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あけましておめでとうございます。
　令和４年（壬寅みずのえとら）を迎えました。今年の干支の壬
寅は厳冬を越えて、芽吹き、新たな成長の礎となる年とされて
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。令
和元年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、高齢者施設でのクラスターの
発生も相まって急激な患者数増加が起こり、緊急事態宣言が出
されました。当院は感染症指定医療機関ではありませんが、大
型クルーズ船への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、
コロナ重点医療機関の指定を受け、県の要請に基づき入院患者
の受け入れを行いました。最大、重症８床、中等症38床を準備
し、ピークには28床まで入院患者を受け入れました。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。何とか新型コロナウイルス感染症の第５波まで対応でき
たのは看護師はじめスタッフの矜持によるものと思います。さ
らに、前述の救命救急センターの増床、ERの拡張、病棟におけ
る陰圧個室の整備などの施設の充実による面も大きかったと思
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
を充実させていきます。　一方、地域医療構想および地域包括ケ
アシステムにおける当院の役割も視野に入れながら地域の医療
機関と連携を図っていきます。さらに、コロナ禍においても、
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整備してきましたが、集中治療の体制は院
内も含め、未だ充分でなく引き続き強化していきます。現況の
新型コロナウイルス感染症対策に関しては県あるいは市などの
行政の要請に協力し、責務を果たしていきます。さらに整備が
始まっている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。昨年は
東日本大震災から10年目を迎えました。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。その他、地方循環器病

センター（脳卒中センター、心臓大血管）、母子医療センター、
地域がん診療連携拠点病院、地域医療研修センター、臨床研究
部ウイルスセンター（旧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、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４-２回定
期維持審査を控えていますが、改善の機会ととらえ、ありのま
まの姿で臨みます。

病院運営と地域連携
　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。本年
は従来の活動に加え、登録医はじめ地域の医療関係者からの外
部評価をいただき診療体制の改善に生かしていきたいと考えて
います。診療依頼を受けてもらえなかった等のご指摘もありま
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、急患のご紹介をお
受けするのは地域医療支援病院として必須のことと考えます。
一方、多くの患者さんをお引き受けするには診療後の患者さん
の逆紹介の推進、あるいは診療の継続のための転院をお願いせ
ざるを得ません。双方向性のお付き合いを切に希望いたします。
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。
現況は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

ウイズコロナ時代に当たり
新たな生活様式に対応した
安全安心を提供できる病院をめざそう

年頭所感
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各職場の抱負2022
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安定した病院運営を目指します！
　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、職員の皆様には１年を通してコロナ感染症の対応にご尽力いただき、心よ
り感謝申し上げます。
　また、第75回国立病院総合医学会の会長施設として当初計画した11月現地
開催は、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されたため、残念ながらＷＥＢ
形式の開催となりましたが、皆様方のご協力により無事役割を果たすことができ
ました。準備にあたられた米沢病院、宮城病院の副会長施設の皆様、関係職員の
皆様に感謝申し上げます。
　昨年までコロナ禍により患者数減少が病院経営にも大きな影響を受けており、
未だコロナ終息の行き先は見えない状況となっていますが、今年は「最善の医療
を尽くして社会に貢献します」「患者さんにやさしく、働きがいのある病院を目
指します」の基本理念のもと、地域連携をさらに強化し患者確保、経営改善に取
り組み、安定した病院運営を目指していきたいと思います。皆様のお力添えをよ
ろしくお願いします。
　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　大泉　英二）
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　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　大泉　英二）

患者さんやスタッフから求められ頼りにされる薬剤部を目指します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より薬剤部門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。
　昨年は世界中がcovid-19と戦ってきた１年となり、ワクチンや抗体カク
テル療法などの治療薬が次々と承認され、予防や治療が実践されてきまし
た。今後は、更なる特効薬や実用可能な内服薬が出てくることを期待してお
ります。
　また、Withコロナの時代としては、リモートで行えること、対面で行え
ることそれぞれの利点を活かし効率よく業務を遂行しながら、更なるコミュ
ニケーションや技能の向上に繋げていきたいと思います。
　本年も薬剤部は、「患者さんやスタッフから求められ頼りにされる薬剤部」
を目指し、医療安全と収益ＵＰのため、病棟業務や外来業務、無菌製剤、医
薬品情報管理、臨床研究、実務実習生の受入れ等を継続しながら、各チーム
医療にも貢献できるよう努力する所存ですので、薬剤部一同どうぞよろしく
お願いいたします。

（薬剤部長　内藤　義博）
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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。
　コロナウイルス感染症対策の中での病院運営が２年になります。研修会や会議が
WEBで行われるようになり、様々な情報を得ることが容易になりました。しかし、
職員同士がお互いの表情を見ながらワイワイ語り合うことができない状況が続き、職
場内の活気が少し足りないようにも思えました。そのような中、昨年は各職場で職員
同士の絆をテーマにしたプレゼン動画を作成し、視聴会を開催しました。その動画から
は職員一人ひとりの温かな気持ちと躍動感が伝わってきました。
　今年は更に、職員の患者さんを思う気持ちとエネルギーを一つにして、患者さんを
はじめ地域の皆様に「仙台医療センターの診療がやっぱり安心」と思っていただける
ように、前を向いて進んでいきたいと思います。
　昨年、稼働開始した入退院支援センターでは、患者さんと対話し、入院から退院ま
での診療についてご理解いただけるように対応しております。患者さんの声を大切に
して、医療従事者として適切な情報提供ができるように努力していきたいと思います。
　私たち看護職員は、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。今年も宜しくお願いいたします。

（看護部長　高橋　　香）
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2022年も患者さんにやさしく　最新の質の高い医療を提供できるよう
診療部一同　力を合わせて頑張りましょう！
　新年あけましておめでとうございます。
　皆が危惧していた通り、COVID-19の感染の蔓延は長期にわたって続き、
with コロナはすっかり当たり前のことになってしまいました。入院期間が
長期になる患者さんにとっては家族の面会制限や外出、外泊制限など精神的
につらく、ストレスの多い状況が続いています。そのような環境の中、マス
ク越しの付き合いとなり、十分なコミュニケーションがとりづらい状況下で
の治療となっているのが現状です。それにも関わらずクレームが増加するこ
ともなく乗り切れているのは、患者さんにやさしい医療が着実に実践されて
いるからに他ならないと思いますし、今年も継続していきたいと思います。
さらに診療科間の連携を強め、各科それぞれも新たな課題へ取り組んで、最
新の質の高い医療を発信できるように診療に臨みたいと思いますので、皆様
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のご協力よろしくお願いいたします。
　本年も診療部一同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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2022年も感染対策をし、安全な医療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。
　昨年の書き出しはコロナ禍の影響でした。結局、色々なイベントが中
止もしくは総合医学会のようにWEB開催となるなどやはりコロナに振
り回された１年でした。
　この原稿を書いている時点では第６波は来ていませんが、発行された
ころはどうなっているのか今年も不安な幕開けなのでしょうか。たとえ
第６波が襲来していたとしても、仙台医療センターリハビリテーション
科としての役割は果たせねばなりません。
　感染対策をし、安全な医療を提供したいと思います。

