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　あけましておめでとうございます。
　2021年（辛丑）を迎えました。昨年１月１日付けで院
長に就任して２回目の正月です。今年の干支は「辛」が衰
退、痛みを伴う幕引き、「丑」が新しい生命の息吹を意味す
るとされています。まさに、新型コロナウイルス感染症に
明け暮れた昨年から脱して、新たな生活様式に対応した安
全安心を患者さんに提供できる病院となることを示唆して
いるように思います。一昨年５月の新病院移転に当たり、
救命救急センターを30床に増床・ERの拡張を行い、重症
救急の受け入れ態勢の強化に取り組みスタッフの充実を
図ってきました。その最中に新型コロナウイルス感染症が
猛威をふるい緊急事態宣言が出され不要不急の外出は禁止
される事態となりました。当院は感染症指定医療機関では
ありませんが、大型クルーズ船の多数患者対応のための
DMAT派遣要請、国立病院機構本部の要請に基づく機構内
病院への医師派遣、検疫官としての派遣など、新型コロナ
ウイルス感染症に初期より対応してきました。そして、県
の要請に基づき入院患者の受け入れを行いました。その対
応の前線に立つのは看護スタッフであり、多大なストレス、
周囲の反応に悩まされながらも使命感を持ち診療に当たっ
てくれています。一方、当院は救命救急センターを有し、
地域の３次救急を担っており、この維持は感染症対応によ
り損なわれてはいけないと考えています。新型コロナウイ
ルス感染症対策は長期戦となることが予想されますが、す
べての患者が安心して療養できる診療体制を「新型コロナ
ウイルス感染症の患者さんもそれ以外の患者さんも安心し
て受診していただくために」と題して病院ホームページに
も掲げ、院内感染に十分注意し平常診療を維持していきます。
　さらに、コロナ禍の医療需要が逼迫している現状におい
て難題とは思いますが、患者さんにやさしく地域に開かれ
た病院をめざし、働き方改革、職場環境の整備を通じて職
員にとって、より働きがいのある病院になること目指しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

病院の機能について
　救命救急センターを30床に増床・ERの拡張を行い、重
症救急の受け入れ態勢を強化しました。現況の新型コロナ
ウイルス感染症対策は県あるいは市などの行政の要請に協
力して責務を果たしていきます。さらに整備予定の宮城県
広域防災拠点に隣接する基幹災害拠点病院として災害医療
にも貢献していきたいと考えています。本年は東日本大震

災から10年目を迎えます。基幹災害拠点病院として情報
の発信にも力を入れていきます。以前からの脳卒中セン
ター、母子医療センター、地域医療研修センター、WHO
呼吸器ウイルス調査研究協力センター、東北ブロックエイ
ズ拠点病院、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病
院、原子力災害拠点病院などの機能も充実させています。
　「安全で良質な医療」を提供するために「質の改善活動」
としてISO9001,QCサークル活動などに継続的に取り組
みます。新年早々の２月中旬には品質マネージメントシス
テム第５回更新審査を控えていますが、改善の機会ととら
え、ありのままの姿で臨みましょう。

病院運営と地域連携について
　当院の基本理念にある「患者さんにやさしく働きがいの
ある病院を目指す」には健全で安定した病院運営は欠かせ
ません。これには地域医療連携により多くの患者さんを受
け入れ診療していくことが必要です。連携病院の信頼を失
うことなく、太いパイプを作るよう病院を挙げて取り組み
たいと思います。特に、急患については地域医療支援病院
として必須のことと考えます。ご協力をお願いいたします。

臨床研究・教育について
　臨床研究部において新薬の治験、先端治療の開発、ウイ
ルスセンターにて研究・教育等を積極的に行っています。
一方、臨床教育の場として、医師をはじめとする多くの医
療職の育成を行っています。医師臨床研修病院として初期
研修医、専攻医・専修医研修などの後期研修、さらには各
種学会より専門医教育施設の認定を受け若手医師の育成に
貢献しています。また、大学医学部、薬科大学、看護系等
の医療職養成施設より多くの学生実習を受け入れ、その育
成に寄与しています。先進医療および次代を担う若手医療
従事者の育成は当院の責務と思います。しかし、コロナウ
イルス禍において研修を受け入れにくい状況にありますが、
教育環境の維持に努めてまいります。

　患者さんにやさしく地域に開けた病院をめざし、患者さ
ん、地域住民そして当院の診療をご支援いただいている仙
台市ならびに宮城県内の多くの先生方と連携を深めていき
たいと思っています。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

国立病院機構仙台医療センター院長 上之原　広　司

新たな生活様式に対応し
すべての患者さんが
安心して療養できる病院にしましょう

年頭所感

2



各職場の抱負2021
新年あけましておめでとうございますすすすざいいうござごでとうでておめでてしてし年あけま年新年新新新年あけましておめ新年あけましておめでとうございます
写真撮影時にマスクを外して撮影しております。写真撮影時にマスクを外して撮影しております。

関係各部門と連携しながら院運営、経営改善に取り組んで行きます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃から病院運営と事務部門のご支援とご協力を賜り、感謝申し上げます。
　昨年は新病院に移転し２年目を迎え「経営を重視した、質・経営一体となっ
た病院運営」の目標を掲げスタートしましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大により、入院・外来患者数が大幅に減少し当院の病院運営にも大きな
影響を及ぼしました。院内では、コロナ対策本部を立ち上げて皆様のご協力
をいただき様々な感染対策に取り組みながら平常診療を維持することが出来
たことに感謝申し上げます。
　新しい年を迎え、コロナ禍の中で病院全体が前を向いて病院運営、経営改
善に取り組んでいきます。また、秋には、仙台を会場として第75回国立病
院総合医学会が開催されます。職員が一丸となって、関係各部門、関係各機
関と連携しながら取り組んでいきますので、皆様のご協力をお願いいたします。
　本年も事務部一同をどうぞよろしくお願いいたします。

（事務部長　藤田　康博）

関係各部門と連携しながら院運営、経営改善に取り組んで行きます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃から病院運営と事務部門のご支援とご協力を賜り、感謝申し上げます。
　昨年は新病院に移転し２年目を迎え「経営を重視した、質・経営一体となっ
た病院運営」の目標を掲げスタートしましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大により、入院・外来患者数が大幅に減少し当院の病院運営にも大きな
影響を及ぼしました。院内では、コロナ対策本部を立ち上げて皆様のご協力
をいただき様々な感染対策に取り組みながら平常診療を維持することが出来
たことに感謝申し上げます。
　新しい年を迎え、コロナ禍の中で病院全体が前を向いて病院運営、経営改
善に取り組んでいきます。また、秋には、仙台を会場として第75回国立病
院総合医学会が開催されます。職員が一丸となって、関係各部門、関係各機
関と連携しながら取り組んでいきますので、皆様のご協力をお願いいたします。
　本年も事務部一同をどうぞよろしくお願いいたします。

（事務部長　藤田　康博）

３つのモットー
　あけましておめでとうございます。
　昨年は世界中がCOVID-19に振り回され、あらゆる所で様々な計画が
変更を余儀なくされました。本年も引き続きCOVID-19対策に追われる
ことになりそうですが、まずは、新型コロナワクチンと特効薬が早く世
に出て、世界中に行き渡ることを祈るばかりです。
　さて、薬剤部が行う業務はいずれも「医療安全」と「収益UP」に結び
つくものと認識しておりますが、私はそれらの業務の基礎になると信じ
ている事が「あいさつをする」「報連相の徹底」「仕事は楽しく」の３つの
モットーです。今年も薬剤部員とこのモットーを共有して、更なる「医
療安全」と「収益UP」を目指したいと思います。
　では本年も薬剤部一同をどうぞよろしくお願いいたします。

（薬剤部長　後藤　達也）

３つのモットー
　あけましておめでとうございます。
　昨年は世界中がCOVID-19に振り回され、あらゆる所で様々な計画が
変更を余儀なくされました。本年も引き続きCOVID-19対策に追われる
ことになりそうですが、まずは、新型コロナワクチンと特効薬が早く世
に出て、世界中に行き渡ることを祈るばかりです。
　さて、薬剤部が行う業務はいずれも「医療安全」と「収益UP」に結び
つくものと認識しておりますが、私はそれらの業務の基礎になると信じ
ている事が「あいさつをする」「報連相の徹底」「仕事は楽しく」の３つの
モットーです。今年も薬剤部員とこのモットーを共有して、更なる「医
療安全」と「収益UP」を目指したいと思います。
　では本年も薬剤部一同をどうぞよろしくお願いいたします。

（薬剤部長　後藤　達也）

明るく元気で爽やかに進む
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、コロナウイルスの影響で、三密を避けるため、研修や会議で
職員同士が集まる機会が少なくなり、さらに各部署でスタッフ同士がワ
イワイ語り合うこともままならない状況でした。そのような中で、新人
さん達は先輩に支えられてしっかりと成長しました。そして、様々な自
粛のお陰で、色々なことを見直し、考える時間がもてたように思います。
面会制限の中で患者さんとご家族の安心とは何か、職員が安心して成長
できる職場とは何かを考えて入退院時の体制や教育計画の見直しを進め
てきました。今年は、その改訂版を着実に実践していく年にしたいと思
います。
　私たち看護職員は、「Withコロナ」の中で、明るく元気に爽やかに、
そして、患者さんに優しく、働く仲間に優しく、看護職一人ひとりの存
在がお互いの元気につなげられるようにこの一年を進んでいきます。

（看護部長　高橋　　香）

明るく元気で爽やかに進む
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、コロナウイルスの影響で、三密を避けるため、研修や会議で
職員同士が集まる機会が少なくなり、さらに各部署でスタッフ同士がワ
イワイ語り合うこともままならない状況でした。そのような中で、新人
さん達は先輩に支えられてしっかりと成長しました。そして、様々な自
粛のお陰で、色々なことを見直し、考える時間がもてたように思います。
面会制限の中で患者さんとご家族の安心とは何か、職員が安心して成長
できる職場とは何かを考えて入退院時の体制や教育計画の見直しを進め
てきました。今年は、その改訂版を着実に実践していく年にしたいと思
います。
　私たち看護職員は、「Withコロナ」の中で、明るく元気に爽やかに、
そして、患者さんに優しく、働く仲間に優しく、看護職一人ひとりの存
在がお互いの元気につなげられるようにこの一年を進んでいきます。

（看護部長　高橋　　香）

患者さんにやさしく　最新の治療を提供できるよう
力を合わせ頑張りましょう！
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の初めには予想だにしなかったCOVID-19の感染拡大の中、新しい
診療様式とまではいきませんでしたが各部門の協力のもとなんとか１年を乗
り越えてきました。
　新たに診療部に加わっていただいた先生、スタッフ方とも病院外でのコ
ミュニケーションが取りづらい状況が続いています。マスク越しの付き合い
は、患者さんにとっても医療者の表情が読み取りづらく、積極的に言葉に出
して気遣うなどさらなるコミュニケーションを図る努力が必要になっています。
　鬱々とした雰囲気の中、気持ちも沈みがちで新たなことに取り組む意欲も
失われがちではありますが、学会や研究会もWEB開催が増加し、かえって
新たな知識を得やすい状況になっている面もあります。新年を迎え、あらた
めて最新の医療を提供する準備をしたいものです。この難局の中、患者さん
にやさしく、最新の治療を提供できるよう皆さんの協力をよろしくお願いい
たします。 （統括診療部長　新倉　　仁）

患者さんにやさしく　最新の治療を提供できるよう
力を合わせ頑張りましょう！
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の初めには予想だにしなかったCOVID-19の感染拡大の中、新しい
診療様式とまではいきませんでしたが各部門の協力のもとなんとか１年を乗
り越えてきました。
　新たに診療部に加わっていただいた先生、スタッフ方とも病院外でのコ
ミュニケーションが取りづらい状況が続いています。マスク越しの付き合い
は、患者さんにとっても医療者の表情が読み取りづらく、積極的に言葉に出
して気遣うなどさらなるコミュニケーションを図る努力が必要になっています。
　鬱々とした雰囲気の中、気持ちも沈みがちで新たなことに取り組む意欲も
失われがちではありますが、学会や研究会もWEB開催が増加し、かえって
新たな知識を得やすい状況になっている面もあります。新年を迎え、あらた
めて最新の医療を提供する準備をしたいものです。この難局の中、患者さん
にやさしく、最新の治療を提供できるよう皆さんの協力をよろしくお願いい
たします。 （統括診療部長　新倉　　仁）

薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部事務部事務部事務部事務部事務部事務部

診療部診療部診療部診療部 看護部看護部看護部看護部
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安全にそして質を高く
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は何と言っても新病院への移転がメインイベントでしたが、よ
うやく建物に慣れ、落ち着いて日々の診療を行っていたところ、
COVID-19の感染拡大で色々なものが延期、中止もしくは形を変えての
実施が数多くありました。
　毎年受け入れていた臨床実習もお断りせざるを得ない状況になりました。
　会議もソーシャルディスタンスを意識したものになり、学会とともに
web開催が主流になりました。
　また、歓送迎会も催すことができず退職者との思いで話、新人たちに
welcomeムードを与えることができませんでした。2021年は
COVID-19が終息し、何よりも安全で質の高いリハビリテーションを提
供できるようにスタッフ一同で目指していきたいと思います。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（理学療法士長　佐伯　一成）

安全にそして質を高く
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は何と言っても新病院への移転がメインイベントでしたが、よ
うやく建物に慣れ、落ち着いて日々の診療を行っていたところ、
COVID-19の感染拡大で色々なものが延期、中止もしくは形を変えての
実施が数多くありました。
毎年受け入れていた臨床実習もお断りせざるを得ない状況になりました。
　会議もソーシャルディスタンスを意識したものになり、学会とともに
web開催が主流になりました。
　また、歓送迎会も催すことができず退職者との思いで話、新人たちに
welcomeムードを与えることができませんでした。2021年は
COVID-19が終息し、何よりも安全で質の高いリハビリテーションを提
供できるようにスタッフ一同で目指していきたいと思います。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（理学療法士長　佐伯　一成）

