみが診察

整 形 外 科

伊勢福修司 千葉　知規 伊勢福修司 小川　真司 伊勢福修司
安倍　美加 小川　真司 安倍　美加 千葉　知規 大泉　　樹 脊椎外来（火・木）、金曜日月２回乳児股関節あり
（交替） （交替） （交替） （交替） （交替）
― ― ― ― 装具

形 成 外 科 鳥谷部荘八／村木　健二 ― 鳥谷部荘八
牛尾　茂子／稲田　千秋 ― 牛尾茂子／村木　健二 金曜　血管腫外来

脳 神 経
外 科

新 患 上之原広司 　園田　順彦 藤村　　幹 江面　正幸／鈴木　晋介 江面　正幸 新患診察の開始時刻は10時過ぎてからです
木曜（午前中）前半江面・後半鈴木（晋）が診察

再 来 江面　正幸／藤村　　幹
上之原広司

鈴木　晋介／園田　順彦
上之原広司 上之原広司／藤村　　幹 櫻井　芳明／鈴木　晋介 江面　正幸／藤村　　幹

火曜　鈴木（晋）　脊椎脊髄外来
木曜午後　鈴木（晋）完全予約制
月・火曜　上之原再診11時から

呼 吸 器 外 科 齋藤　泰紀／星　　史彦 ― 羽隅　　透／石木　義人 ― 齋藤　泰紀／羽隅　　透
星　　史彦／石木　義人 金曜日は新患のみ

心臓血管
外 科

新 患 ― ― ― 高橋　悟朗 ―
木曜日のみ再 来 ― ― ― 高橋　悟朗 ―

小 児 外 科 吉田　茂彦 ― 吉田　茂彦 ― 吉田　茂彦

皮 膚 科 新 　 患 玉渕恵里佳 飯澤　　理 ― 玉渕恵里佳 飯澤　　理
再 　 来 （飯沢　　理）（玉渕恵里佳） （飯沢　　理）（玉渕恵里佳）

泌 尿 器 科 武弓　俊一 吉川　和行／松浦　　忍 ― 吉川　和行／石井　智彦 吉川　和行／松浦　　忍
産 科 千葉由美代 明城　光三 千葉由美代 千葉由美代 千葉由美代

婦 人 科 新 患 松浦　　類 早坂　　篤 和田　裕一 明城 光三 朝野　　晃
再 来 島　　　崇 朝野　　晃 ― 早坂　　篤 担当交替制 再来は複数医師による交替制「院内往診は火・木のみ」

眼 科
午 前   野呂　　充　

針谷　春菜／土山　麻貴
  野呂　　充　

菊地　未来／針谷　春菜
野呂　　充／　

土山　麻貴／鳴海　聡子
  野呂　　充　

菊地　未来／針谷　春菜
野呂　　充／

菊地　未来／土山　麻貴
水曜日　院内紹介は受付しません（どうしても急患の診
察を希望される場合は、野呂部長へ連絡のこと）

午 後 野呂　充／菊地未来
針谷　春菜／土山　麻貴 ― 土山　麻貴 ― 野呂　充／菊地　未来

針谷　春菜／土山　麻貴 午後は完全予約制

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 （橋本　　省）
舘田　　勝／天野　雅紀 交替制（新患のみ） 橋本　　省

中目亜矢子／天野　雅紀
舘田　　勝

中目亜矢子／森田真吉 担当交替制 再来は完全予約制
放射線科

（ 治 療 ）
新 患 ― 奈良崎覚太朗 ― 奈良崎覚太朗 ― 火・木曜日の新患は完全予約制
再 来 奈良崎覚太朗 ― ― ― ― 月曜日の再来は放射線治療中の方のみ

（ 診 断 ） 再 来 栗原　紀子 佐藤　明弘 栗原　紀子 佐藤　明弘 佐藤　明弘 血管撮影・IVR依頼は力丸
歯　 科・
口腔外科

新 患 仁木　孝行 長坂　　浩 長坂　　浩 ― 仁木　孝行 木曜日は手術日　院内紹介は水・金のみ

再 来 ― 長坂　　浩／山口　　泰 長坂　　浩
仁木　孝行／高藤　康夫 ― 長坂　　浩／仁木　孝行 再来は予約制　院内紹介は水・金の方のみ