（リハビリテーション科　理学療法士長　佐伯　一成）

2022年も感染対策をし、安全な医療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。
　昨年の書き出しはコロナ禍の影響でした。結局、色々なイベントが中
止もしくは総合医学会のようにWEB開催となるなどやはりコロナに振
り回された１年でした。
　この原稿を書いている時点では第６波は来ていませんが、発行された
ころはどうなっているのか今年も不安な幕開けなのでしょうか。たとえ
第６波が襲来していたとしても、仙台医療センターリハビリテーション
科としての役割は果たせねばなりません。
　感染対策をし、安全な医療を提供したいと思います。

（リハビリテーション科　理学療法士長　佐伯　一成）

チーム医療の推進と臨床栄養管理の充実
　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。
　昨年は、コロナ禍という緊張感のある日々が続き、様々な事が起こり
ましたが、無事に新年を迎えることができました。栄養管理室では、高
度急性期病院における臨床栄養管理の強化を実施しました。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、治療食の見直しや行事食の充実にも力を入れ、様々な料理を提供
することが出来ました。
　本年は、チーム医療の推進と臨床栄養管理の充実を目標に、質の高い
臨床栄養業務を実施して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ことにも力を入れ、更には、学会
発表や論文作成等の臨床研究も実施していきます。
　引き続きコロナ禍を職員が一体となって乗り越えていくとともに、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）

チーム医療の推進と臨床栄養管理の充実
　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。
　昨年は、コロナ禍という緊張感のある日々が続き、様々な事が起こり
ましたが、無事に新年を迎えることができました。栄養管理室では、高
度急性期病院における臨床栄養管理の強化を実施しました。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、治療食の見直しや行事食の充実にも力を入れ、様々な料理を提供
することが出来ました。
　本年は、チーム医療の推進と臨床栄養管理の充実を目標に、質の高い
臨床栄養業務を実施して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ことにも力を入れ、更には、学会
発表や論文作成等の臨床研究も実施していきます。
　引き続きコロナ禍を職員が一体となって乗り越えていくとともに、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）

新年のご挨拶～病院経営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、一昨年以上のCovid-19の感染拡大があり、対応に苦慮する
場面もありましたが、年末近くになると、感染も落ち着き一息つくこと
ができました。しかし再拡大する可能性を考慮した医療体制がいまだに
続いています。
　本年は、ポストコロナ期にも対応すべく、皆様方のご協力をいただき
放射線科の機器を活用しながら、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）

新年のご挨拶～病院経営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、一昨年以上のCovid-19の感染拡大があり、対応に苦慮する
場面もありましたが、年末近くになると、感染も落ち着き一息つくこと
ができました。しかし再拡大する可能性を考慮した医療体制がいまだに
続いています。
　本年は、ポストコロナ期にも対応すべく、皆様方のご協力をいただき
放射線科の機器を活用しながら、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）

質の高い検査の維持を目指して
　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。
　昨年も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。感
染拡大で大変な時期もありましたが、皆さまのご協力でなんとか乗り越
えることが出来ました。
　今年は「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推
進」が、本格的に動き出します。検査では多岐にわたる業務が明示され
ましたが、現状を的確に捉え、求められる道を選択することができる検
査室でありたいと思います。
　ISO15189認定取得から６年が経ち、品質マネジメントシステムの
構築は進みましたが、まだまだ運用が軌道に乗っていない部分もありま
す。今後も改善を繰り返し、信頼される質の高い検査の維持を目指して、
スタッフが一丸となり、様々な面から取り組んでまいりますので、本年
もどうぞよろしくお願い申し上げます。

（臨床検査技師長　伊藤　真理子）

質の高い検査の維持を目指して
　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。
　昨年も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。感
染拡大で大変な時期もありましたが、皆さまのご協力でなんとか乗り越
えることが出来ました。
　今年は「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推
進」が、本格的に動き出します。検査では多岐にわたる業務が明示され
ましたが、現状を的確に捉え、求められる道を選択することができる検
査室でありたいと思います。
　ISO15189認定取得から６年が経ち、品質マネジメントシステムの
構築は進みましたが、まだまだ運用が軌道に乗っていない部分もありま
す。今後も改善を繰り返し、信頼される質の高い検査の維持を目指して、
スタッフが一丸となり、様々な面から取り組んでまいりますので、本年
もどうぞよろしくお願い申し上げます。

（臨床検査技師長　伊藤　真理子）

リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科

臨床検査科臨床検査科臨床検査科臨床検査科 放射線科放射線科放射線科放射線科

栄養管理室栄養管理室栄養管理室栄養管理室

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、院内で使用する全ての医療機器の回収・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。滅菌業務に必要な滅菌管理士等の資格を有した
14名の委託職員が、責任を持って業務にあたっています。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により通常は再利用すること
のない器材の滅菌など医療提供に支障が生じないように対応してきまし
た。今年も私たちが医療現場の重要な役割を担っている意識を常にもち、
患者さんと医療者の安全と安心が維持できるよう、関連部署と連携を図
りながら業務に努め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。

（中央材料室看護師長　熊谷　静恵）

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、院内で使用する全ての医療機器の回収・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。滅菌業務に必要な滅菌管理士等の資格を有した
14名の委託職員が、責任を持って業務にあたっています。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により通常は再利用すること
のない器材の滅菌など医療提供に支障が生じないように対応してきまし
た。今年も私たちが医療現場の重要な役割を担っている意識を常にもち、
患者さんと医療者の安全と安心が維持できるよう、関連部署と連携を図
りながら業務に努め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。

（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イルスの感染拡大に伴い、患者さんとスタッフが
安全に手術に臨めるようにシミュレーションを行い体制整備に努めてき
ました。
　関係部署の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
　私たち手術室スタッフは常に前向きな気持ちをもち「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明るく笑顔で頑張りますので、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／副看護師長　穴澤奈生子）

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イルスの感染拡大に伴い、患者さんとスタッフが
安全に手術に臨めるようにシミュレーションを行い体制整備に努めてき
ました。
　関係部署の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
　私たち手術室スタッフは常に前向きな気持ちをもち「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明るく笑顔で頑張りますので、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／副看護師長　穴澤奈生子）

患者一人ひとりに寄り添い、安全かつ安心な急性期医療の提供を目指します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はcovid-19対応に邁進した一年でした。
　ハード面・ソフト面の調整には様々な関係部署のご協力をいただき、
厚く御礼申し上げます。ウィズコロナとなる今年は、移転当初から掲げ
ております病床数30床稼働を円滑に行い、三次救急受入れ体制の強化
をしていきたいと思います。
　救急外来、各診療科との連携を図り、救急・重症患者の迅速な受け入
れを行い、安全安心な看護の提供を行っていきたいと思います。新卒新
人３名をはじめとするスタッフ64名、自己研鑽を積み重ね、一生懸命
頑張っています。スタッフ全員で力を合わせ患者さんとご家族に優しい
医療・看護が提供できるよう頑張って参ります。
　本年も救命救急センターを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）

患者一人ひとりに寄り添い、安全かつ安心な急性期医療の提供を目指します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はcovid-19対応に邁進した一年でした。
　ハード面・ソフト面の調整には様々な関係部署のご協力をいただき、
厚く御礼申し上げます。ウィズコロナとなる今年は、移転当初から掲げ
ております病床数30床稼働を円滑に行い、三次救急受入れ体制の強化
をしていきたいと思います。
　救急外来、各診療科との連携を図り、救急・重症患者の迅速な受け入
れを行い、安全安心な看護の提供を行っていきたいと思います。新卒新
人３名をはじめとするスタッフ64名、自己研鑽を積み重ね、一生懸命
頑張っています。スタッフ全員で力を合わせ患者さんとご家族に優しい
医療・看護が提供できるよう頑張って参ります。
　本年も救命救急センターを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