チーム医療の充実と臨床栄養管理の推進
　新年、あけましておめでとうございます。
　日頃より栄養管理室の業務にご理解を頂き、感謝申し上げます。
　昨年、栄養管理室では、診療報酬改定に伴い、ICU早期栄養介入管理加
算、外来化学療法栄養指導、栄養情報提供書作成等の新しい取り組みを開始
することが出来ましました。これもひとえに、各診療科及び各部門のご協力
による連携強化の成果と考えます。また、11西病棟の特別メニュー（プレ
ミアムディナー）も軌道に乗り、様々な料理を提供することが出来ました。
　本年は、チーム医療の充実と臨床栄養管理の推進を目標に、質の高い臨床
栄養業務を実施することで、治療及び経営に貢献できるように努力します。
また、美味しく安全な食事を提供するために、食事の充実や治療食の見直し
にも力を入れます。更には、学会発表や論文作成等の臨床研究も積極的に実
施していきます。
　コロナ禍という緊張感のある日々が続いておりますが、職員が一体とな
り、この状況を乗り切っていくとともに、患者さんや医療スタッフから信頼
される栄養管理室を目指して頑張っていきたいと思いますので、本年もどう
ぞ宜しくお願い致します。 （栄養管理室長　小原　　仁）

チーム医療の充実と臨床栄養管理の推進
　新年、あけましておめでとうございます。
　日頃より栄養管理室の業務にご理解を頂き、感謝申し上げます。
　昨年、栄養管理室では、診療報酬改定に伴い、ICU早期栄養介入管理加
算、外来化学療法栄養指導、栄養情報提供書作成等の新しい取り組みを開始
することが出来ましました。これもひとえに、各診療科及び各部門のご協力
による連携強化の成果と考えます。また、11西病棟の特別メニュー（プレ
ミアムディナー）も軌道に乗り、様々な料理を提供することが出来ました。
　本年は、チーム医療の充実と臨床栄養管理の推進を目標に、質の高い臨床
栄養業務を実施することで、治療及び経営に貢献できるように努力します。
また、美味しく安全な食事を提供するために、食事の充実や治療食の見直し
にも力を入れます。更には、学会発表や論文作成等の臨床研究も積極的に実
施していきます。
　コロナ禍という緊張感のある日々が続いておりますが、職員が一体とな
り、この状況を乗り切っていくとともに、患者さんや医療スタッフから信頼
される栄養管理室を目指して頑張っていきたいと思いますので、本年もどう
ぞ宜しくお願い致します。 （栄養管理室長　小原　　仁）

地域医療への更なる貢献に向けて
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より放射線技術部門の運営には多大なるご理解とご協力を頂きま
して誠にありがとうございます。
　昨年はCovid-19の感染拡大があり、今まで経験のない医療体制を強
いられた１年間でした。スタッフのPPE対応、検査機器の養生などは放
射線災害発生時の状況に相似していましたが、感染のリスクという別の
緊張感がありました。今年につきましても予断を許さない状況が続くと
思いますが、感染に気を付けて安全な検査を行っていきたいと思います。
　昨年に引き続き本年も、４月１日より医療法の改正が施行されます。
水晶体の放射線被ばくに関してより厳しい管理が求められています。皆
様方のご協力の下に放射線科の機器を活用し、より安全で質の高い診療
放射線業務を目指し病院の機能向上に尽力したいと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（診療放射線技師長　佐久間　教之）

地域医療への更なる貢献に向けて
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より放射線技術部門の運営には多大なるご理解とご協力を頂きま
して誠にありがとうございます。
　昨年はCovid-19の感染拡大があり、今まで経験のない医療体制を強
いられた１年間でした。スタッフのPPE対応、検査機器の養生などは放
射線災害発生時の状況に相似していましたが、感染のリスクという別の
緊張感がありました。今年につきましても予断を許さない状況が続くと
思いますが、感染に気を付けて安全な検査を行っていきたいと思います。
　昨年に引き続き本年も、４月１日より医療法の改正が施行されます。
水晶体の放射線被ばくに関してより厳しい管理が求められています。皆
様方のご協力の下に放射線科の機器を活用し、より安全で質の高い診療
放射線業務を目指し病院の機能向上に尽力したいと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（診療放射線技師長　佐久間　教之）

質の高い検査と総合力で
　新年あけましておめでとうございます。
　平素より臨床検査業務の運営には多大なるご理解とご協力を頂きまして、
大変感謝申し上げます。
　移転から１年、やっと落ち着いて様々なことに取り組もうとした矢先、新
型コロナウイルスへの対応に追われる日々となりました。「COVID-19PCR
検査」は当初情報が錯綜し、どの検査機器が有用なのか手探り状態でしたが、
測定機器・試薬が整い、スタッフの努力により11月から24時間体制で検
査可能となり、緊急にも迅速に対応出来るようになりました。しかし、全国
的な感染者増のため、試薬や消耗品の不足が懸念され、まだまだ問題は山積
みです。また、コロナ禍ではありますが、２月には検査の質の担保には重要
な「ISO15189のサーベランス」が控えております。審査の準備・その後の
是正対応まで忙しい年になりそうです。
　先が見えない状況ではありますが、臨床から信頼される質の高い検査を目
指して、スタッフ一丸となり総合力で新たな１年を乗り切っていきたいと思
います。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（臨床検査技師長　伊藤　真理子）
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縁の下の力持ちとしてしっかり役割を果たしていきます
　新年あけましておめでとうございます。日頃より中央材料室にご理解
とご協力をいただきましてありがとうございます。
　中央材料室は、院内で使用する医療機器の回収・洗浄・消毒・滅菌・
払い出しまでを行い、各部署の特殊性に合わせた器材を供給する役割を
果たしています。
　この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの資材の不足
が生じました。その中で感染対策室、企画課と情報を密にし、通常は再
利用をすることのないN95マスク、布製ガウン再利用のための滅菌を行
い、医療提供に支障が生じないように対応してきました。今年も、私た
ちが患者さんと医療者の安全と安心を維持していくために、医療現場の
重要な役割を担っているという意識を常に持ち、関連部署との連携を大
切にしながらスタッフ一丸となって業務に専念しています。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（中央材料室看護師長　熊谷　静恵）
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が生じました。その中で感染対策室、企画課と情報を密にし、通常は再
利用をすることのないN95マスク、布製ガウン再利用のための滅菌を行
い、医療提供に支障が生じないように対応してきました。今年も、私た
ちが患者さんと医療者の安全と安心を維持していくために、医療現場の
重要な役割を担っているという意識を常に持ち、関連部署との連携を大
切にしながらスタッフ一丸となって業務に専念しています。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（中央材料室看護師長　熊谷　静恵）

患者さん一人ひとりが安心して手術を受けられるような看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より手術室の運営にご理
解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの影響で医療材料の不足が騒がれる中、各
科先生方や関係各所と情報共有し、資材の節約、緊急時のシュミレー
ションの実施など私たちが今出来ることは何かを考え、実践し、大きな
トラブルなく手術室運営を続けることができました。皆様に心より感謝
申し上げます。
　私たち手術室スタッフはコロナ禍で常に前向きな気持ちをもち「今出
来ることは何か」、「手術を受ける患者さんにとって最善な医療・看護は
何か」を考え、患者さんに安心して手術を受けて頂けるような環境をさ
らに整えていきたいと考えております。
　今年も手術室スタッフは笑顔で元気に頑張りますので、１年間どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

（中央手術室看護師長　熊谷　静恵）
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（中央手術室看護師長　熊谷　静恵）

患者さん一人ひとりに心をこめ、高度急性期医療の看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より、救命救急センター
の運営にご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
　昨年は、病床稼働率の増加と、特定集中管理加算維持にあたり、各診
療科、事務部門の方々にはご協力頂き、順調な運営を進めることが出来
ました。心より感謝申しあげます。
　今年も30床の稼働を維持する中で、スタッフが日常の忙しさに流さ
れることなく、生命の危機状態にある重篤な患者さん一人ひとりに、質
の高い医療・看護を心を込めて提供し、１日でも早い回復に繋げていき
たいと思います。
　スタッフ66名と大所帯の救命救急センターですが、スタッフ個々の
看護がしっかりと見える救命救急センターでありたいと思います。１年
目看護師８名も一生懸命患者さんのために頑張っています。皆様から頼
りにされる救命救急センターを目指して参りますので、本年もどうぞ宜
しくお願い致します。

（救命救急センター看護師長　三浦　崇子）
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患者さん、ご家族に寄り添った看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。日頃より救急外来の運営にご
協力いただきましてありがとうございます。
　救急外来は365日24時間、生命危機に瀕したあらゆる分野の重篤な
救急患者さんを受け入れています。また、ドクターヘリの出動件数も増
加し当院へ搬送される患者さんも増えてきました。
　令和２年度は３人の新人看護師を迎えました。緊急処置の必要な患者
さんに適切に治療が行われるようにシミュレーション教育を受けながら、
患者さんとご家族の対応などについてカンファレンスを行い高度急性期
病院の看護師としての役割が果たせるよう努力しています。
　コロナ禍ということもあり救急搬送された患者さんと家族が面会でき
ない環境が続いています。不安が少しでも軽減できるよう患者さんとご
家族に寄り添った看護を提供していきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（救急外来看護師長　後藤　尚子）
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家族に寄り添った看護を提供していきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（救急外来看護師長　後藤　尚子）
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利用をすることのないN95マスク、布製ガウン再利用のための滅菌を行
い、医療提供に支障が生じないように対応してきました。今年も、私た
ちが患者さんと医療者の安全と安心を維持していくために、医療現場の
重要な役割を担っているという意識を常に持ち、関連部署との連携を大
切にしながらスタッフ一丸となって業務に専念しています。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（中央材料室看護師長　熊谷　静恵）

患者さん一人ひとりが安心して手術を受けられるような看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より手術室の運営にご理
解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの影響で医療材料の不足が騒がれる中、各
科先生方や関係各所と情報共有し、資材の節約、緊急時のシュミレー
ションの実施など私たちが今出来ることは何かを考え、実践し、大きな
トラブルなく手術室運営を続けることができました。皆様に心より感謝
申し上げます。
　私たち手術室スタッフはコロナ禍で常に前向きな気持ちをもち「今出
来ることは何か」、「手術を受ける患者さんにとって最善な医療・看護は
何か」を考え、患者さんに安心して手術を受けて頂けるような環境をさ
らに整えていきたいと考えております。
　今年も手術室スタッフは笑顔で元気に頑張りますので、１年間どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

（中央手術室看護師長　熊谷　静恵）

患者さん一人ひとりが安心して手術を受けられるような看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より手術室の運営にご理
解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの影響で医療材料の不足が騒がれる中、各
科先生方や関係各所と情報共有し、資材の節約、緊急時のシュミレー
ションの実施など私たちが今出来ることは何かを考え、実践し、大きな
トラブルなく手術室運営を続けることができました。皆様に心より感謝
申し上げます。
　私たち手術室スタッフはコロナ禍で常に前向きな気持ちをもち「今出
来ることは何か」、「手術を受ける患者さんにとって最善な医療・看護は
何か」を考え、患者さんに安心して手術を受けて頂けるような環境をさ
らに整えていきたいと考えております。
　今年も手術室スタッフは笑顔で元気に頑張りますので、１年間どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

（中央手術室看護師長　熊谷　静恵）

患者さん一人ひとりに心をこめ、高度急性期医療の看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より、救命救急センター
の運営にご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
　昨年は、病床稼働率の増加と、特定集中管理加算維持にあたり、各診
療科、事務部門の方々にはご協力頂き、順調な運営を進めることが出来
ました。心より感謝申しあげます。
　今年も30床の稼働を維持する中で、スタッフが日常の忙しさに流さ
れることなく、生命の危機状態にある重篤な患者さん一人ひとりに、質
の高い医療・看護を心を込めて提供し、１日でも早い回復に繋げていき
たいと思います。
　スタッフ66名と大所帯の救命救急センターですが、スタッフ個々の
看護がしっかりと見える救命救急センターでありたいと思います。１年
目看護師８名も一生懸命患者さんのために頑張っています。皆様から頼
りにされる救命救急センターを目指して参りますので、本年もどうぞ宜
しくお願い致します。

（救命救急センター看護師長　三浦　崇子）

患者さん一人ひとりに心をこめ、高度急性期医療の看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。日頃より、救命救急センター
の運営にご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
　昨年は、病床稼働率の増加と、特定集中管理加算維持にあたり、各診
療科、事務部門の方々にはご協力頂き、順調な運営を進めることが出来
ました。心より感謝申しあげます。
　今年も30床の稼働を維持する中で、スタッフが日常の忙しさに流さ
れることなく、生命の危機状態にある重篤な患者さん一人ひとりに、質
の高い医療・看護を心を込めて提供し、１日でも早い回復に繋げていき
たいと思います。
　スタッフ66名と大所帯の救命救急センターですが、スタッフ個々の
看護がしっかりと見える救命救急センターでありたいと思います。１年
目看護師８名も一生懸命患者さんのために頑張っています。皆様から頼
りにされる救命救急センターを目指して参りますので、本年もどうぞ宜
しくお願い致します。

（救命救急センター看護師長　三浦　崇子）

救命救急センター救命救急センター救命救急センター救命救急センター

中央手術室中央手術室中央手術室中央手術室 中央材料室中央材料室中央材料室中央材料室

患者さん、ご家族に寄り添った看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。日頃より救急外来の運営にご
協力いただきましてありがとうございます。
　救急外来は365日24時間、生命危機に瀕したあらゆる分野の重篤な
救急患者さんを受け入れています。また、ドクターヘリの出動件数も増
加し当院へ搬送される患者さんも増えてきました。
　令和２年度は３人の新人看護師を迎えました。緊急処置の必要な患者
さんに適切に治療が行われるようにシミュレーション教育を受けながら、
患者さんとご家族の対応などについてカンファレンスを行い高度急性期
病院の看護師としての役割が果たせるよう努力しています。
　コロナ禍ということもあり救急搬送された患者さんと家族が面会でき
ない環境が続いています。不安が少しでも軽減できるよう患者さんとご
家族に寄り添った看護を提供していきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（救急外来看護師長　後藤　尚子）