患者さんとご家族に寄り添い、“心”のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、救急外来の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
　救急外来では、新型コロナウイルス感染症とともに戦う最前線として、
トリアージそして感染症対策に応じるべく体制を整えてきました。生命
に直結する心疾患や脳神経領域、外傷等を365日24時間受け入れ、ス
タッフ一丸となり緊密な連携を図り、質の高い救急医療を提供しており
ます。また、教育担当や認定看護師中心にシミュレーション教育の実践、
高度急性期病院の看護師として、責任と役割が果たせるよう計画的に取
り組みました。
　現在も、患者さんのご家族には一部面会制限を余儀なくされておりま
すが、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い、心
の温まるやさしい看護の提供ができるよう努めていきます。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

（救急外来看護師長　柳本　寿人）

患者さんとご家族に寄り添い、“心”のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、救急外来の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
　救急外来では、新型コロナウイルス感染症とともに戦う最前線として、
トリアージそして感染症対策に応じるべく体制を整えてきました。生命
に直結する心疾患や脳神経領域、外傷等を365日24時間受け入れ、ス
タッフ一丸となり緊密な連携を図り、質の高い救急医療を提供しており
ます。また、教育担当や認定看護師中心にシミュレーション教育の実践、
高度急性期病院の看護師として、責任と役割が果たせるよう計画的に取
り組みました。
　現在も、患者さんのご家族には一部面会制限を余儀なくされておりま
すが、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い、心
の温まるやさしい看護の提供ができるよう努めていきます。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

（救急外来看護師長　柳本　寿人）

救急外来救急外来救急外来救急外来
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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、院内で使用する全ての医療機器の回収・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。滅菌業務に必要な滅菌管理士等の資格を有した
14名の委託職員が、責任を持って業務にあたっています。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により通常は再利用すること
のない器材の滅菌など医療提供に支障が生じないように対応してきまし
た。今年も私たちが医療現場の重要な役割を担っている意識を常にもち、
患者さんと医療者の安全と安心が維持できるよう、関連部署と連携を図
りながら業務に努め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。

（中央材料室看護師長　熊谷　静恵）

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、院内で使用する全ての医療機器の回収・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。滅菌業務に必要な滅菌管理士等の資格を有した
14名の委託職員が、責任を持って業務にあたっています。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により通常は再利用すること
のない器材の滅菌など医療提供に支障が生じないように対応してきまし
た。今年も私たちが医療現場の重要な役割を担っている意識を常にもち、
患者さんと医療者の安全と安心が維持できるよう、関連部署と連携を図
りながら業務に努め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。

（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イルスの感染拡大に伴い、患者さんとスタッフが
安全に手術に臨めるようにシミュレーションを行い体制整備に努めてき
ました。
　関係部署の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
　私たち手術室スタッフは常に前向きな気持ちをもち「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明るく笑顔で頑張りますので、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／副看護師長　穴澤奈生子）

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イルスの感染拡大に伴い、患者さんとスタッフが
安全に手術に臨めるようにシミュレーションを行い体制整備に努めてき
ました。
　関係部署の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
　私たち手術室スタッフは常に前向きな気持ちをもち「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明るく笑顔で頑張りますので、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／副看護師長　穴澤奈生子）

患者一人ひとりに寄り添い、安全かつ安心な急性期医療の提供を目指します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はcovid-19対応に邁進した一年でした。
　ハード面・ソフト面の調整には様々な関係部署のご協力をいただき、
厚く御礼申し上げます。ウィズコロナとなる今年は、移転当初から掲げ
ております病床数30床稼働を円滑に行い、三次救急受入れ体制の強化
をしていきたいと思います。
　救急外来、各診療科との連携を図り、救急・重症患者の迅速な受け入
れを行い、安全安心な看護の提供を行っていきたいと思います。新卒新
人３名をはじめとするスタッフ64名、自己研鑽を積み重ね、一生懸命
頑張っています。スタッフ全員で力を合わせ患者さんとご家族に優しい
医療・看護が提供できるよう頑張って参ります。
　本年も救命救急センターを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）

患者一人ひとりに寄り添い、安全かつ安心な急性期医療の提供を目指します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はcovid-19対応に邁進した一年でした。
　ハード面・ソフト面の調整には様々な関係部署のご協力をいただき、
厚く御礼申し上げます。ウィズコロナとなる今年は、移転当初から掲げ
ております病床数30床稼働を円滑に行い、三次救急受入れ体制の強化
をしていきたいと思います。
　救急外来、各診療科との連携を図り、救急・重症患者の迅速な受け入
れを行い、安全安心な看護の提供を行っていきたいと思います。新卒新
人３名をはじめとするスタッフ64名、自己研鑽を積み重ね、一生懸命
頑張っています。スタッフ全員で力を合わせ患者さんとご家族に優しい
医療・看護が提供できるよう頑張って参ります。
　本年も救命救急センターを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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患者さんとご家族に寄り添い、“心”のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、救急外来の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
　救急外来では、新型コロナウイルス感染症とともに戦う最前線として、
トリアージそして感染症対策に応じるべく体制を整えてきました。生命
に直結する心疾患や脳神経領域、外傷等を365日24時間受け入れ、ス
タッフ一丸となり緊密な連携を図り、質の高い救急医療を提供しており
ます。また、教育担当や認定看護師中心にシミュレーション教育の実践、
高度急性期病院の看護師として、責任と役割が果たせるよう計画的に取
り組みました。
　現在も、患者さんのご家族には一部面会制限を余儀なくされておりま
すが、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い、心
の温まるやさしい看護の提供ができるよう努めていきます。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

（救急外来看護師長　柳本　寿人）

患者さんとご家族に寄り添い、“心”のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より、救急外来の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
　救急外来では、新型コロナウイルス感染症とともに戦う最前線として、
トリアージそして感染症対策に応じるべく体制を整えてきました。生命
に直結する心疾患や脳神経領域、外傷等を365日24時間受け入れ、ス
タッフ一丸となり緊密な連携を図り、質の高い救急医療を提供しており
ます。また、教育担当や認定看護師中心にシミュレーション教育の実践、
高度急性期病院の看護師として、責任と役割が果たせるよう計画的に取
り組みました。
　現在も、患者さんのご家族には一部面会制限を余儀なくされておりま
すが、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い、心
の温まるやさしい看護の提供ができるよう努めていきます。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

（救急外来看護師長　柳本　寿人）

救急外来救急外来救急外来救急外来
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～心に寄り添う看護を大切に～
患者さんが心安らぐ看護を私たちは届けていきます！
　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。
　当病棟は脳神経外科・脳神経内科の混合病棟です。主に脳腫瘍・頭部
外傷・重症筋無力症・パーキンソン病の患者さんが入院されており、様々
な回復過程の患者さんの看護をするにあたり患者さん・御家族の思いに
添った看護の提供、意思決定支援ができるように心がけています。
　医師・看護師・ＰＴ・ＯＴ・ＭＳＷ・退院支援看護師と毎週カンファレン
スを行い、患者さんの退院後の生活を見据えた方向性をチームで確認し
ています。
　患者さん、ご家族の方が「ここに入院してよかった」と思っていただけ
るような看護の提供をしていきます。