患者さん、ご家族に寄り添った看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。日頃より救急外来の運営にご
協力いただきましてありがとうございます。
　救急外来は365日24時間、生命危機に瀕したあらゆる分野の重篤な
救急患者さんを受け入れています。また、ドクターヘリの出動件数も増
加し当院へ搬送される患者さんも増えてきました。
　令和２年度は３人の新人看護師を迎えました。緊急処置の必要な患者
さんに適切に治療が行われるようにシミュレーション教育を受けながら、
患者さんとご家族の対応などについてカンファレンスを行い高度急性期
病院の看護師としての役割が果たせるよう努力しています。
　コロナ禍ということもあり救急搬送された患者さんと家族が面会でき
ない環境が続いています。不安が少しでも軽減できるよう患者さんとご
家族に寄り添った看護を提供していきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（救急外来看護師長　後藤　尚子）

救急外来救急外来救急外来救急外来
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患者さんの笑顔を引き出す看護を提供していきます！
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より６階東病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜り感謝
申し上げます。脳神経外科・脳神経内科の様々な回復過程の患者さんを
看護するにあたり患者さん・ご家族の思いに添った看護の提供、意思決
定支援ができるように援助しています。
　昨今の感染症の拡大防止に対しご理解とご協力に感謝いたします。そ
のような環境の中でも「ここに入院してよかった」と思っていただけるよ
うな病棟を目指しています。看護師が主体となって患者さんとそのご家
族がいかに安心できるかを日々考え試行錯誤しながら看護実践していま
す。病棟全体がさらに明るくなるよう、今年も元気と笑顔で看護を提供
していきます。

（６階東病棟看護師長　徳田　直子）

患者さんの笑顔を引き出す看護を提供していきます！
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より６階東病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜り感謝
申し上げます。脳神経外科・脳神経内科の様々な回復過程の患者さんを
看護するにあたり患者さん・ご家族の思いに添った看護の提供、意思決
定支援ができるように援助しています。
　昨今の感染症の拡大防止に対しご理解とご協力に感謝いたします。そ
のような環境の中でも「ここに入院してよかった」と思っていただけるよ
うな病棟を目指しています。看護師が主体となって患者さんとそのご家
族がいかに安心できるかを日々考え試行錯誤しながら看護実践していま
す。病棟全体がさらに明るくなるよう、今年も元気と笑顔で看護を提供
していきます。

（６階東病棟看護師長　徳田　直子）

患者さんの思いを大切にし、やさしさと笑顔で看護をします
　新年あけましておめでとうございます。
　当病棟は、婦人科・腫瘍内科・乳腺外科の３科混合病棟で、38床を
有しています。患者さんは、それぞれ様々な痛みを抱えながら治療に向
かわれており、また、コロナ禍での入院ということもあり、孤独で一人
病気と向き合わなければならない辛さもあります。そのような中、ス
タッフは患者さんの生きる力を支えるために何が出来るのだろうかと、
毎日、カンファレンスを行い、一人一人の患者さんの思いに心を寄せて
話し合いをしています。また、病室の中からはいつも看護師と患者さん
との会話や笑い声が聞こえてきます。医師始め多職種の皆さんのお力を
借りながら、少しでも患者さんの痛みが軽くなり回復していけるよう、
今年も病棟スタッフ一丸となり看護に励みたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。

（５階西病棟看護師長　馬場　由美）

患者さんの思いを大切にし、やさしさと笑顔で看護をします
　新年あけましておめでとうございます。
　当病棟は、婦人科・腫瘍内科・乳腺外科の３科混合病棟で、38床を
有しています。患者さんは、それぞれ様々な痛みを抱えながら治療に向
かわれており、また、コロナ禍での入院ということもあり、孤独で一人
病気と向き合わなければならない辛さもあります。そのような中、ス
タッフは患者さんの生きる力を支えるために何が出来るのだろうかと、
毎日、カンファレンスを行い、一人一人の患者さんの思いに心を寄せて
話し合いをしています。また、病室の中からはいつも看護師と患者さん
との会話や笑い声が聞こえてきます。医師始め多職種の皆さんのお力を
借りながら、少しでも患者さんの痛みが軽くなり回復していけるよう、
今年も病棟スタッフ一丸となり看護に励みたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。

（５階西病棟看護師長　馬場　由美）

患者さんの気持ちに寄り添い、きめ細やかで温かい看護を目指します！
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より病棟運営にご支援とご協力を頂き感謝申し上げます。
　５東病棟は現在、感染症病棟として運営しています。
　患者さんの多くは高齢であり、病態が変化しやすいため、看護師の専
門的知識と五感をフルに活用し、きめ細かな看護が求められます。身体
的苦痛の軽減だけではなく、患者様・ご家族の生活背景にも関心を寄せ、
心配事や不安などが軽減できるような看護をスタッフ一丸となり、取り
組んでいます。患者さん、ご家族、医療スタッフがワンチームとなり、
またスタッフが元気に笑顔でいられるよう今年度も進んでいきたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。

（５東病棟師長　土井　千鶴）

患者さんの気持ちに寄り添い、きめ細やかで温かい看護を目指します！
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より病棟運営にご支援とご協力を頂き感謝申し上げます。
　５東病棟は現在、感染症病棟として運営しています。
　患者さんの多くは高齢であり、病態が変化しやすいため、看護師の専
門的知識と五感をフルに活用し、きめ細かな看護が求められます。身体
的苦痛の軽減だけではなく、患者様・ご家族の生活背景にも関心を寄せ、
心配事や不安などが軽減できるような看護をスタッフ一丸となり、取り
組んでいます。患者さん、ご家族、医療スタッフがワンチームとなり、
またスタッフが元気に笑顔でいられるよう今年度も進んでいきたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。

（５東病棟師長　土井　千鶴）

５階東病棟５階東病棟５階東病棟５階東病棟

５階西病棟５階西病棟５階西病棟５階西病棟 ６階東病棟６階東病棟６階東病棟６階東病棟

母子に寄り添い、安心した出産や育児ができるよう支援していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より各部門の方々にはご理解とご協力をいただきましてありがと
うございます。
　昨年度は新型コロナ感染予防のために面会制限や立ち会い分娩の中止
など妊産婦さんにとっては多くの制限や不安を持たれた中での入院でし
た。その中でスタッフ一丸となって妊娠、分娩、産後までお母さんと赤
ちゃんを守り、安全に出産できる環境をつくれるよう努めてまいりまし
た。昨年度の分娩件数は1000件を超え、毎日元気な赤ちゃんが誕生し
ています。
　妊娠、出産という喜び、不安、葛藤が入り混じる時期に安心して出産、
育児のスタートができるようお母さんと赤ちゃんのひとりひとりに寄り
添い、すべての女性に助産師のケアを提供できるようにしていきたいと
思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（母子医療センター看護師長　沖津　まゆみ）

母子に寄り添い、安心した出産や育児ができるよう支援していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より各部門の方々にはご理解とご協力をいただきましてありがと
うございます。
　昨年度は新型コロナ感染予防のために面会制限や立ち会い分娩の中止
など妊産婦さんにとっては多くの制限や不安を持たれた中での入院でし
た。その中でスタッフ一丸となって妊娠、分娩、産後までお母さんと赤
ちゃんを守り、安全に出産できる環境をつくれるよう努めてまいりまし
た。昨年度の分娩件数は1000件を超え、毎日元気な赤ちゃんが誕生し
ています。
　妊娠、出産という喜び、不安、葛藤が入り混じる時期に安心して出産、
育児のスタートができるようお母さんと赤ちゃんのひとりひとりに寄り
添い、すべての女性に助産師のケアを提供できるようにしていきたいと
思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（母子医療センター看護師長　沖津　まゆみ）

母子医療センター母子医療センター母子医療センター母子医療センター

患者さんのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より８階東病棟の運営に際しまして多大なるご理解とご協力を賜
り感謝申し上げます。
　当病棟は整形外科、形成外科の混合病棟です。脊椎疾患、四肢の骨折、
手指・足趾の手術を受ける、幅広い年代の患者さんが入院されています。
また、交通外傷によりドクターヘリや救急車で搬送された患者さんや
ICUから転入される患者さんも多く、救命科との連携をとりながら対応
することが求められます。
　医師・看護師・退院調整看護師・MSWやリハビリテーション科など
多職種が連携し、日々患者さんに寄り添いながら、患者さんの理想とす
る姿へ少しでも近づけられるよう支援しております。これからも患者さ
んのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される温かい看護を提供できる
よう病棟スタッフが一丸となって取り組んでいきたいと思います。
　今年もよろしくお願いします。

（８階東病棟看護師長　鏡　　沙智）

患者さんのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より８階東病棟の運営に際しまして多大なるご理解とご協力を賜
り感謝申し上げます。
　当病棟は整形外科、形成外科の混合病棟です。脊椎疾患、四肢の骨折、
手指・足趾の手術を受ける、幅広い年代の患者さんが入院されています。
また、交通外傷によりドクターヘリや救急車で搬送された患者さんや
ICUから転入される患者さんも多く、救命科との連携をとりながら対応
することが求められます。
　医師・看護師・退院調整看護師・MSWやリハビリテーション科など
多職種が連携し、日々患者さんに寄り添いながら、患者さんの理想とす
る姿へ少しでも近づけられるよう支援しております。これからも患者さ
んのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される温かい看護を提供できる
よう病棟スタッフが一丸となって取り組んでいきたいと思います。
　今年もよろしくお願いします。

（８階東病棟看護師長　鏡　　沙智）

心をひとつに、心を込めて
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、７階西病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜り感
謝申し上げます。
　当病棟は、循環器内科と心臓血管外科の病棟です。最新の心臓カテー
テル検査や治療、外科的心臓手術、心臓リハビリテーションを行ってお
ります。
　今年度、新人看護師が５名配属となりました。日々看護について先輩
看護師から指導を受けて成長しています。優しく、時には厳しく指導を
受けた新人看護師も今は一人前看護師の表情になってきました。入院患
者さんの中には、高齢の方が多く、コロナ禍でも安心して入院生活が送
れるように、患者さん一人ひとりに寄り添った看護を提供できるように
心がけています。また、入院前の状態に少しでも近づけることができる
ように、理学療法士・作業療法士など多職種と一緒にサポートします。
すべては患者さんのために、本年も努力してまいりますのでよろしくお
願い致します。 （７階西病棟看護師長　武田　由美子）
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術や検査、化学療法、放射線療法等を受ける方が対象となり、10代か
ら90代まで幅広い年代の方が入院されます。様々な治療を受けられる
患者さんに対し、各種パンフレットとオリエンテーションを充実させ、
分かりやすい説明を心がけております。肺炎、COPD等慢性的な経過を
辿る患者さんに対し、入院時から退院後の療養生活を見据えて、患者さ
ん、ご家族の希望に添えるように、医師、看護師、退院調整看護師、
MSW等が連携し、専門性を生かしてチームで支援しています。
　今年も各職種と連携し、患者さん、ご家族に対し心のこもった温かい
看護が提供できるように努力してまいります。本年もどうぞよろしくお
願いいたします。

（７階東病棟看護師長　太田　宰子）
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患者さん・ご家族に寄り添い安心できる入院環境を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より病棟運営にご支援とご協力を頂き感謝申し上げます。
　６階西病棟は主に脳出血、脳梗塞患者さんの緊急入院、救急センター
からの転入、脳血管内治療、検査の患者さんを受け入れております。
　脳卒中の発症は患者さんだけではなく、ご家族の不安も大きく、今後
の人生、生活に大きい影響を及ぼすことも少なくはありません。さらにコ
ロナ禍で患者さんがどのような状態なのか、どんな入院生活をしている
か、また家族に会えず心細くなっている患者さんも少なくはありません。
そのような中で私たちは患者さんに寄り添い、またご家族の想いも尊重
し、安心して入院生活を送ることができるよう看護しております。
　私たち看護師は、常に緊張感を持ち、患者さんの回復を目指し看護さ
せていただいております。今年もさらに専門性、看護の質を高められる
よう取り組んでいきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
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患者さんのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より８階東病棟の運営に際しまして多大なるご理解とご協力を賜
り感謝申し上げます。
　当病棟は整形外科、形成外科の混合病棟です。脊椎疾患、四肢の骨折、
手指・足趾の手術を受ける、幅広い年代の患者さんが入院されています。
また、交通外傷によりドクターヘリや救急車で搬送された患者さんや
ICUから転入される患者さんも多く、救命科との連携をとりながら対応
することが求められます。
　医師・看護師・退院調整看護師・MSWやリハビリテーション科など
多職種が連携し、日々患者さんに寄り添いながら、患者さんの理想とす
る姿へ少しでも近づけられるよう支援しております。これからも患者さ
んのheart（心）に寄り添い、安全で信頼される温かい看護を提供できる
よう病棟スタッフが一丸となって取り組んでいきたいと思います。
　今年もよろしくお願いします。

（８階東病棟看護師長　鏡　　沙智）
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スタッフ一同が患者さん・ご家族の立場に立った看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　10階東病棟は、泌尿器科と消化器内科、総合診療科、腎臓内科の４
科混合の病棟です。
　検査、化学療法、手術と様々な目的で入院される患者さんの看護を
行っております。面会制限が生じている現在ですが、その制限の中でも
可能な限り患者さん・ご家族の立場に立って看護を提供しております。
　医師、コメディカル等とのチームワークを高め、引き続き患者さんの
ニーズに合わせた医療を提供していきたいと思っております。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（10階東病棟看護師長　田村　秀明）
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人と向き合い、心のこもった思いやりを大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は、コロナの風が吹き続け混合病棟である９階西病棟も大きく
影響を受けました。手術の延期をお願いするなど、特に耳鼻咽喉科や眼
科の患者さん方には沢山のご協力を頂きました。また入院されていた患
者さん方には、院内感染予防のために面会制限をお願いするなど、心配
やご負担をおかけした年ともなってしまいました。しかし、止むことの
ないコロナの風に吹かれながらも、患者さんのご協力をいただきながら、
新人看護師をはじめ病棟スタッフ一同、明るく元気に思いやりをもった
看護をすることが出来ました。
　新病院となって３年目、これからも患者さん・ご家族と向き合い意思
を尊重し、相手の立場に立った思いやりの心で、医療・看護を提供させ
ていただきます。みなさん、コロナ禍乗り越えましょう！