（６階東病棟看護師長　徳田　直子）

～心に寄り添う看護を大切に～
患者さんが心安らぐ看護を私たちは届けていきます！
　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。
　当病棟は脳神経外科・脳神経内科の混合病棟です。主に脳腫瘍・頭部
外傷・重症筋無力症・パーキンソン病の患者さんが入院されており、様々
な回復過程の患者さんの看護をするにあたり患者さん・御家族の思いに
添った看護の提供、意思決定支援ができるように心がけています。
　医師・看護師・ＰＴ・ＯＴ・ＭＳＷ・退院支援看護師と毎週カンファレン
スを行い、患者さんの退院後の生活を見据えた方向性をチームで確認し
ています。
　患者さん、ご家族の方が「ここに入院してよかった」と思っていただけ
るような看護の提供をしていきます。

（６階東病棟看護師長　徳田　直子）

患者さんに寄り添い、生きる力を支える看護の実現に向けて
　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中はcovid19の感染拡大が続く中、患者さんが安心・安全な医療
を受けられるよう、スタッフ一同慎重に取り組んで参りました。
　今年は、昨年より開始された入退院支援の更なる充実に向け、関連部
署の皆様の力をお借りしながら、入院前カンファレンスの実施・多職種
連携強化を行い、「患者さんに寄り添い、生きる力を支える看護」を病棟
の全員で実現していきたいと思います。また、Withコロナのもと、患者
家族に対しても温かい心のこもった関りを心掛け、信頼ある医療・看護
の提供を行って参りたいと思います。
　本年も５階西病棟にお力添えを頂きますよう、何卒お願い申し上げます。

（５階西病棟看護師長　馬場　由美）

患者さんに寄り添い、生きる力を支える看護の実現に向けて
　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中はcovid19の感染拡大が続く中、患者さんが安心・安全な医療
を受けられるよう、スタッフ一同慎重に取り組んで参りました。
　今年は、昨年より開始された入退院支援の更なる充実に向け、関連部
署の皆様の力をお借りしながら、入院前カンファレンスの実施・多職種
連携強化を行い、「患者さんに寄り添い、生きる力を支える看護」を病棟
の全員で実現していきたいと思います。また、Withコロナのもと、患者
家族に対しても温かい心のこもった関りを心掛け、信頼ある医療・看護
の提供を行って参りたいと思います。
本年も５階西病棟にお力添えを頂きますよう、何卒お願い申し上げます。

（５階西病棟看護師長　馬場　由美）

ワンチームで感染対策、患者に寄り添う看護を実践します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より多くの方のご支援とご協力をいただきありがとうございます。
　５東病棟は、日々変化を遂げる感染症に対して、ワンチームを意識し、
創意工夫を行いながら運営を行っています。
　患者さんへの精神面へのケアを特に重視して、患者さんに寄り添い、
検討を重ね看護実践を行っています。また働く職員が心身のストレスを
抱えこまないようにチーム内のコミュニケーションが豊かになるように
心がけています。入院する患者さんの背景や治療法などを病棟全体で学
習し、カンファレンス等の話し合いの場をもち看護を言葉にして振り返
り、より良い実践につなげています。
　今年も入院する患者さんと働くスタッフが安全で安心できる病棟を目
指していきますので、どうぞよろしくお願いします。

（５階東病棟看護師長　青　　志織）

ワンチームで感染対策、患者に寄り添う看護を実践します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より多くの方のご支援とご協力をいただきありがとうございます。
　５東病棟は、日々変化を遂げる感染症に対して、ワンチームを意識し、
創意工夫を行いながら運営を行っています。
　患者さんへの精神面へのケアを特に重視して、患者さんに寄り添い、
検討を重ね看護実践を行っています。また働く職員が心身のストレスを
抱えこまないようにチーム内のコミュニケーションが豊かになるように
心がけています。入院する患者さんの背景や治療法などを病棟全体で学
習し、カンファレンス等の話し合いの場をもち看護を言葉にして振り返
り、より良い実践につなげています。
　今年も入院する患者さんと働くスタッフが安全で安心できる病棟を目
指していきますので、どうぞよろしくお願いします。

（５階東病棟看護師長　青　　志織）
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お母さんと赤ちゃんに寄り添い、心のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より母子医療センターの運営に際しましてご理解・ご協力を賜り
まして感謝申し上げます。
　新型コロナウイルス感染予防のため、母親学級や立ち会い分娩は未だ
中止の状態であり、妊産褥婦さんは不安や心細さを抱えて入院してきま
す。その不安を少しでも解消できるよう、分娩時の密な観察と、個別指
導の充実を図り、安全・安心に出産できる環境を作れるよう努力してま
いりました。
　昨年も分娩は1000件を超え、毎日元気な赤ちゃんが誕生していま
す。まだ、感染対策を講じていかなければならない状況ですが、関連部
署との連携を密にし、産婦さんやスタッフ、みんなが安全にお産を迎え
ることができるように支援していきます。
　すべてのお母さん・赤ちゃん、そのご家族に寄り添い、みんなが笑顔
でいられるよう、今年もスタッフ一丸となって取り組みたいと思います。

（母子医療センター看護師長　長尾　愛佳）

お母さんと赤ちゃんに寄り添い、心のこもった看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より母子医療センターの運営に際しましてご理解・ご協力を賜り
まして感謝申し上げます。
　新型コロナウイルス感染予防のため、母親学級や立ち会い分娩は未だ
中止の状態であり、妊産褥婦さんは不安や心細さを抱えて入院してきま
す。その不安を少しでも解消できるよう、分娩時の密な観察と、個別指
導の充実を図り、安全・安心に出産できる環境を作れるよう努力してま
いりました。
　昨年も分娩は1000件を超え、毎日元気な赤ちゃんが誕生していま
す。まだ、感染対策を講じていかなければならない状況ですが、関連部
署との連携を密にし、産婦さんやスタッフ、みんなが安全にお産を迎え
ることができるように支援していきます。
　すべてのお母さん・赤ちゃん、そのご家族に寄り添い、みんなが笑顔
でいられるよう、今年もスタッフ一丸となって取り組みたいと思います。

（母子医療センター看護師長　長尾　愛佳）

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

心のこもった看護を提供します
　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。医師・看護職員・事務
職員は活気溢れる、元気いっぱいのメンバーがそろっています。今年度
は新人看護師４名が就職し、先輩看護師の指導の下、日々成長中です。
現在、面会の制限や外出・外泊の一部制限等、患者さん・ご家族には大
変ご不便をおかけしています。患者さん・ご家族の不安や心配を少しで
も軽減できるよう、日々患者さん・ご家族へ寄り添い、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、
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参ります。
本年もよろしくお願い致します。