（９階西病棟看護師長　熊谷　昌江）

人と向き合い、心のこもった思いやりを大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は、コロナの風が吹き続け混合病棟である９階西病棟も大きく
影響を受けました。手術の延期をお願いするなど、特に耳鼻咽喉科や眼
科の患者さん方には沢山のご協力を頂きました。また入院されていた患
者さん方には、院内感染予防のために面会制限をお願いするなど、心配
やご負担をおかけした年ともなってしまいました。しかし、止むことの
ないコロナの風に吹かれながらも、患者さんのご協力をいただきながら、
新人看護師をはじめ病棟スタッフ一同、明るく元気に思いやりをもった
看護をすることが出来ました。
　新病院となって３年目、これからも患者さん・ご家族と向き合い意思
を尊重し、相手の立場に立った思いやりの心で、医療・看護を提供させ
ていただきます。みなさん、コロナ禍乗り越えましょう！

（９階西病棟看護師長　熊谷　昌江）

人に優しく、患者と家族の意思を支える看護を実践します
　新年あけましておめでとうございます。
　９階東病棟は消化器外科と救急科の病棟です。消化器外科は手術療法
をはじめ、化学療法、放射線療法、緩和療法を受ける患者さんが入院さ
れています。救急科は事故など様々な疾患の患者さんが入院されています。
　治療を安心し受けられ不安が少なく元の生活に戻れるように患者さん
とご家族の気持ちに寄り添いながらケアを行っています。
　病棟では、医師と看護師、看護助手の他にリハビリ部門などの多職種
と連携をして患者さんとご家族の意思を支える看護を大切に実践してい
ます。今年は感染症予防のため、ご家族の方の面会を制限させていただ
いたため、患者さんとご家族の不安や心配が少なくなるようにスタッフ
一同がより一層コミュニケーションを大切にしています。
　これからも人に優しく、チーム力で患者とご家族の意思を支える看護
を実践していきます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

（９階東病棟看護師長　髙橋　奈美）

人に優しく、患者と家族の意思を支える看護を実践します
　新年あけましておめでとうございます。
　９階東病棟は消化器外科と救急科の病棟です。消化器外科は手術療法
をはじめ、化学療法、放射線療法、緩和療法を受ける患者さんが入院さ
れています。救急科は事故など様々な疾患の患者さんが入院されています。
　治療を安心し受けられ不安が少なく元の生活に戻れるように患者さん
とご家族の気持ちに寄り添いながらケアを行っています。
　病棟では、医師と看護師、看護助手の他にリハビリ部門などの多職種
と連携をして患者さんとご家族の意思を支える看護を大切に実践してい
ます。今年は感染症予防のため、ご家族の方の面会を制限させていただ
いたため、患者さんとご家族の不安や心配が少なくなるようにスタッフ
一同がより一層コミュニケーションを大切にしています。
　これからも人に優しく、チーム力で患者とご家族の意思を支える看護
を実践していきます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

（９階東病棟看護師長　髙橋　奈美）

９階東病棟９階東病棟９階東病棟９階東病棟

９階西病棟９階西病棟９階西病棟９階西病棟 10階東病棟10階東病棟10階東病棟10階東病棟

チーム力で患者さんに寄り添った看護を提供いたします
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より８階西病棟の運営に際しまして、多大なご理解とご協力を賜
りありがとうございます。
　当病棟は血液内科の病棟です。血液・造血器の疾患をもつ患者さんに
化学療法や放射線療法、移植治療を行っております。
　日々患者さんとご家族の声に耳を傾け、思いに寄り添う看護を目指し、
治療法選択における意思決定の支援や、治療によって生じる様々な苦痛
に対するケアを多職種と連携して、各職種の専門性を活かし支援しています。
　常に看護の専門性の向上を図り、患者さんとご家族が笑顔で過ごす時
間を確保できるように関わっています。またライフワークバランスを保
つため、多様な勤務形態を取り入れ、スタッフも笑顔で働く職場を目指
しています。
　チーム力が高く、笑顔あふれる病棟を目指し取り組んでまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（８階西病棟看護師長　青　　志織）

チーム力で患者さんに寄り添った看護を提供いたします
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より８階西病棟の運営に際しまして、多大なご理解とご協力を賜
りありがとうございます。
　当病棟は血液内科の病棟です。血液・造血器の疾患をもつ患者さんに
化学療法や放射線療法、移植治療を行っております。
　日々患者さんとご家族の声に耳を傾け、思いに寄り添う看護を目指し、
治療法選択における意思決定の支援や、治療によって生じる様々な苦痛
に対するケアを多職種と連携して、各職種の専門性を活かし支援しています。
　常に看護の専門性の向上を図り、患者さんとご家族が笑顔で過ごす時
間を確保できるように関わっています。またライフワークバランスを保
つため、多様な勤務形態を取り入れ、スタッフも笑顔で働く職場を目指
しています。
　チーム力が高く、笑顔あふれる病棟を目指し取り組んでまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（８階西病棟看護師長　青　　志織）

８階西病棟８階西病棟８階西病棟８階西病棟

専門性の高い外来看護で患者さまを支援します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は１日約1000名の患者さんが来院します。最近は、入院期間が
短くなり、外来での日帰り手術、化学療法、在宅療養に向けた支援等、
外来での対応は多岐にわたり、外来看護師の看護実践力が大きく問われ
ます。
　昨年度は、COVID-19対策として来院される患者さん、ご家族には東
玄関での手指消毒や問診等にご協力いただき、外来診療を継続すること
ができました。病院の窓口となる外来では、病気の診断や治療に対して
不安を抱える患者さんが多く、安心して医療が受けられるように患者中
心の寄り添った看護が必要になっています。専門性の高い外来看護の推
進と患者さまの持てる力を引き出せるような関わりを今後も続けていき
たいと思います。

（外来看護師長　佐藤　可奈子）

専門性の高い外来看護で患者さまを支援します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は１日約1000名の患者さんが来院します。最近は、入院期間が
短くなり、外来での日帰り手術、化学療法、在宅療養に向けた支援等、
外来での対応は多岐にわたり、外来看護師の看護実践力が大きく問われ
ます。
　昨年度は、COVID-19対策として来院される患者さん、ご家族には東
玄関での手指消毒や問診等にご協力いただき、外来診療を継続すること
ができました。病院の窓口となる外来では、病気の診断や治療に対して
不安を抱える患者さんが多く、安心して医療が受けられるように患者中
心の寄り添った看護が必要になっています。専門性の高い外来看護の推
進と患者さまの持てる力を引き出せるような関わりを今後も続けていき
たいと思います。

（外来看護師長　佐藤　可奈子）

「誰もが自分らしく、その人らしく」を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　特別個室病棟として開棟してから１年が経過致しました。利用して頂
いた患者さんから眺めのよい眺望や静かな空間、職員の対応への良い反
応を頂き、感謝と共にスタッフのやりがいにも繋がっております。病棟
運営にあたりましては、院内の皆様から沢山のご協力を賜り、本当に心
より感謝申し上げます。
　今後も病棟コンセプトを大切にしながら、一人ひとりの患者さんに少
しでも快適な空間と、良質な医療・看護が提供できるように多職種と連
携を図りながら日々頑張っていきたいと思います。スタッフがいきいき
と働き続けられる職場づくりと患者さんの想いに寄り添い「誰もが自分
らしく、その人らしく」を大事にした看護の提供を目指していきたいと
思います。本年もよろしくお願い致します。

（11階西病棟看護師長　中鉢　則子）

「誰もが自分らしく、その人らしく」を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　特別個室病棟として開棟してから１年が経過致しました。利用して頂
いた患者さんから眺めのよい眺望や静かな空間、職員の対応への良い反
応を頂き、感謝と共にスタッフのやりがいにも繋がっております。病棟
運営にあたりましては、院内の皆様から沢山のご協力を賜り、本当に心
より感謝申し上げます。
　今後も病棟コンセプトを大切にしながら、一人ひとりの患者さんに少
しでも快適な空間と、良質な医療・看護が提供できるように多職種と連
携を図りながら日々頑張っていきたいと思います。スタッフがいきいき
と働き続けられる職場づくりと患者さんの想いに寄り添い「誰もが自分
らしく、その人らしく」を大事にした看護の提供を目指していきたいと
思います。本年もよろしくお願い致します。

（11階西病棟看護師長　中鉢　則子）

精神科の専門性を活かし、こころと身体をつなぐ援助を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より11階東病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜りま
して誠にありがとうございます。
　わが国において、社会情勢の変化に伴う精神疾患の多様化、高齢化の
問題から、重症身体合併症を有するケースの受け入れは年々増加傾向に
あります。当病棟は総合病院における有床精神科病棟で、精神疾患の急
性期、手術を含めた合併症治療を要する患者さんを受け入れるとともに、
昨年より精神科リエゾンチームを発足し、院内で横断的な活動を行って
います。活動を通して、精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見
し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することで、症状の緩和や
退院につなげていき、「こころと身体をつなぐ」援助の充実を図ってまい
ります。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（11階東病棟看護師長　沼尾　信治）

精神科の専門性を活かし、こころと身体をつなぐ援助を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より11階東病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜りま
して誠にありがとうございます。
　わが国において、社会情勢の変化に伴う精神疾患の多様化、高齢化の
問題から、重症身体合併症を有するケースの受け入れは年々増加傾向に
あります。当病棟は総合病院における有床精神科病棟で、精神疾患の急
性期、手術を含めた合併症治療を要する患者さんを受け入れるとともに、
昨年より精神科リエゾンチームを発足し、院内で横断的な活動を行って
います。活動を通して、精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見
し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することで、症状の緩和や
退院につなげていき、「こころと身体をつなぐ」援助の充実を図ってまい
ります。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（11階東病棟看護師長　沼尾　信治）

11階東病棟11階東病棟11階東病棟11階東病棟

11階西病棟11階西病棟11階西病棟11階西病棟 外　来外　来外　来外　来

患者さん、ご家族の思いに寄り添った温かい看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力、そして
ご支援を頂き誠にありがとうございます。
　当病棟は、ポリープ切除術等の短期間入院から、内視鏡検査・治療な
ど様々な健康レベルにある患者さんが入院しております。日頃から勉強
会を企画し、消化器疾患の専門性と看護師の接遇・看護倫理の向上を図
り、安全・安心して入院生活を過ごして頂けるよう患者さん・ご家族の
思いに寄り添った看護支援・意思決定支援に取り組んでおります。また、
プライマリー看護師が中心となり、入院から退院後の生活を見据えた看
護・医師ほか多職種と協働したチーム医療の提供をしていきたいと思っ
ております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

（10階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

患者さん、ご家族の思いに寄り添った温かい看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力、そして
ご支援を頂き誠にありがとうございます。
　当病棟は、ポリープ切除術等の短期間入院から、内視鏡検査・治療な
ど様々な健康レベルにある患者さんが入院しております。日頃から勉強
会を企画し、消化器疾患の専門性と看護師の接遇・看護倫理の向上を図
り、安全・安心して入院生活を過ごして頂けるよう患者さん・ご家族の
思いに寄り添った看護支援・意思決定支援に取り組んでおります。また、
プライマリー看護師が中心となり、入院から退院後の生活を見据えた看
護・医師ほか多職種と協働したチーム医療の提供をしていきたいと思っ
ております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

（10階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

10階西病棟10階西病棟10階西病棟10階西病棟
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専門性の高い外来看護で患者さまを支援します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は１日約1000名の患者さんが来院します。最近は、入院期間が
短くなり、外来での日帰り手術、化学療法、在宅療養に向けた支援等、
外来での対応は多岐にわたり、外来看護師の看護実践力が大きく問われ
ます。
　昨年度は、COVID-19対策として来院される患者さん、ご家族には東
玄関での手指消毒や問診等にご協力いただき、外来診療を継続すること
ができました。病院の窓口となる外来では、病気の診断や治療に対して
不安を抱える患者さんが多く、安心して医療が受けられるように患者中
心の寄り添った看護が必要になっています。専門性の高い外来看護の推
進と患者さまの持てる力を引き出せるような関わりを今後も続けていき
たいと思います。

（外来看護師長　佐藤　可奈子）

専門性の高い外来看護で患者さまを支援します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は１日約1000名の患者さんが来院します。最近は、入院期間が
短くなり、外来での日帰り手術、化学療法、在宅療養に向けた支援等、
外来での対応は多岐にわたり、外来看護師の看護実践力が大きく問われ
ます。
　昨年度は、COVID-19対策として来院される患者さん、ご家族には東
玄関での手指消毒や問診等にご協力いただき、外来診療を継続すること
ができました。病院の窓口となる外来では、病気の診断や治療に対して
不安を抱える患者さんが多く、安心して医療が受けられるように患者中
心の寄り添った看護が必要になっています。専門性の高い外来看護の推
進と患者さまの持てる力を引き出せるような関わりを今後も続けていき
たいと思います。

（外来看護師長　佐藤　可奈子）

「誰もが自分らしく、その人らしく」を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　特別個室病棟として開棟してから１年が経過致しました。利用して頂
いた患者さんから眺めのよい眺望や静かな空間、職員の対応への良い反
応を頂き、感謝と共にスタッフのやりがいにも繋がっております。病棟
運営にあたりましては、院内の皆様から沢山のご協力を賜り、本当に心
より感謝申し上げます。
　今後も病棟コンセプトを大切にしながら、一人ひとりの患者さんに少
しでも快適な空間と、良質な医療・看護が提供できるように多職種と連
携を図りながら日々頑張っていきたいと思います。スタッフがいきいき
と働き続けられる職場づくりと患者さんの想いに寄り添い「誰もが自分
らしく、その人らしく」を大事にした看護の提供を目指していきたいと
思います。本年もよろしくお願い致します。

（11階西病棟看護師長　中鉢　則子）

「誰もが自分らしく、その人らしく」を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　特別個室病棟として開棟してから１年が経過致しました。利用して頂
いた患者さんから眺めのよい眺望や静かな空間、職員の対応への良い反
応を頂き、感謝と共にスタッフのやりがいにも繋がっております。病棟
運営にあたりましては、院内の皆様から沢山のご協力を賜り、本当に心
より感謝申し上げます。
　今後も病棟コンセプトを大切にしながら、一人ひとりの患者さんに少
しでも快適な空間と、良質な医療・看護が提供できるように多職種と連
携を図りながら日々頑張っていきたいと思います。スタッフがいきいき
と働き続けられる職場づくりと患者さんの想いに寄り添い「誰もが自分
らしく、その人らしく」を大事にした看護の提供を目指していきたいと
思います。本年もよろしくお願い致します。