（８階東病棟看護師長　鏡　　沙智）

心のこもった看護を提供します
　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。医師・看護職員・事務
職員は活気溢れる、元気いっぱいのメンバーがそろっています。今年度
は新人看護師４名が就職し、先輩看護師の指導の下、日々成長中です。
現在、面会の制限や外出・外泊の一部制限等、患者さん・ご家族には大
変ご不便をおかけしています。患者さん・ご家族の不安や心配を少しで
も軽減できるよう、日々患者さん・ご家族へ寄り添い、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、
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参ります。
本年もよろしくお願い致します。
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　新年明けましておめでとうございます。
　７階西病棟は、循環器内科と心臓血管外科の病棟です。循環器内科で
は、心不全等の心臓病の治療の他に、最新のカテーテル治療が行われて
おります。心臓血管外科では、弁膜症の弁置換の手術や、大動脈解離等
の緊急手術も行われています。病棟に入院される患者さんは、早期から
リハビリテーションを開始し、入院前の生活に早く戻れるように看護ス
タッフが一緒に取り組んでおります。
　今年度は４名の新人看護師が入職しました。日々、循環器内科や心臓
血管外科の勉強に励み、一日でも早く患者さんに喜んでいただける看護
が提供できるように頑張っております。
　これからも、患者さんが安心して治療を受けることができるように、
また入院生活に満足していただけるように一人ひとりの声を大切にして
いきたいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。
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患者さん、ご家族に寄り添い、心のこもった看護を提供します。
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より病棟運営にご支援とご協力を頂き感謝申し上げます。
　昨年度はcovid19感染症流行により、安全で安心な看護が提供できる
ようにcovid19感染症の病態や対応について知識を深め、病棟の運営を
してきました。
　また、10月から入退院支援センターが稼働し、呼吸器内科・呼吸器
外科・歯科口腔外科の患者さんへの入院前支援を行い、入院中の診療を
患者さんがイメージし少しでも不安が少ない状態で、入院中を過ごせる
ように取り組んでいます。患者さんの退院に向けての方向性を関連する
チームメンバー共に検討し、患者さんとご家族の意思を大切にして支援
していきたいと思います。
　今年も各職種と連携し、患者さん、ご家族に寄り添い心のこもった温
かい看護が提供できるように取り組んでいきたいと思います。本年もよ
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と、また急な発症により大きな不安を抱えた患者さんとご家族の支えと
なり、精神的なサポートに心がけて看護しております。その中で患者さ
んの意識状態や表情が良くなり、日常生活動作が少しずつ回復していく
姿をみることで、看護に携わることの喜びを感じております。
　今年も安全と安心で心のこもった看護を提供するために、スタッフ一
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スタッフの力を合わせて、患者さんの安心に繋げます
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階東病棟の運営に多くのお力添えを頂き、感謝申し上げ
ます。
　旧年は新型コロナウイルスの影響を受ける中での病棟運営となりまし
た。そのような中でも、患者・家族が抱えている負担や不安を少しでも
軽減し、前向きに治療と向き合えるよう、看護ケアを行ってまいりまし
た。また、多職種と協働した入退院支援を行い、早期から退院後の生活
を見据えて関わり、患者・家族の想いに寄り添った看護ケアが行えるよ
う努めてまいりました。
　本年はさらに入退院支援の対象を拡大していき、少しでも多くの方が
安楽に入院生活を送ることができ、安心して治療が受けられるようス
タッフの力を集結して取り組んでまいります。
　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　鈴木　弥生）
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　本年はさらに入退院支援の対象を拡大していき、少しでも多くの方が
安楽に入院生活を送ることができ、安心して治療が受けられるようス
タッフの力を集結して取り組んでまいります。
　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　鈴木　弥生）

人と向き合い、思いやりの心を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　ようやくコロナの風が弱まってきましたが、またいつ強い風に変わる
かわからない中、昨年も9階西病棟に入院される患者さんやご家族には、
色々な制限に対してご理解を頂き感謝しています。コロナ禍で、一般診
療を維持するために、新人看護師はじめ病棟スタッフは、長期にわたる
自粛生活にもめげず頑張りました。「看護師さんが皆明るく丁寧に対応し
てくれて不安なく入院生活を送れました。大変だと思うけど応援してい
るから頑張って」という励ましの言葉もたくさん頂き、その声をエネル
ギーにして、患者さんと向き合いあたたかい看護を心がけてきました。
　医療界だけではなく、世界中が平穏な日常を取り戻すことができるこ
とを願いながら、今年も思いやりの心でチーム医療・看護を心がけてい
きたいと思います。

（９階西病棟看護師長　熊谷　昌江）

人と向き合い、思いやりの心を大切に
　新年あけましておめでとうございます。
　ようやくコロナの風が弱まってきましたが、またいつ強い風に変わる
かわからない中、昨年も9階西病棟に入院される患者さんやご家族には、
色々な制限に対してご理解を頂き感謝しています。コロナ禍で、一般診
療を維持するために、新人看護師はじめ病棟スタッフは、長期にわたる
自粛生活にもめげず頑張りました。「看護師さんが皆明るく丁寧に対応し
てくれて不安なく入院生活を送れました。大変だと思うけど応援してい
るから頑張って」という励ましの言葉もたくさん頂き、その声をエネル
ギーにして、患者さんと向き合いあたたかい看護を心がけてきました。
　医療界だけではなく、世界中が平穏な日常を取り戻すことができるこ
とを願いながら、今年も思いやりの心でチーム医療・看護を心がけてい
きたいと思います。

（９階西病棟看護師長　熊谷　昌江）

入院前からの関わりを大切に患者さんと家族を支えます
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年から当院では、入退院支援センターが稼働しました。9階東病棟
は地域医療連携室と外科外来と連携しながら、患者さんが、不安が少な
く、安心して元の生活に戻る事を目標に、患者さんと関わっています。
当病棟には外科、呼吸器外科の手術療法、化学療法や検査のために入院
される患者さんがおります。外科的治療を受けるため、恐怖心や不安が
強く入院される方が多かったのですが、入院支援センターでの事前の説
明や相談等により、不安が少し和らいだ印象があります。入院決定から
入院までの間に、患者さんとご家族と共にご自分が受ける治療や入院生
活についてご理解いただくためのコミュニケーション、連携がとても大
切だと思っています。
　これからもチーム力をもって患者さんとご家族を支えることを大事に
して看護を行っていきます。
　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）

入院前からの関わりを大切に患者さんと家族を支えます
新年あけましておめでとうございます。

　昨年から当院では、入退院支援センターが稼働しました。9階東病棟
は地域医療連携室と外科外来と連携しながら、患者さんが、不安が少な
く、安心して元の生活に戻る事を目標に、患者さんと関わっています。
当病棟には外科、呼吸器外科の手術療法、化学療法や検査のために入院
される患者さんがおります。外科的治療を受けるため、恐怖心や不安が
強く入院される方が多かったのですが、入院支援センターでの事前の説
明や相談等により、不安が少し和らいだ印象があります。入院決定から
入院までの間に、患者さんとご家族と共にご自分が受ける治療や入院生
活についてご理解いただくためのコミュニケーション、連携がとても大
切だと思っています。
　これからもチーム力をもって患者さんとご家族を支えることを大事に
して看護を行っていきます。
　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

チーム力を活かして専門性の高い看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は、患者さんがこれまで生活してきた背景や人生観を尊重し、
患者さんの持てる力が最大限発揮できるよう患者さん・ご家族の意思決
定支援に力をいれ取り組んでまいりました。しかし、コロナが猛威を振
るうなか、面会制限により、ご家族と直接、対話する時間が減り、患者
さんのみならず私たちスタッフも支援の方法を思慮することがありまし
た。一方で、人と人とのつながりや家族の大切さを感じる機会ともなり、
このような状況下でも患者さんが自分らしく生きるために、多職種を交
えたカンファレンスを行い、多職種間の支えあいや看護力が強固になっ
たと感じました。
　今年は専門性の高い看護の提供のほか、チーム力を活かし患者さん・
ご家族が安心して納得のいくケア・支援ができるよう「どんな状況下で
も全力で努力をする気持ち」を持ち続け進んでいきたいと思います。