（11階西病棟看護師長　中鉢　則子）

精神科の専門性を活かし、こころと身体をつなぐ援助を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より11階東病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力を賜りま
して誠にありがとうございます。
　わが国において、社会情勢の変化に伴う精神疾患の多様化、高齢化の
問題から、重症身体合併症を有するケースの受け入れは年々増加傾向に
あります。当病棟は総合病院における有床精神科病棟で、精神疾患の急
性期、手術を含めた合併症治療を要する患者さんを受け入れるとともに、
昨年より精神科リエゾンチームを発足し、院内で横断的な活動を行って
います。活動を通して、精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見
し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することで、症状の緩和や
退院につなげていき、「こころと身体をつなぐ」援助の充実を図ってまい
ります。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（11階東病棟看護師長　沼尾　信治）
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問題から、重症身体合併症を有するケースの受け入れは年々増加傾向に
あります。当病棟は総合病院における有床精神科病棟で、精神疾患の急
性期、手術を含めた合併症治療を要する患者さんを受け入れるとともに、
昨年より精神科リエゾンチームを発足し、院内で横断的な活動を行って
います。活動を通して、精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見
し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することで、症状の緩和や
退院につなげていき、「こころと身体をつなぐ」援助の充実を図ってまい
ります。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（11階東病棟看護師長　沼尾　信治）
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11階西病棟11階西病棟11階西病棟11階西病棟 外　来外　来外　来外　来

患者さん、ご家族の思いに寄り添った温かい看護を提供していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営に際しまして、ご理解とご協力、そして
ご支援を頂き誠にありがとうございます。
　当病棟は、ポリープ切除術等の短期間入院から、内視鏡検査・治療な
ど様々な健康レベルにある患者さんが入院しております。日頃から勉強
会を企画し、消化器疾患の専門性と看護師の接遇・看護倫理の向上を図
り、安全・安心して入院生活を過ごして頂けるよう患者さん・ご家族の
思いに寄り添った看護支援・意思決定支援に取り組んでおります。また、
プライマリー看護師が中心となり、入院から退院後の生活を見据えた看
護・医師ほか多職種と協働したチーム医療の提供をしていきたいと思っ
ております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

（10階西病棟看護師長　芦名　真紀子）
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思いに寄り添った看護支援・意思決定支援に取り組んでおります。また、
プライマリー看護師が中心となり、入院から退院後の生活を見据えた看
護・医師ほか多職種と協働したチーム医療の提供をしていきたいと思っ
ております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

（10階西病棟看護師長　芦名　真紀子）
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2021年は目に見える活動を目指して頑張ります
　新年あけましておめでとうございます。平成24年に院内に発足し９
年目になりました。日頃院内の皆様にはがん診療連携室の運営にご協力
いただき誠にありがとうございます。
　昨年はCOVID-19の流行により当院のがん診療・がん啓蒙活動に様々
な影響を与えました。市民医学講座は準備期間に余裕があったためオン
ラインのみでの開催となりましたが無事に終了しました。もっとも影響
があったのは患者さん向けのピアサポートで「痛みの教室」「がん患者サ
ロン」「マンマサロン」「緩和ケア勉強会」など患者さん・ご家族・職員
外の方に病院においでいただき複数の人が対面するというコミュニケー
ションの根幹に直ちに対案を出すことが出来ず多くが中止せざるを得な
い状況でした。がん診療連携講演会・当院主催の緩和ケア研修会はなん
とか開催できました。新型コロナウイルスと共存していくという前提で
昨年不十分となった課題を本年は患者さんに有用な支援を行っていくべ
く病院スタッフの皆様にはご負担をおかけしますが何卒よろしくお願い
申し上げます。 （がん診療連携室長　鈴木　貴夫）

2021年は目に見える活動を目指して頑張ります
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年目になりました。日頃院内の皆様にはがん診療連携室の運営にご協力
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外の方に病院においでいただき複数の人が対面するというコミュニケー
ションの根幹に直ちに対案を出すことが出来ず多くが中止せざるを得な
い状況でした。がん診療連携講演会・当院主催の緩和ケア研修会はなん
とか開催できました。新型コロナウイルスと共存していくという前提で
昨年不十分となった課題を本年は患者さんに有用な支援を行っていくべ
く病院スタッフの皆様にはご負担をおかけしますが何卒よろしくお願い
申し上げます。 （がん診療連携室長　鈴木　貴夫）

地域医療連携室　令和３年　抱負
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、地域医療連携室の運営に、ご理解とご協力を頂きまして、心よ
り御礼申し上げます。
　連携室は、看護師１名、社会福祉士１名、予約業務事務員２名新メンバー
となり、総勢17名のスタッフで、運営しております。入退院支援体制の充
実による地域医療機関との連携強化として、予約紹介患者を優先とした外来
診療体制への取り組みを実施してまいりました。お陰様で、FAXによる紹介
予約の患者数は増加傾向にあります。
　登録医の先生方との顔の見える連携をめざして、「夕涼の会」を企画しまし
たが残念ながら中止となり、新スタイルの「秋灯の会」を行いました。新生
活様式に、時代に合った繋がりを大事にし、スタッフ一丸となっていきたい
と思います。
　本年も、地域社会や地域医療機関と強いネットワークを築き、患者さんが
安心して日常生活をおくれるよう引き続きサポートしていきたいと考えてお
ります。
　新春を迎え、心新たに、なお一層力を尽くして参りますので、ご支援、ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。

（地域医療連携室長　高橋　広喜／地域医療連携係長　佐藤　秀子）

地域医療連携室　令和３年　抱負
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、地域医療連携室の運営に、ご理解とご協力を頂きまして、心よ
り御礼申し上げます。
　連携室は、看護師１名、社会福祉士１名、予約業務事務員２名新メンバー
となり、総勢17名のスタッフで、運営しております。入退院支援体制の充
実による地域医療機関との連携強化として、予約紹介患者を優先とした外来
診療体制への取り組みを実施してまいりました。お陰様で、FAXによる紹介
予約の患者数は増加傾向にあります。
　登録医の先生方との顔の見える連携をめざして、「夕涼の会」を企画しまし
たが残念ながら中止となり、新スタイルの「秋灯の会」を行いました。新生
活様式に、時代に合った繋がりを大事にし、スタッフ一丸となっていきたい
と思います。
　本年も、地域社会や地域医療機関と強いネットワークを築き、患者さんが
安心して日常生活をおくれるよう引き続きサポートしていきたいと考えてお
ります。
　新春を迎え、心新たに、なお一層力を尽くして参りますので、ご支援、ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。

（地域医療連携室長　高橋　広喜／地域医療連携係長　佐藤　秀子）

目前のことを着実に一歩一歩進めて行きます
　新年あけましておめでとうございます。
　平素より臨床工学室の活動、各種医療機器をはじめとする運用に、ご
理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。
　昨年は、臨床工学室が色々な意味で拡大するという抱負を掲げ活動し
てまいりました。先ずは１名仲間が増えました。そして特定集中治療加
算上位基準取得のため、院内常駐体制にて対応を開始しました。更に高
気圧酸素治療装置が新たに導入され活動の場も増えました。また、トラ
ブルなく安全に治療することで業務として確立することができました。
今後も拡大するよう努めてまいりたいと思います。
　今年の干支、丑年には、先を急がず目前のことを着実に進めることが
将来の成功につながっていくと言われているそうです。コロナ禍であり、
先の状況も見通せない状況の中において我々、臨床工学室一同、目前の
ことを着実に進めていきたいと考えております。本年もどうぞご理解ご
協力を宜しく申し上げます。

（臨床工学技士長　畠山　　伸）

目前のことを着実に一歩一歩進めて行きます
　新年あけましておめでとうございます。
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ブルなく安全に治療することで業務として確立することができました。
今後も拡大するよう努めてまいりたいと思います。
　今年の干支、丑年には、先を急がず目前のことを着実に進めることが
将来の成功につながっていくと言われているそうです。コロナ禍であり、
先の状況も見通せない状況の中において我々、臨床工学室一同、目前の
ことを着実に進めていきたいと考えております。本年もどうぞご理解ご
協力を宜しく申し上げます。

（臨床工学技士長　畠山　　伸）
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状況に負けず、研究活動を
　日頃からウイルスセンターの業務にご協力頂きましてありがとうござ
います。当センターでは各種ウイルス迅速診断の他、院内・院外を問わ
ずウイルス分離依頼を受け付けており、企業から依頼されるウイルス関
連の治験も実施しています。また、教育活動についても積極的に行って
おり、院内・院外を問わずさまざまな職種・国籍の方が勉強にいらっしゃ
います。
　私たちはウイルスに関する検査業務以外に、研究活動も積極的に行っ
ています。メンバーそれぞれが独自の興味を持って研究に取り組み、論
文発表・学会発表をしています。新型コロナウイルス流行下であり、ウ
イルスセンターも院内から提出される検体を数多く受け入れている状況
ではありますが、研究意欲はむしろ高まっています。職員の皆様もこの
状況に負けずに研究活動に挑戦してみて下さい。ウイルスセンターでは
やる気のある方を喜んでお手伝いさせていただきます。

（臨床検査技師　大宮　　卓）

状況に負けず、研究活動を
　日頃からウイルスセンターの業務にご協力頂きましてありがとうござ
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ています。メンバーそれぞれが独自の興味を持って研究に取り組み、論
文発表・学会発表をしています。新型コロナウイルス流行下であり、ウ
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状況に負けずに研究活動に挑戦してみて下さい。ウイルスセンターでは
やる気のある方を喜んでお手伝いさせていただきます。

（臨床検査技師　大宮　　卓）
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医療安全の取り組み
　新年あけましておめでとうございます。
　医療安全管理室では、昨年５月に外科 島村弘宗先生から消化器内科 
岩渕正広先生へ室長が交代となりました。また、各部署のリスクマネー
ジャーは６名が新規のメンバーです。メンバーが複数名交代しておりま
すが、チームでの活動を大切に医療安全活動に取り組んでおります。
　昨年は、計6回医療安全対策マニュアルの改訂を行いました。また広
報誌としてGood Jobレポートの発行（月1回）や、イエローカードク
リップ（不定期）の発行を行っており、医療安全に関する情報発信に努め
ております。皆様、ご活用いただけているでしょうか？
　今年もGood Jobレポートの選出を継続していきます。職員の皆様の
よい発見・気づきを活かして、より質の高い医療安全活動を行っていき
たいと思っております。
　本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

（医療安全管理係長　船田　枝美）

医療安全の取り組み
　新年あけましておめでとうございます。
　医療安全管理室では、昨年５月に外科 島村弘宗先生から消化器内科 
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よい発見・気づきを活かして、より質の高い医療安全活動を行っていき
たいと思っております。
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（医療安全管理係長　船田　枝美）

今年もよろしくお願いいたします
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は情報管理室の運営に関して様々な部署の皆様からご協力をいた
だき誠にありがとうございました。新病院に移転して２年目、病院業務
が停止するような致命的な大きなトラブルは幸い発生せず１年間を過ご
せたこと感謝申し上げます。また多少の障害が発生し一部で混乱が起きた
こと心からお詫び申し上げます。
　電子カルテ・部門システム等に関しては情報システム委員会の委員の
皆様から改修すべき優先課題をピックアップしていただき利用しやすさ
は目に見える形で改善されたと考えます。また以前から要望はあるがや
や解決が困難な継続的課題に関しては出来るだけ早く、かつ新たなトラ
ブルが発生しないように細心の注意を払って実現していく予定です。ま
たカルテ入力・監査・紙カルテの廃棄等に関しては皆様の日々の協力な
しでは進みません。情報管理室職員で出来る限りの努力をしてまいりま
すので本年もよろしくお願いいたします。
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2020年も「医療の質向上」に邁進していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はCOVID19の対応の中、「医療の質」改善活動にご協力頂きあり
がとうございます。
　２月にはISO9001の第４回の更新審査がありました。大きな指摘事
項もなく受審部門におかれましてはご協力頂きありがとうございました。
TQM推進室では①目標管理　②継続的改善　③研修支援　④文書管理の
４つの柱で活動しています。文書管理システム導入から２年目を迎えました
が「文太郎」も皆さまに親しんで頂き嬉しく思っております。昨年の研修は感
染防止を考慮し、eラーニングや映像ライブラリ視聴が中心になりました。
　これからも新しいスタイルを取り入れつつ、安全・安心な医療の提供
といった普遍的な課題には着実に取り組んでくことが大切になります。
総合品質管理推進部として医療安全管理室、感染対策室と協力し「医療
の質向上」に邁進していきたいと思います。今年もTQM推進室へのご協
力をどうぞ宜しくお願いいたします。

（TQM推進室係長　工藤　麻子）
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安心・安定の治験継続を！
　昨年４月付の人事異動でCRCに小松由佳看護師が産休・育休から復帰と
なりました。当院の治験管理室では前身の受託研究管理室時代も含め、産
休・育休を経て復帰されたスタッフは初となります。治験関連業務は年々複
雑化しており、人材育成には時間を要することから、経験あるスタッフが
戻ってきてくれたことは大変喜ばしいことです。
　昨年度は新型コロナウイルス（COVID-19）の影響から、突然の治験中断
や治験依頼者等に代わり行う業務が増え、例年とは違う慌ただしさのある1
年となりました。しかしながら、他院では治験の継続が困難になっている施
設もあるという話も聞こえてくる中、幸い当院においては、病院全体の理解
もあり、円滑に治験の継続ができていると感じております。
　また、COVID-19に関連する研究の支援も行い、現在も継続中です。こ
のCOVID-19の影響はいつまで続くのか不透明であり、治験において、
種々の新しいプロセスが求められてきております。国立病院機構および当院
の目標である臨床研究の活性化、治験の推進には引き続き病院全体で取り組
む必要があります。
　本年もどうぞご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