（８階西病棟看護師長　土井　千鶴）

チーム力を活かして専門性の高い看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度は、患者さんがこれまで生活してきた背景や人生観を尊重し、
患者さんの持てる力が最大限発揮できるよう患者さん・ご家族の意思決
定支援に力をいれ取り組んでまいりました。しかし、コロナが猛威を振
るうなか、面会制限により、ご家族と直接、対話する時間が減り、患者
さんのみならず私たちスタッフも支援の方法を思慮することがありまし
た。一方で、人と人とのつながりや家族の大切さを感じる機会ともなり、
このような状況下でも患者さんが自分らしく生きるために、多職種を交
えたカンファレンスを行い、多職種間の支えあいや看護力が強固になっ
たと感じました。
　今年は専門性の高い看護の提供のほか、チーム力を活かし患者さん・
ご家族が安心して納得のいくケア・支援ができるよう「どんな状況下で
も全力で努力をする気持ち」を持ち続け進んでいきたいと思います。

（８階西病棟看護師長　土井　千鶴）

８階西病棟８階西病棟８階西病棟８階西病棟

患者さん、ご家族にとって安心・安全な外来看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は、一日に約1000名の患者さんが来院します。病気の診断や治
療に関して不安を抱える患者さんが多く、外来看護師は、専門的知識・
技術・態度に基づき医師の診療を支援すること、患者さんに心を込めて
対応することが求められています。
　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。また、秋には外来と病棟をつなぐ入退院支援センターが
稼働開始しました。患者さんが入院生活をイメージすることができ、安
心して医療を受けることができるよう外来と入退院支援センターの連携
をより一層高め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。

（外来看護師長　小岩　　巧）

患者さん、ご家族にとって安心・安全な外来看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は、一日に約1000名の患者さんが来院します。病気の診断や治
療に関して不安を抱える患者さんが多く、外来看護師は、専門的知識・
技術・態度に基づき医師の診療を支援すること、患者さんに心を込めて
対応することが求められています。
　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。また、秋には外来と病棟をつなぐ入退院支援センターが
稼働開始しました。患者さんが入院生活をイメージすることができ、安
心して医療を受けることができるよう外来と入退院支援センターの連携
をより一層高め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。

（外来看護師長　小岩　　巧）

患者さん・ご家族の心の支えとなり、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。
　特別個室病棟として開棟し２年が経過しました。多くの患者さんに利
用していただき、静かな空間やスタッフの対応に対して心温まるお言葉
をいただいております。患者さんからの声は私たち看護師にとって励み
となり、また看護師としての誇りにも繋がっております。院内の皆様か
らも沢山のご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　今後も患者さんとご家族のプライベート空間を大切にした療養生活に
配慮し、良質な医療・看護が提供できるように患者さん・ご家族の身に
なり、多職種と連携を図りながら日々頑張ってまいります。看護の力で
何ができるのか日々考え、患者さんがその人らしい療養生活が送れるサ
ポートができる関わりを目指していきます。本年もどうぞよろしくお願
い致します。

（11階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

患者さん・ご家族の心の支えとなり、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。
　特別個室病棟として開棟し２年が経過しました。多くの患者さんに利
用していただき、静かな空間やスタッフの対応に対して心温まるお言葉
をいただいております。患者さんからの声は私たち看護師にとって励み
となり、また看護師としての誇りにも繋がっております。院内の皆様か
らも沢山のご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　今後も患者さんとご家族のプライベート空間を大切にした療養生活に
配慮し、良質な医療・看護が提供できるように患者さん・ご家族の身に
なり、多職種と連携を図りながら日々頑張ってまいります。看護の力で
何ができるのか日々考え、患者さんがその人らしい療養生活が送れるサ
ポートができる関わりを目指していきます。本年もどうぞよろしくお願
い致します。

（11階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

精神科の専門性を生かした「その人らしい生活」への支援
　新年あけましておめでとうございます。
　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、当病棟
でも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。また昨年度は「コロナ禍」で、多くの方が生活スタイルの変化に伴う
不安と様々なストレスから精神的な負担を感じながら過ごしてきました。
そのような背景を踏まえ、患者さんが安心して精神科医療が受けられる
よう、多職種と連携を図りながら引き続き患者さんに寄り添った看護を
提供してまいります。
　一昨年度から発足した精神科リエゾンチームは、院内で部署横断的な
活動を行っています。精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見し、
可能な限り早期に医療を提供することで、症状の緩和につなげ、その人
らしい生活への支援を行って参ります。
　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）

精神科の専門性を生かした「その人らしい生活」への支援
　新年あけましておめでとうございます。
　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、当病棟
でも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。また昨年度は「コロナ禍」で、多くの方が生活スタイルの変化に伴う
不安と様々なストレスから精神的な負担を感じながら過ごしてきました。
そのような背景を踏まえ、患者さんが安心して精神科医療が受けられる
よう、多職種と連携を図りながら引き続き患者さんに寄り添った看護を
提供してまいります。
　一昨年度から発足した精神科リエゾンチームは、院内で部署横断的な
活動を行っています。精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見し、
可能な限り早期に医療を提供することで、症状の緩和につなげ、その人
らしい生活への支援を行って参ります。
　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・家族の思いに寄り添い、心のこもった看護を提供します。
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営にご協力、ご支援をいただき、誠にあり
がとうございます。
　内視鏡的大腸ポリープ切除の短期入院からTACEやERCPなどの専門
的治療を受ける患者さんの療養を支援しています。
　看護スタッフは、勉強会やカンファレンスを通して患者さんを理解す
ることを心がけ、患者さんとご家族が、安心できる看護の提供に努めて
おります。
　今年は、内視鏡的大腸ポリープ切除１泊２日クリティカルパスを本格
的に運用し、患者さんに十分な説明が届き、安心して治療に臨むことが
できるような支援を目指していきます。
　また、病棟全体の倫理観を高め、患者・家族の思いに寄り添った看護
の提供を目指すと共に、スタッフがいきいきとやりがいを感じながら働
き続けられる職場作りに力を入れて参りたいと思います。
　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　佐藤　奈緒子）

患者・家族の思いに寄り添い、心のこもった看護を提供します。
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営にご協力、ご支援をいただき、誠にあり
がとうございます。
　内視鏡的大腸ポリープ切除の短期入院からTACEやERCPなどの専門
的治療を受ける患者さんの療養を支援しています。
　看護スタッフは、勉強会やカンファレンスを通して患者さんを理解す
ることを心がけ、患者さんとご家族が、安心できる看護の提供に努めて
おります。
　今年は、内視鏡的大腸ポリープ切除１泊２日クリティカルパスを本格
的に運用し、患者さんに十分な説明が届き、安心して治療に臨むことが
できるような支援を目指していきます。
　また、病棟全体の倫理観を高め、患者・家族の思いに寄り添った看護
の提供を目指すと共に、スタッフがいきいきとやりがいを感じながら働
き続けられる職場作りに力を入れて参りたいと思います。
　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　佐藤　奈緒子）

10階西病棟10階西病棟10階西病棟10階西病棟
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患者さん、ご家族にとって安心・安全な外来看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は、一日に約1000名の患者さんが来院します。病気の診断や治
療に関して不安を抱える患者さんが多く、外来看護師は、専門的知識・
技術・態度に基づき医師の診療を支援すること、患者さんに心を込めて
対応することが求められています。
　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。また、秋には外来と病棟をつなぐ入退院支援センターが
稼働開始しました。患者さんが入院生活をイメージすることができ、安
心して医療を受けることができるよう外来と入退院支援センターの連携
をより一層高め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。

（外来看護師長　小岩　　巧）

患者さん、ご家族にとって安心・安全な外来看護を提供します
　新年あけましておめでとうございます。
　外来は、一日に約1000名の患者さんが来院します。病気の診断や治
療に関して不安を抱える患者さんが多く、外来看護師は、専門的知識・
技術・態度に基づき医師の診療を支援すること、患者さんに心を込めて
対応することが求められています。
　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。また、秋には外来と病棟をつなぐ入退院支援センターが
稼働開始しました。患者さんが入院生活をイメージすることができ、安
心して医療を受けることができるよう外来と入退院支援センターの連携
をより一層高め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。

（外来看護師長　小岩　　巧）

患者さん・ご家族の心の支えとなり、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。
　特別個室病棟として開棟し２年が経過しました。多くの患者さんに利
用していただき、静かな空間やスタッフの対応に対して心温まるお言葉
をいただいております。患者さんからの声は私たち看護師にとって励み
となり、また看護師としての誇りにも繋がっております。院内の皆様か
らも沢山のご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　今後も患者さんとご家族のプライベート空間を大切にした療養生活に
配慮し、良質な医療・看護が提供できるように患者さん・ご家族の身に
なり、多職種と連携を図りながら日々頑張ってまいります。看護の力で
何ができるのか日々考え、患者さんがその人らしい療養生活が送れるサ
ポートができる関わりを目指していきます。本年もどうぞよろしくお願
い致します。

（11階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

患者さん・ご家族の心の支えとなり、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。
　特別個室病棟として開棟し２年が経過しました。多くの患者さんに利
用していただき、静かな空間やスタッフの対応に対して心温まるお言葉
をいただいております。患者さんからの声は私たち看護師にとって励み
となり、また看護師としての誇りにも繋がっております。院内の皆様か
らも沢山のご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　今後も患者さんとご家族のプライベート空間を大切にした療養生活に
配慮し、良質な医療・看護が提供できるように患者さん・ご家族の身に
なり、多職種と連携を図りながら日々頑張ってまいります。看護の力で
何ができるのか日々考え、患者さんがその人らしい療養生活が送れるサ
ポートができる関わりを目指していきます。本年もどうぞよろしくお願
い致します。

（11階西病棟看護師長　芦名　真紀子）

精神科の専門性を生かした「その人らしい生活」への支援
　新年あけましておめでとうございます。
　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、当病棟
でも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。また昨年度は「コロナ禍」で、多くの方が生活スタイルの変化に伴う
不安と様々なストレスから精神的な負担を感じながら過ごしてきました。
そのような背景を踏まえ、患者さんが安心して精神科医療が受けられる
よう、多職種と連携を図りながら引き続き患者さんに寄り添った看護を
提供してまいります。
　一昨年度から発足した精神科リエゾンチームは、院内で部署横断的な
活動を行っています。精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見し、
可能な限り早期に医療を提供することで、症状の緩和につなげ、その人
らしい生活への支援を行って参ります。
　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）

精神科の専門性を生かした「その人らしい生活」への支援
　新年あけましておめでとうございます。
　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、当病棟
でも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。また昨年度は「コロナ禍」で、多くの方が生活スタイルの変化に伴う
不安と様々なストレスから精神的な負担を感じながら過ごしてきました。
そのような背景を踏まえ、患者さんが安心して精神科医療が受けられる
よう、多職種と連携を図りながら引き続き患者さんに寄り添った看護を
提供してまいります。
　一昨年度から発足した精神科リエゾンチームは、院内で部署横断的な
活動を行っています。精神科専門医療が必要な患者さんを早期に発見し、
可能な限り早期に医療を提供することで、症状の緩和につなげ、その人
らしい生活への支援を行って参ります。
　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・家族の思いに寄り添い、心のこもった看護を提供します。
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営にご協力、ご支援をいただき、誠にあり
がとうございます。
　内視鏡的大腸ポリープ切除の短期入院からTACEやERCPなどの専門
的治療を受ける患者さんの療養を支援しています。
　看護スタッフは、勉強会やカンファレンスを通して患者さんを理解す
ることを心がけ、患者さんとご家族が、安心できる看護の提供に努めて
おります。
　今年は、内視鏡的大腸ポリープ切除１泊２日クリティカルパスを本格
的に運用し、患者さんに十分な説明が届き、安心して治療に臨むことが
できるような支援を目指していきます。
　また、病棟全体の倫理観を高め、患者・家族の思いに寄り添った看護
の提供を目指すと共に、スタッフがいきいきとやりがいを感じながら働
き続けられる職場作りに力を入れて参りたいと思います。
　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　佐藤　奈緒子）

患者・家族の思いに寄り添い、心のこもった看護を提供します。
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より10階西病棟の運営にご協力、ご支援をいただき、誠にあり
がとうございます。
　内視鏡的大腸ポリープ切除の短期入院からTACEやERCPなどの専門
的治療を受ける患者さんの療養を支援しています。
　看護スタッフは、勉強会やカンファレンスを通して患者さんを理解す
ることを心がけ、患者さんとご家族が、安心できる看護の提供に努めて
おります。
　今年は、内視鏡的大腸ポリープ切除１泊２日クリティカルパスを本格
的に運用し、患者さんに十分な説明が届き、安心して治療に臨むことが
できるような支援を目指していきます。
　また、病棟全体の倫理観を高め、患者・家族の思いに寄り添った看護
の提供を目指すと共に、スタッフがいきいきとやりがいを感じながら働
き続けられる職場作りに力を入れて参りたいと思います。
　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　佐藤　奈緒子）

10階西病棟10階西病棟10階西病棟10階西病棟
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2022年は患者さんの立場を考えて行動します。
　新年あけましておめでとうございます。
　がん診療連携室は平成24年に院内に発足し10年目になりました。院
内の皆様にはがん診療連携室の活動にご協力いただき誠にありがとうご
ざいます。昨年秋は宮城県にCovid19感染拡大による非常事態宣言が
発動され第17回がん市民医学講座はYouTubeによるウェブ配信のみ
となり明らかに発信力が弱まったと感じました。また患者さん向けのピ
アサポートは対面重視であることから活動を再開できず、一方、緩和ケ
ア勉強会・研修会、がん診療連携講演会はなんとか開催できました。ま
た外来患者さんの苦痛のスクリーニングを開始することが出来ました。
今年の課題は①ピアサポートの充実②がん患者の就労支援③当院でのが
んゲノム診療の在り方に重点を置いて活動の予定です。皆様にはご負担
をおかけすることもあると思いますがよろしくお願いいたします。