（治験主任　矢田　充男）
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医療安全の取り組み
　新年あけましておめでとうございます。
　医療安全管理室では、昨年５月に外科 島村弘宗先生から消化器内科 
岩渕正広先生へ室長が交代となりました。また、各部署のリスクマネー
ジャーは６名が新規のメンバーです。メンバーが複数名交代しておりま
すが、チームでの活動を大切に医療安全活動に取り組んでおります。
　昨年は、計6回医療安全対策マニュアルの改訂を行いました。また広
報誌としてGood Jobレポートの発行（月1回）や、イエローカードク
リップ（不定期）の発行を行っており、医療安全に関する情報発信に努め
ております。皆様、ご活用いただけているでしょうか？
　今年もGood Jobレポートの選出を継続していきます。職員の皆様の
よい発見・気づきを活かして、より質の高い医療安全活動を行っていき
たいと思っております。
　本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

（医療安全管理係長　船田　枝美）
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看護職の養成を教職員一丸となって取り組んでまいります
　昨年は、新型コロナ禍の中で新年を迎えることとなりました。医療現
場で日々対応されている皆様には心より感謝申し上げます。
　さて、昨年は看護助産学校においても緊急事態宣言による臨時休校、
臨地実習の中止、学校行事の縮小等新型コロナ感染症対策に追われる年
となりました。感染防止対策をとりながら学生の学修を保障するために
教育環境や教育方法の検討など迅速で柔軟な対応が求められました。新
型コロナウイルス感染症の拡大・まん延の長期化の中で引き続き「新し
い生活様式」による教育環境の整備と学生の支援等に取り組み、国立病
院機構及び社会へ貢献できる看護職の養成を目標に日々の教育活動を教
職員一丸となって取り組んでまいります。本年もご指導ご協力をどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

（副学校長　菅原　幸子）
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院機構及び社会へ貢献できる看護職の養成を目標に日々の教育活動を教
職員一丸となって取り組んでまいります。本年もご指導ご協力をどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

（副学校長　菅原　幸子）

日本の医療を支える人材育成のために！
　新年あけましておめでとうございます。
　新たな研修医を迎え入れ、８か月が過ぎました。COVID-19の影響で一部制
限される中でスタートした初期研修ですが、研修医は医療を担う一員として生活
態度を律し、患者さんが安心して医療を受けられるよう努めてくれました。
　精鋭の研修医たちですので、進取果敢に研修に取り組み、指導医の熱い指導の
下、例年以上に成長してくれているように思います。
　研修医には、患者－医師関係、医療チームの構成員としての役割、日々の診療
の中での問題解決能力、安全管理、症例提示を通じて臨床能力の向上など、初期
研修医としての行動目標が定められています。
　新たな年を迎え、１年目研修医は２年目の先輩医師になるために、２年目研修
医は、医療チームのリーダーとして独り立ちするために、各自これから達成すべ
き目標をかかげ、より高いレベルの臨床対応能力を身に着けていく必要があります。
　昨年の研修医採用試験（マッチング）では、全国トップクラスの人気病院とな
りました。臨床研修部としても、研修医がさらに成長できるよう、様々な活動を
実施していきます。
　新しい飛躍の年になることを心からお祈り申し上げます。

（臨床研修部長　鈴木　靖士）
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附属看護助産学校附属看護助産学校附属看護助産学校附属看護助産学校

より安全な医療の提供と質の高い感染管理を目指して行きます
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年も皆様のご理解とご協力により、各部署において感染対策の実践に取
り組んで頂き、深く感謝申し上げます。未だ新型コロナウイルス感染症の流
行により世の中全体での対応を余儀なくされている所ですが、当院での体制
も新型コロナウイルス感染症対策本部のもと皆様のご協力を頂いて、だいぶ
整ってきている状況にあります。
　感染対策部門では、「針刺し/切創、血液/体液曝露対策の徹底により発生
を防止する」ことを重点目標として活動しております。院内感染対策は、患
者さんやその家族を守るばかりでなく、医療従事者の安全を確保することが
重要になります。最も基本となる標準予防策を徹底することで、日常におけ
る臨床現場での感染対策の質の維持・向上ができるものと考えております。
また、看護部ICTリンクナースが中心となり、感染管理ベストプラクティス
を用い、標準予防策の徹底に向け活動しているところです。
　このようなご時世ですが、正しい知識と生活の工夫で感染症を乗り切って
参りましょう。本年も、より安全な医療の提供と質の高い感染管理を目指し
取り組んで参りたいと思いますので、引き続きご協力の程、よろしくお願い
申し上げます。 （感染対策係長　石栗　広志）
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申し上げます。 （感染対策係長　石栗　広志）

ディズニーランド作戦
　患者さんが綺麗な病院に来やすいように、職員の皆さんが働きやすい
ように、病院の周辺、院内の環境を春夏秋冬、日々整備をしております。
昨年はコロナ感染防止の一つとして、午前、午後と消毒作業も微力なが
ら取り入れています。また、会議や講演会、研修会の準備、荷物運びな
どを職員の皆さんの負担をなくすよう行っております。ご用命がありま
したら気軽にお知らせください。
　我々クリーン隊としては、ゴミの落ちていないディズニーランドのよ
うにするのが目標です。ワンチームで昨年以上に環境整備に取り組んで
行きたいと思います。

（庶務係　伊藤　芳行）
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佐久間 教之 S36年
診療放射線技師長

いつの間にか年男
　新年あけましておめでとうございます。
　原稿の依頼が来て年男となったことにようやく気付きまし
た。1984年に国立仙台病院に入職してから仙台病院では25年
間勤務しました。放射線科の引っ越しも、２度経験し日々の流
れを実感しています。今年は、COVID-19の感染状況がどうな
るか先が見えませんが、高い意識をもって業務に望んでいきた
いと思います。皆様もどうぞお体に気を付けていただき、良い
１年になるようにお互い頑張りましょう。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

三浦 麻衣 S60年
心理療法士心理療法士

身近な人に恩返しできる人間になりたい
　新年あけましておめでとうございます。
　時は令和３年、気づけば年女です。当院では平成28年から
お世話になっています。心理療法士は一人職場ということも多
いのですが、当院では他職種の方にも多くのご理解をいただ
き、また心理療法士の先生にも勉強させていただき、つつがな
く仕事をできております。仕事を始めてからこれまで、公私と
もに本当に人に恵まれてきたと思います。これからは、私もそ
の恩を返せるようにより一層頑張っていきたいと思います。

松浦 類 S48年
産婦人科医師

いいメンバーに恵まれて
　明けましておめでとうございます。研修医の１年間、大学院を卒業して
からの２年間、そして出産後2011年から医療センターで勤務させていた
だいております。その間いろいろなこともありましたが、上司や同僚、そ
してよきスタッフに恵まれ楽しく仕事させていただいております。子育て
しながらもこうして仕事を続けていられることに日々感謝しております。
　双子の娘達も小学校４年生になりました。１年前からギリシャリクガメ
の「千亀ちゃん」も家族の仲間入りをしました。休日は家族で千亀ちゃん
と遊んでいます。かわいいので家族の人気者です。
　医療は一人一人が力をだしあうものだと実感しております。チームの一
員として力になれるよう今年も頑張りたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

鈴木 なつみ S60年
診療看護師（副看護師長）診療看護師（副看護師長）

Happy 牛 year !!
　気づけば仙台医療センターで２度目の年女を迎えてしまいました。12年前は私も
まだ可愛い（？）３年目の看護師だったのに、気づけばあっという間の12年。東日本
大震災、東京での大学院生活、診療看護師としての活動…一言で言うと看護師として
「学び」の12年でした。これからはこの学びをより多くの人に伝へ、多くの患者さん
に還元できるといいなと思っております。昨年はコロナコロナの１年でしたが、気持
ちを切り替え“呑牛之気”の心意気で、新年のスタートを切りたいと思います。皆様
今年もご指導の程よろしくお願い致します！

秋田谷 早記 S60年
中央手術室看護師

初心忘れるべからず
　新年明けましておめでとうございます。
　仙台医療センターに勤めて13年となり、今年が年女である
ことに「時が経つのは早いな」と実感したところです。働いて
いく中で、様々な経験をして、成長したところもあれば、まだ
まだ未熟なところもあると感じています。新人のサポートをし
た時には質問をされることで逆に考えさせられ、初心忘れるべ
からずだと思いました。
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり大好きな韓国旅行や
遠方の友達にも気軽に会うことも出来ませんでした。今年は健
康第一でありつつも、プライベートも充実した日々を過ごして
いきたいです。昨年よりももっと気分が明るくなることを願い
ます。

大堀 紅瑠実 H9年
救命救急センター看護師救命救急センター看護師

日々精進して参ります
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年４月に入職し、１年目看護師として救命救急センターで
勤務しています。救命救急センターに入院される患者さんの多
くは、私達と同じように日常生活を送っている中、突然の発症
で入院となります。本人もご家族も驚き、混乱されることが多
く、患者さんとご家族の不安ははかり知れないものだと思いま
す。そのような患者さん・ご家族と接している中で日々のかか
わりの大切さを感じております。
　救命救急センターの１年目看護師は、お互いに情報交換し、
おしゃべりをして楽しく過ごしています。今後も頼れる先輩
方、何でも話せる仲間と共により広く、深く疾患・処置・医療
機器の知識を深め様々な急性期の患者さんの看護を実践できる
よう日々精進して参りたいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

千葉 雄陽 H9年
理学療法士

飛躍の年に！
　新年明けましておめでとうございます。
　2019年４月に入職し、今年で３年目を迎えます。昨年は新
型コロナウイルスの影響により息苦しい生活を余儀なくされま
したが、その中で私は先輩のサポートにより臨床研究を始める
ことができました。今年は２つの学会発表を控えており、理学
療法士として飛躍の年になるよう努めていきたいです。また、
趣味であるフットサル活動や音楽教室（ピアノなど）への参加
も復活できればと願うばかりです。
　今年もどうぞよろしくお願い致します。

松岡 凌汰 H9年
算定・病歴係

仕事にプライベートに充実した１年になるよう励みます！
　新年あけましておめでとうございます。
　私は４月に入職し、医事室での勤務が始まりました。
　今年は、コロナで制限や自粛が続き人と接する機会が少なく
不安な１年目のスタートとなりましたが、関わりが少なかった
からこそ人との繋がりや連携が病院運営にとって大事なことな
のだと学びました。
　イレギュラーなことばかりの年でしたが周りの先輩方に支え
られ今は、不安はなく自信をもって務めることができていま
す。経験できないことが沢山ありましたが、今年は仕事とプラ
イベートが充実できる年になると願い、2021年も励んでまい
ります。
　今年もよろしくお願いいたします。

いと思いますのでよろしくお願い ます。

丑年に思う丑年に思う丑年に思う
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「学び」の12年でした。これからはこの学びをより多くの人に伝へ、多くの患者さん
に還元できるといいなと思っております。昨年はコロナコロナの１年でしたが、気持
ちを切り替え“呑牛之気”の心意気で、新年のスタートを切りたいと思います。皆様
今年もご指導の程よろしくお願い致します！

秋田谷 早記 S60年
中央手術室看護師

初心忘れるべからず
　新年明けましておめでとうございます。
　仙台医療センターに勤めて13年となり、今年が年女である
ことに「時が経つのは早いな」と実感したところです。働いて
いく中で、様々な経験をして、成長したところもあれば、まだ
まだ未熟なところもあると感じています。新人のサポートをし
た時には質問をされることで逆に考えさせられ、初心忘れるべ
からずだと思いました。
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり大好きな韓国旅行や
遠方の友達にも気軽に会うことも出来ませんでした。今年は健
康第一でありつつも、プライベートも充実した日々を過ごして
いきたいです。昨年よりももっと気分が明るくなることを願い
ます。

大堀 紅瑠実 H9年
救命救急センター看護師救命救急センター看護師

日々精進して参ります
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年４月に入職し、１年目看護師として救命救急センターで
勤務しています。救命救急センターに入院される患者さんの多
くは、私達と同じように日常生活を送っている中、突然の発症
で入院となります。本人もご家族も驚き、混乱されることが多
く、患者さんとご家族の不安ははかり知れないものだと思いま
す。そのような患者さん・ご家族と接している中で日々のかか
わりの大切さを感じております。
　救命救急センターの１年目看護師は、お互いに情報交換し、
おしゃべりをして楽しく過ごしています。今後も頼れる先輩
方、何でも話せる仲間と共により広く、深く疾患・処置・医療
機器の知識を深め様々な急性期の患者さんの看護を実践できる
よう日々精進して参りたいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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　今年もどうぞよろしくお願い致します。

松岡 凌汰 H9年
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いと思いますのでよろしくお願い ます。

丑年に思う丑年に思う丑年に思う
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　令和2年12月10日（木）に今年も「クリスマ
スイルミネーション」が点灯されました。今年度
は新型コロナ感染の影響もあり、東玄関前を中心
に飾られ、点灯式を行わないで17時に静かに点
灯されました。イルミネーションは令和2年12
月31日まで17時から20時まで点灯されまし
た。藤田事務部長は「コロナ感染の影響で、病院、
医療職の皆さんには毎日が重苦しい日々でした
が、チョットした癒しになってくれたら嬉しい限
りです」と話していました。

（文責　広報企画委員）

　令和２年11月17日(火)から26日(木)まで、
今年度２回目となる全職員を対象とした定期健康
診断が行われました。
　各部署、担当の方々のご協力により何事もなく
実施できました。今年度も受診率100％とはい
きませんでしたが、高い受診率となりました。
　無理をなさらず日頃から健康に努めて、ご自分
のために、家族のために2021年も頑張りましょう！

（文責　職員係長　武藤　桂太）

　今年は令和2年9月26日(土)の13時～ 15時
に今年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
のリスクを回避するためにオンライン開催のみで
開催されました。本講座がCOVID-19の国内感
染が始まって以来、当院での初の生中継（ライブ）
での開催でユーチューブ（YouTube：インター
ネットの動画配信サイト）を利用しました。
　開会は上之原院長の挨拶に始まり約2時間で、
鈴木貴夫腫瘍内科医長の「原発不明がんの診断と
治療」。奈良崎覚太郎放射線医師が「がん治療での
放射線治療の役割」。後藤 哲歯科口腔外科医長の

「口の管理はなぜ大事なの？」の３講演を行いまし
た。最後に鵜飼副院長の閉会の挨拶で終了しまし
た。ネットでの聴講者の皆さんにはメール登録を
していただきアンケート調査をしていただいてい
ます。その結果を真摯に受け止めてまた来年の講
演会が質の高い意義のある内容になるよう十分に
吟味していきたいと考えています。

（文責　がん診療連携室長・鈴木　貴夫）

市 健 ク令和2年度
がん市民医学講座

職員健康診断 クリスマス
イルミネーション

クリスマスイルミネーション受診率100％を目指して！

初の生中継（ライブ）での開催

雪だるまレントゲン検査

眼科検診 東側正面後藤哲 歯科口腔外科医長

聴力検査 輝くツリー奈良崎覚太朗 放射線科医師

採血検査 東側正面鈴木貴夫 腫瘍内科医長

江面臨床研究部長篠崎副院長上之原院長鵜飼副院長新倉統括診療部長藤田事務部長 髙橋看護部長12
December 管理診療会議報告

令和２年
12月10日

開 催

○経営ヒアリングの実施について
12月16日から1月22日の日程で経営ヒアリン
グを実施いたします。
○情報セキュリティ研修の受講のお願いについて
国立病院機構の情報セキュリティ対策規程におい
て、職務従事者に対して、情報セキュリティ関係
規程に係る教育を適切に受講させることが定めら
れています。電子カルテのE-ラーニングを利用し
全職員を対象として研修を実施いたします。受講
期間は3月10日までとなります。

２．江面臨床研究部長
○臨床研究部からの連絡事項について
・臨床実績活動の合計点については、カテゴリー
別の点数が公表されたためお知らせいたします。　
・臨床研究優秀論文賞の募集について、2020年
に投稿された論文が対象となります。提出期限は
令和３年1月15日となります。
○ご意見・ご要望に対する対応状況について
11月のご意見・ご要望の投書件数は18件です。
11月の投書の内容は資料のとおりとなりますの
で参照ください。

３．看護部長
○教育用動画及び写真撮影について
新型コロナウイルス感染症の防止のために、看護
学生の実習をしばらく見合わせております。当院
の附属看護学校の学生も実習ができておりません。
来年4月採用の看護師も実習を経験せずに入職し
てくることになります。学生の学習を支援する目
的で、日常行われている診療の動画・写真撮影、
患者さんのインタビューを行うことを計画してい
ます。また、新採用者用の採用前テキストを利用
して、採用時にできるだけ早く慣れて頂くよう支
援していく予定です。

４．藤田事務部長
○国立病院機構職員の倫理について
国立病院機構の倫理監督官である理事長から通知
がありましたので、お知らせいたします。
医療人としての倫理を守って頂きたいこと、利害
関係者からの依頼に応じた報酬の受け取りは手続
きを行うこと、職員一人ひとりがコンプライアン
スに関する意識を高めていただくよう、通知内容
の確認をお願いします。
また、個人情報の漏洩については、以前からお願
いをしているところですが、感染症患者の閲覧等
も含め患者情報の取扱いには注意して頂くようお
願いいたします。
○年末年始における綱紀の厳正な保持について
年末年始における綱紀の厳正な保持について、飲
酒の機会も増えることから交通法規の遵守の徹底
をお願いいたします。処分事案もありますので、
参照ください。
今年の仕事納めは院長の巡視に代えさせて頂きま
す。年始については、1月4日16時から行いま
す。例年新年会と併せて行っておりました功労者
表彰式については、1月26日15時30分より実
施予定です。
○クリスマスイルミネーションについて
　12月10日(木)17時から東玄関前を中心に行
います。西玄関前はJRの入口付近に飾り付けし
ています。期間は12月31日まで17時から20
時まで点灯いたします。

５　佐藤経営企画室長
○月次決算及び評価における討議事項について
○患者数・診療点数等について

（文責　庶務班長　小山　綾子）

地
域
医
療
連
携
室
だ
よ
り

　地域医療連携室では、退院に向けての支援や医療・福祉に関
するご相談をお受けすると共に「がん相談支援センター」として
の役割も果たしています。
　「がん相談支援センター」は、全国のがん診療拠点病院などに
設置されている「がんの相談窓口」であり、全国に447ヶ所、
宮城県内には20ヶ所あります。当院の相談支援センターでは、
看護師とソーシャルワーカーが患者さんやご家族、地域の皆様
からのがんに関する様々な相談をお受けしています。
　例えば、「がんの医療費は高いと聞いており心配」「がん告知
を受けて頭が真っ白。とにかく話を聞いて欲しい」「セカンドオ
ピニオンについて知りたい」「医師から説明を受けたが難しかっ
た」など、不安に思っていること、疑問に思っていることなどに
ついて、お話をお伺いいたします。
　当院ご利用の有無を問わず、様々な方からのがんに関するあ
らゆる相談に応じておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

（地域医療連携室　小倉）

≪受付時間≫
8時30分～17時15分　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

　◇上之原院長挨拶◇
○新型コロナウイルス感染症従事者慰労金について
新型コロナウイルスの従事者慰労金の準備を進め
ておりましたが、12月24日に支払いできること
になりましたのでお知らせします。
○新型コロナウイルス感染拡大防止について
年末年始を控え、外出する頻度も増えると思いま
すが、感染拡大防止のため基本的な対策である
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」
の徹底を継続するようお願いいたします。
○仕事納め等について
12月28日の仕事納めは例年のように大講堂に集
まらず、各職場を私が訪問することに代えさせて
いただきますのでよろしくお願いします。
これから年末年始を迎えますが、通常の診療を維
持しながら新型コロナウイルス感染症の対応をし
ていくことになります。ご協力の程よろしくお願
いいたします。

　◇議　題（各議題とも口頭により説明）◇
１．鵜飼副院長
○新型コロナウイルス対策本部からの報告について
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、東
玄関前のトリアージを強化し疑い患者は入館前に
PCR検査が行われるように体制を準備していま
す。
運用には医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務
など病院全体の協力が不可欠です。どうぞよろし
くお願いいたします。
年末年始に向けて帰省や旅行など外出するケース
が増えてくると思います。職員の皆さんにおかれ
ましては、これまでどおり大人数での飲食など控
えていただきますようお願いします。特に流行地
域に行かれる方はご注意いただくと共に、引き続
き健康管理・行動歴の記録をお願いします。
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も含め患者情報の取扱いには注意して頂くようお
願いいたします。
○年末年始における綱紀の厳正な保持について
年末年始における綱紀の厳正な保持について、飲
酒の機会も増えることから交通法規の遵守の徹底
をお願いいたします。処分事案もありますので、
参照ください。
今年の仕事納めは院長の巡視に代えさせて頂きま
す。年始については、1月4日16時から行いま
す。例年新年会と併せて行っておりました功労者
表彰式については、1月26日15時30分より実
施予定です。
○クリスマスイルミネーションについて
　12月10日(木)17時から東玄関前を中心に行
います。西玄関前はJRの入口付近に飾り付けし
ています。期間は12月31日まで17時から20
時まで点灯いたします。

５　佐藤経営企画室長
○月次決算及び評価における討議事項について
○患者数・診療点数等について

（文責　庶務班長　小山　綾子）

地
域
医
療
連
携
室
だ
よ
り

　地域医療連携室では、退院に向けての支援や医療・福祉に関
するご相談をお受けすると共に「がん相談支援センター」として
の役割も果たしています。
　「がん相談支援センター」は、全国のがん診療拠点病院などに
設置されている「がんの相談窓口」であり、全国に447ヶ所、
宮城県内には20ヶ所あります。当院の相談支援センターでは、
看護師とソーシャルワーカーが患者さんやご家族、地域の皆様
からのがんに関する様々な相談をお受けしています。
　例えば、「がんの医療費は高いと聞いており心配」「がん告知
を受けて頭が真っ白。とにかく話を聞いて欲しい」「セカンドオ
ピニオンについて知りたい」「医師から説明を受けたが難しかっ
た」など、不安に思っていること、疑問に思っていることなどに
ついて、お話をお伺いいたします。
　当院ご利用の有無を問わず、様々な方からのがんに関するあ
らゆる相談に応じておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

（地域医療連携室　小倉）

≪受付時間≫
8時30分～17時15分　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

　◇上之原院長挨拶◇
○新型コロナウイルス感染症従事者慰労金について
新型コロナウイルスの従事者慰労金の準備を進め
ておりましたが、12月24日に支払いできること
になりましたのでお知らせします。
○新型コロナウイルス感染拡大防止について
年末年始を控え、外出する頻度も増えると思いま
すが、感染拡大防止のため基本的な対策である
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」
の徹底を継続するようお願いいたします。
○仕事納め等について
12月28日の仕事納めは例年のように大講堂に集
まらず、各職場を私が訪問することに代えさせて
いただきますのでよろしくお願いします。
これから年末年始を迎えますが、通常の診療を維
持しながら新型コロナウイルス感染症の対応をし
ていくことになります。ご協力の程よろしくお願
いいたします。

　◇議　題（各議題とも口頭により説明）◇
１．鵜飼副院長
○新型コロナウイルス対策本部からの報告について
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、東
玄関前のトリアージを強化し疑い患者は入館前に
PCR検査が行われるように体制を準備していま
す。
運用には医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務
など病院全体の協力が不可欠です。どうぞよろし
くお願いいたします。
年末年始に向けて帰省や旅行など外出するケース
が増えてくると思います。職員の皆さんにおかれ
ましては、これまでどおり大人数での飲食など控
えていただきますようお願いします。特に流行地
域に行かれる方はご注意いただくと共に、引き続
き健康管理・行動歴の記録をお願いします。
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NEXT

職員の輪病理検査室

我が家の
アイ
 ドル
【アイドルNo92】山田家

私の
ペット

自慢・趣味
宝物・夢

【ペット】ミドリガメ

職員の皆さんの「お子さん、お孫さん」「ペット・自慢・趣味・宝物・夢」を紹介しています。写真と簡単なコメントを添えて広報委員伊藤（内線2100）までご連絡ください。

　救命救急センター副看護師長の中村さんからご紹介いただきま
した救急科専攻医の大井です。 
　中村さんには救命救急センター・ドクターヘリ業務でお世話に
なっています。至らない点を上手にサポートしていただける頼り
になる方です。 
　私は旅行が好きで年に一度は必ず海外旅行をしているのですが

（昨年はポーランドに行きました）、今年はコロナウイルスの影響
で旅行ができない状況が続いております。代わりの趣味として最
近料理にはまっています。Youtubeにあるレシピの動画を参考
にしながら作ることが多いです（日高良美シェフの動画をよく参
考にします）。
　今後も仕事に励んでいきたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

　１歳９ヶ月の莉子です。
　絵本が大好きで毎日読んでほしい絵本をせっせと運んで
きます。
　最近はおばけが好きなようで「おばけだじょ～」と言いな
がら、おばけの真似をするようになりました。
　笑顔いっぱいな心優しい子に成長してくれますように。

（小児科外来　山田　朋子）

　昨年の人員不足のなか「病理検
査がしたい！」と11月に現れ
た救世主、立花 誠康（ノブヤ
ス）さんです。日々逞しく
病理業務の幅を広げてお
り、今後の成長が期待さ
れます。まだまだ未熟

ではありますが、よろしくお願いします！

◆イチ押しさん◆

わ

職場訪問リレー

　中央採血室からバトンを受け取りました病理検査室です。
　病理検査室は技師6名の部門で、組織検査・細胞検査・剖検を主な業務とし
ています。
　4月に新主任を迎えましたが、10月にエース技師が退職となり、昨年度の前
半以上に人員の手薄な状態となります。最善の検査を提供するためにも皆様の
ご協力が必須です・・！ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い致
します。
　次号は企画課契約係へバトンタッチです。

おじゃましまーす
病理検査室から病理検査室へ

消化器内科医師の
小泉　　薫 さん
紹介理由：研修医時代からの

付き合いですが、非常に優
秀で物腰柔らかな先生で
す。日本酒が好きで最近おすすめの銘柄等を
教えていただけることを期待してご紹介さ
せていただきます。

【救急科専攻医】大井　康平

　我が家には体長25㎝まで成長したカメがいます。娘が
小学校入学前に祭の屋台で買った小さいミドリガメ（正式
にはミシシッピアカミミガメという）が20年近くの間にこ
こまで大きくなりました。「亀は万年」といいますが、まだ
まだ長生きするのでしょうか…？

（総合外科部長　島村　弘宗）

2011年１月１日10
年前の出来事

2011年卯年のスタート
　10年前当時の管理診療会議のメンバーです。当

時は和田院長（現名誉院長）でした。
　懐かしい顔ぶれですね(*^-^*)

18



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

令和２年11月【一日平均患者数】

569.5
496.3
▲73.2

547.9
477.8
▲70.1

966.4
992.1

25.7

958.1
892.6
▲65.5

１月の主な行事１月の主な行事

編集後記

2021年
仙台医療センター

Vol.189

４日㈪

▲

仕事始め

14日㈭

▲

管理診療会議

19日㈫

▲

QCサークル活動予選会

26日㈫

▲

令和２年度功労者表彰式

◆発　　行／独立行政法人国立病院機構
　　　　　　仙台医療センター
◆発行責任者／統括診療部長　新倉　　仁
　◎〒983－8520　仙台市宮城野区宮城野２－11－12
　◎電話：022－293－1111　◎FAX：022－291－8114
　◎URL：https://nsmc.hosp.go.jp

人 事 異 動人 事 異 動

　新年あけましておめでとうと、気軽には言えない状況が続いて
います。ふさぎ込みがちな気分から抜けきれない中、明るい話題
であるはずの東京オリンピックの開催も賛否両論です。ウィルス
の変異も問題となっていますが、私たちも変異してこれまでより
もいい方向に変わったといえる小さな欠片を拾いながら前向きに
過ごしたいものです。
　明るい一年となることを祈念して。

（広報企画委員長　新倉　　仁）

　当院の屋上、ヘリポートから見事な日の出を見ることができます。空気が澄み切り、晴れていると太平洋

を見渡せ、水平線からゆっくりと太陽が顔を出してきます(#^.^#)

　昨年は新型コロナで悩まされた１年でしたが、今年は良い年になることを願います。

（文責　広報企画委員）

ヘリポートから見える日の出

12月31日付
辞 職 脳 神 経 外 科 医 長 遠　藤　英　徳 （広南病院へ）

〃 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師 菊　地　俊　晶 （スズキ耳鼻咽喉科へ）
〃 薬 剤 師 齋　藤　一　樹
〃 助 産 師 元　山　　　梢 （母子医療センター）
〃 看 護 師 佐々木　みやび （10階東病棟）
〃 看 護 師 小　島　真　紀 （10階東病棟）
〃 看 護 師 樋　口　　　峻 （救命救急センター）
〃 脳 神 経 外 科 専 攻 医 鈴　木　龍太郎 （東北大学病院へ）
〃 内 科 専 攻 医 菅　原　英　之 （登米市民病院へ）
〃 内 科 専 攻 医 児　玉　　　崇 （気仙沼市立病院へ）
〃 内 科 専 攻 医 坂　野　美紗子 （栗原中央病院へ）
〃 救 急 科 専 攻 医 駒　井　富　岳 （仙台立病院へ）
〃 臨 床 研 修 医 戒　能　　　明 （東北大学病院へ）

１月１日付
採 用 脳 神 経 外 科 医 長 斉　藤　敦　志 （広南病院より）

〃 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師 小笠原　真　理 （東北新生園より）
〃 脳 神 経 外 科 専 攻 医 水　野　敬　悟 （広南病院より）
〃 内 科 専 攻 医 関　野　晃　子 （登米市民病院より）
〃 内 科 専 攻 医 草　野　啓　介 （気仙沼市立病院より）

勤 務 配 置 換 助 産 師 阿　部　美　佳 （看護部→母セ）
〃 看 護 師 寺　門　麻　衣 （救セ→５東）
〃 助 産 師 髙　松　未　季 （母セ→看護部）
〃 看 護 師 平　井　さとみ （手術→看護部）
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患者の
権　利

・良質な医療を受ける権利　・人格を尊重される権利
・十分な説明を受ける権利　・自己決定の権利
・プライバシーが守られる権利

患者の
責　任

・情報を提供し医療に協力する責任
・迷惑行為を行わない責任
・規則を守る責任・医療費を支払う責任

受
付
時
間…

…
 

８
時
00
分
か
ら
11
時
ま
で
（
予
約
患
者
は
７
時
30
分
か
ら
、
新
患
は
10
時
30
分
ま
で
）

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

外
来
診
療
担
当
医
表

外
来
診
療
担
当
医
表

外
来
診
療
担
当
医
表

令
和
３
年
1
月
１
日
現
在

令
和
３
年
1
月
１
日
現
在

管
理
者
：
上
之
原
広
司

管
理
者
：
上
之
原
広
司

診療科 曜 日 月 火 水 木 金 備　　　　考
内分泌・
代謝内科

新 患 櫻井華奈子／佐藤　良太 在原　善英 ― 新妻さつき 櫻井華奈子 新患受診の際は紹介状をお持ちください。
再 来 在原　善英／櫻井華奈子 新妻さつき 櫻井華奈子／佐藤　良太 在原　善英 山村　　直／安藤　重輝 再来は完全予約制

腎 臓 内 科 中山　謙二 ― 中山　謙二 中山　謙二 ― 新患受診の際は紹介状をお持ちください。
総 合 診 療 科 鈴木　森香/中川　　孝 鈴木　森香/今村　淳治 鈴木　森香/中川　　孝 鈴木　森香／高橋　広喜 鈴木　森香/児玉　貴之 新患受診の際は紹介状をお持ちください（完全予約制）
膠 原 病 内 科 ― ― ― 高橋　裕一 ― 第２・４木曜日 13：00 ～　完全予約制　再来のみ

血 液
内 科

新 患 八田　俊介 和泉　　透 勝岡　優奈 交替制／猪股美津恵 齋藤　　慧 第１・3木曜日 　交替制  第２・４木曜日　猪股美津恵
再 来 勝岡　優奈 齋藤　　慧/目黒　邦昭 伊藤　俊広 和泉　　透 八田　俊介
特 殊 外 来 ― 移植後外来 ― ― ―

内 科 ⑤ 伊藤　俊広/今村　淳治 ― 今村　淳治 伊藤　俊広/今村　淳治 伊藤　俊広/今村　淳治 特殊外来
腫 瘍
内 科

新 患 交替制 交替制 交替制 交替制 交替制 新患は13：00 ～１枠
再 来 鈴木　貴夫 秋山　聖子 山田　英晴/鈴木　貴夫 鈴木　貴夫 秋山　聖子／鈴木　貴夫

緩 和 ケ ア 内 科
（ペインクリニック） ―

高橋　通規

―

高橋　通規

―

診療時間：新患（13:00 ～１枠）
　　　　　再来（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師又は専従看護師へ
※仙台医療センターには緩和ケアの病床はありません。
　緩和ケア入院目的の紹介はお受けしておりません。
※ペインクリニック外来は、原則として院内紹介のみ

（ペインクリニック）
田島　つかさ

（ペインクリニック）
田島　つかさ

精神科
新 患 菊池　　孝／齋藤実奈子

伊藤　裕香 齋藤実奈子／伊藤　裕香 岡崎　伸郎／三輪　真也 ― 岡崎　伸郎／三輪　真也
伊藤　裕香

新患診療開始　10：00 ～（月）、10：00 ～（金）
原則院内紹介のみ（月・金）
※院内紹介の枠に入らないときはご連絡ください。
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／伊藤　裕香 齋藤実奈子
小児センター 菊池　　孝/赤石　壽子 ― ― ― ― 完全予約制　月曜　午前　菊池　　孝　午後　赤石　壽子

脳神経
内 科

新 患 渡辺　源也 ― 鈴木　靖士 ― 突田　健一 新患受診の際は紹介状をお持ちください。
再 来 突田　健一 ― 渡辺　源也 ― 鈴木　靖士

呼吸器
内　 科

新 患 森　　一也 西巻　雄司 ― 菊地　　正 三橋　善哉
再 来 三木　　祐 三木　　祐 菊地　　正 三木　　祐 西巻　雄司 再来は予約制

海 外 旅 行 外 来 ― ― 三木　　祐／西巻　雄司 ― ― 水曜日午後　海外旅行外来　14時から15時まで

消化器
内 科

新 患 交替制 交替制 交替制 交替制 交替制
再 来 ① 交替制 荒　　誠之／髙橋　　靖 真野　　浩 岩渕　正広 田邊　暢一

救急患者以外は予約制再 来 ② 荒　　誠之 田邊　暢一 鵜飼　克明 木村　憲治 髙橋　　靖
再 来 ③ 岩渕　正広 岩渕　正広／杉村美華子 杉村美華子 真野　　浩 閑田　陽子

循環器
内 科

新 患 髙橋　佳美 篠崎　　毅 笠原信太郎 江口久美子 宮城　暢明
再 来 ― ― ― ― 篠崎　　毅 紹介及び救急患者以外は予約制

小児科

午 前 ① 久間木　悟 渡邊　庸平 大沼　良一 久間木　悟 酒井　秀行 ①は新患・予約外
午 前 ② 大沼　良一 ― ― ― （神経外来）大学

②､ ③は予約のみ
午 前 ③ （アレルギー）

渡邊　庸平 ― ― ― ―

午 後 ① （血液・免疫）
久間木　悟

（慢性疾患）
大沼　良一

（血液・免疫）
久間木　悟 1 ヶ月健診 （発達外来）

渡邉　浩司

午後の診察は全て予約制午 後 ② （発達外来）
千葉　洋夫

（アレルギー）
酒井　秀行

（内分泌）
上村　美季 1 ヶ月健診 （神経外来）

大学

午 後 ③ 宇根岡紗希 予防接種
14：00 ～ 15：00

（発達外来）
千葉　洋夫/渡邉　浩司

（アレルギー新患）
渡邊　庸平

（アレルギー）
渡邊　庸平

外 科
新 患 林　　洋毅 手島　　伸 兒玉　英謙 島村　弘宗 小山　　淳 木曜新患　9：30受付開始

再 来 小山　淳/大島 有希子 湯目　　玄 手島　伸／片桐　宗利
染谷　崇徳 林　　洋毅 島村　弘宗／遠藤　文庫

兒玉　英謙 第４or ５水曜　齋藤　俊博

乳腺外科 午 前 渡邉　隆紀 渡邉　隆紀 吉田　清香/木島　穣二 渡邉　隆紀 再建外来
月・火・木　新患担当渡邉隆紀
第1.3（水）新患担当 吉田 清香　第2.4（水）新患担当 木島 穣二
乳房再建外来（毎週金曜日・完全予約制）　第5（水）休診

午 後 渡邉　隆紀 渡邉　隆紀 ― 渡邉　隆紀 ―

整 形 外 科

小圷　知明 小川　真司 齊藤　秀雄
骨粗鬆症 ※1

小児股関節 ※2

小川　真司 大柳　　琢 新患受診の際は紹介状をお持ちください。
水曜日は完全予約制
※1 骨粗鬆症外来（水曜日午後　完全予約制）
※2 第3水曜 小児股関節（完全予約制）
　新患：14時～　再診：14時～・15時～

齊藤　秀雄 小圷　知明 千葉　知規 倉田　洸孝
大柳　　琢 千葉　知規 古山　和樹 安山　晃弘

― 装　具 ― ― 装　具

形 成 外 科 鳥谷部　荘八/
三浦　孝行/前山　俊史 ― 鳥谷部荘八/三浦　孝行

前山　俊史 ― 三浦　孝行/前山　俊史 完全予約制（急患依頼はご連絡ください）
先天異常・手外科は月・水　血管腫外来は月・金

脳神経
外 科

新 患 斉藤　敦志/江面　正幸 坂田　洋之／鈴木　晋介 井上　　敬／江面　正幸 江面　正幸／鈴木　晋介 江面　正幸／井上　　敬 新患受診の際は紹介状をお持ちください。

再 来 江面　正幸
井上　　敬／斉藤　敦志

上之原広司／鈴木　晋介
江面　正幸

上之原　広司
井上　　敬／斉藤　敦志

江面　正幸／鈴木　晋介
坂田　洋之

江面　正幸／井上　　敬
坂田　洋之

火曜　上之原　　  再診10時から
　　　鈴木（晋）　脊椎脊髄外来
水曜　斉藤　　　  完全予約制
木曜　鈴木（晋）　完全予約制
院内紹介の際はご連絡ください。

呼 吸 器 外 科 柴田　沙織／羽隅　　透 ― 小野寺　賢／羽隅　　透 ― 上田　和典／羽隅　　透
心 臓
血 管
外 科

新 患 ― ― ― 渡辺　　卓 ― 新患は木曜日のみ10:00 ～
毎週月・木曜日 10:00 ～
火曜日は藤原先生の再来のみ再 来 ― 藤原　英紀 ― 高橋　麻子／藤原　英記 ―

小 児 外 科 吉田　茂彦 ― 吉田　茂彦 ― 吉田　茂彦 診療開始　9：00 ～

皮膚科
新 患

飯澤　　理 吉田　紗彩 ― 飯澤　　理 吉田　紗彩 新患受診の際は紹介状をお持ちください。
院内紹介の際はご連絡ください。再 来

泌 尿
器 科

新 患 山田　智哉 齋藤　英郎/佐藤　　新 米谷　重俊 齋藤　英郎 / 米谷　重俊 佐藤　　新 新患受診の際は紹介状をお持ちください。

再 来 山田　智哉/吉川　和行 齋藤　英郎/米谷　重俊
山田　智哉 米谷　重俊 齋藤　英郎/山田　智哉

佐藤　　新 佐藤　　新

産 科 松浦　　類 明城　光三 明城  光三 石垣　展子 武山　陽一 月曜～金曜　14：00 ～産後２週間健診

婦人科
新 患 石垣　展子 新倉　　仁 交替制 新倉　　仁 石垣　展子 新患の場合は完全予約制になります。

急患の場合はご連絡ください。
(院内往診は月・火・木のみ)(院内紹介は月・火・木のみ)再 来 新倉　　仁/石垣　展子 田邉康次郎 石垣　展子 柏舘　直子 萩原　達也

眼 科
午 前 野呂　　充／土山　麻貴

藤岡　俊亮／岡部　　達
野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／岡部　　達

野呂　　充／岡部　　達
大学応援医師

野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／岡部　　達

野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／岡部　　達

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／土山　麻貴
藤岡　俊亮／高橋　成奈 ― 高橋　成奈 ― 野呂　　充／土山　麻貴

藤岡　俊亮／高橋　成奈 午後は完全予約制

耳 鼻 咽 喉 科・
頭 頸 部 外 科

交替制
舘田　　勝／菊地　俊晶 交替制

橋本　省/石田　英一/
菊地　俊晶/小笠原 真理

長谷川 抗世
舘田　勝/石田　英一/
小笠原真理/長谷川抗世 交替制 新患は原則地域連携室を通した紹介が必要です。

急患は随時連絡ください。

放射線科
（治療）

新 患 ― 奈良崎覚太朗／田坂　　俊 ― 奈良崎覚太朗／田坂　　俊 ― 火・木曜日の新患は完全予約制
再 来 奈良崎覚太朗 ― 奈良崎覚太朗 ― 田坂　　俊 水・金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・再来 （予約のみ） 後藤　　哲/大泉　丈史
長谷　昌尚/田代　和樹

後藤　　哲/大泉　丈史
長谷　昌尚/田代　和樹 （予約のみ） 後藤　哲/大泉　丈史

田代　和樹
新患は原則地域医療連携室を通じた紹介のみです。
院内紹介は火・水・金のみでご連絡ください。
月・木は予約患者のみ

特 殊 外 来 周術期口腔機能管理 周術期口腔機能管理 周術期口腔機能管理 周術期口腔機能管理 周術期口腔機能管理
補綴(小山　重人）

周術期口腔機能管理枠に空きがない場合はご連絡く
ださい。顎補綴は第１・３の金曜午後のみ

リハビリテーション科 ― 古澤　義人(1/5、1/19)
森　隆行(1/12、1/26） ― 森　隆行（1/7、1/14、

1/21、1/28） ― 入院患者のみ
交替制