（がん診療連携室長　鈴木　貴夫）

2022年は患者さんの立場を考えて行動します。
　新年あけましておめでとうございます。
　がん診療連携室は平成24年に院内に発足し10年目になりました。院
内の皆様にはがん診療連携室の活動にご協力いただき誠にありがとうご
ざいます。昨年秋は宮城県にCovid19感染拡大による非常事態宣言が
発動され第17回がん市民医学講座はYouTubeによるウェブ配信のみ
となり明らかに発信力が弱まったと感じました。また患者さん向けのピ
アサポートは対面重視であることから活動を再開できず、一方、緩和ケ
ア勉強会・研修会、がん診療連携講演会はなんとか開催できました。ま
た外来患者さんの苦痛のスクリーニングを開始することが出来ました。
今年の課題は①ピアサポートの充実②がん患者の就労支援③当院でのが
んゲノム診療の在り方に重点を置いて活動の予定です。皆様にはご負担
をおかけすることもあると思いますがよろしくお願いいたします。

（がん診療連携室長　鈴木　貴夫）

患者さんが安心して日常生活をおくれるように
　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。
　昨年は入退院支援センター稼働を重点課題とし取り組み、皆様のご協
力のもと10月４日からスタートすることができました。５診療科で始
まりましたが今年は全診療科対応とし、入院と同時に退院支援を開始す
ることで患者さんが安心して入院生活を送れるようサポートしていきます。
　新型コロナウイルス感染症の影響で昨年から新規患者はすべて予約制
となりました。FAX回線を受信２回線、送信１回線に増やしたことで紹
介業務の混雑が緩和されました。また「胃がんホットライン」も開設し患
者確保を目指しています。地域医療研修センターとしての行事の中止が
続いておりますが、時代に合った繋がりを大事にしながら、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
を送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。

（地域医療連携部長　高橋　広喜／地域医療連携係長　後藤　尚子）

患者さんが安心して日常生活をおくれるように
　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。
　昨年は入退院支援センター稼働を重点課題とし取り組み、皆様のご協
力のもと10月４日からスタートすることができました。５診療科で始
まりましたが今年は全診療科対応とし、入院と同時に退院支援を開始す
ることで患者さんが安心して入院生活を送れるようサポートしていきます。
　新型コロナウイルス感染症の影響で昨年から新規患者はすべて予約制
となりました。FAX回線を受信２回線、送信１回線に増やしたことで紹
介業務の混雑が緩和されました。また「胃がんホットライン」も開設し患
者確保を目指しています。地域医療研修センターとしての行事の中止が
続いておりますが、時代に合った繋がりを大事にしながら、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
を送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。

（地域医療連携部長　高橋　広喜／地域医療連携係長　後藤　尚子）

医師のタスクシフト、タスクシェアに貢献できる１年に！
　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
協力頂き誠にありがとうございます。
　昨年もコロナ禍で先の見通しが立たない状況でしたが３名の新しい仲
間を迎えることができました。しかし、慣れない環境で職業柄自粛とい
う形が続き歓迎会をはじめとした親睦を深めることが困難で、医師や他
職種とのコミュニケーションには特に苦労しながらの業務になってしま
いましたが、月日が経つにつれできる仕事も確実に増え安心して任せら
れるようになりました。今年は、コロナ禍が収束する事を願いつつ、仕
事もプライベートもストレス無く活躍してほしいと思います。
　臨床工学室としては昨年、医師の働き方改革に関連して法律が改正さ
れ、臨床の現場においての業務範囲が追加されました。然るべき準備を
おこない、医師のタスクシフト、タスクシェアに貢献できるようにして
いかなければと考えております。本年も何卒宜しくお願い致します。

（臨床工学技士長　畠山　　伸）

医師のタスクシフト、タスクシェアに貢献できる１年に！
　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
協力頂き誠にありがとうございます。
　昨年もコロナ禍で先の見通しが立たない状況でしたが３名の新しい仲
間を迎えることができました。しかし、慣れない環境で職業柄自粛とい
う形が続き歓迎会をはじめとした親睦を深めることが困難で、医師や他
職種とのコミュニケーションには特に苦労しながらの業務になってしま
いましたが、月日が経つにつれできる仕事も確実に増え安心して任せら
れるようになりました。今年は、コロナ禍が収束する事を願いつつ、仕
事もプライベートもストレス無く活躍してほしいと思います。
　臨床工学室としては昨年、医師の働き方改革に関連して法律が改正さ
れ、臨床の現場においての業務範囲が追加されました。然るべき準備を
おこない、医師のタスクシフト、タスクシェアに貢献できるようにして
いかなければと考えております。本年も何卒宜しくお願い致します。

（臨床工学技士長　畠山　　伸）

臨床工学室臨床工学室臨床工学室臨床工学室

地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室 がん診療連携室がん診療連携室がん診療連携室がん診療連携室

コロナ禍だからこそできる研究を
　新年あけましておめでとうございます。
　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ます。また、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。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が、その経験を生かして、当院職員の方
で研究活動をしてみたいという方のサポートも承ります。まだまだ新型
コロナウイルスに対する警戒が緩まない状態であり、我々も多数の検査
を実施している状態ですが、場所や機材、研究の進め方などにお悩みで
したら、ぜひご相談ください。コロナ禍だからこそできる研究にチャレ
ンジしたいという方を、ウイルスセンターではお手伝いいたします。

（臨床検査技師　大宮　　卓）

コロナ禍だからこそできる研究を
　新年あけましておめでとうございます。
　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ます。また、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。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が、その経験を生かして、当院職員の方
で研究活動をしてみたいという方のサポートも承ります。まだまだ新型
コロナウイルスに対する警戒が緩まない状態であり、我々も多数の検査
を実施している状態ですが、場所や機材、研究の進め方などにお悩みで
したら、ぜひご相談ください。コロナ禍だからこそできる研究にチャレ
ンジしたいという方を、ウイルスセンターではお手伝いいたします。

（臨床検査技師　大宮　　卓）

ウイルスセンタ－ウイルスセンタ－ウイルスセンタ－ウイルスセンタ－

患者安全の文化を高めるために

　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、昨年度より医療安全全国共同行動へ参加し「急
変時の早期対応」へ登録しています。MET研修を開始し急変になる前に
対応できることを目指し看護師へ研修を行っています。
　またその一環としてMACT（モニターアラームチーム）を立ち上げました。
　MACTでは急変時のアラームを早期に発見するために、まずテクニカ
ルアラーム（ムダ鳴りアラーム）の削減に取り組んでいます。
　その他、医療安全相互チェックでは、九州の熊本医療センター、嬉野
医療センターと３回に渡りWebによる相互チェックを行いました。当院
の0レベルのレポート数が多いことに称賛を受けました。遠方の九州グ
ループの病院と意見交換が行え、活動を共有でき有意義でありました。
　一方で、コミュニケーションエラーによるインシデントを削減するこ
とが課題と考えています。正確に伝わる報告の方法、指示の伝達などは
チームステップスを取り入れて全職員が実践できればと思っています。
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）

患者安全の文化を高めるために

　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、昨年度より医療安全全国共同行動へ参加し「急
変時の早期対応」へ登録しています。MET研修を開始し急変になる前に
対応できることを目指し看護師へ研修を行っています。
またその一環としてMACT（モニターアラームチーム）を立ち上げました。
　MACTでは急変時のアラームを早期に発見するために、まずテクニカ
ルアラーム（ムダ鳴りアラーム）の削減に取り組んでいます。
　その他、医療安全相互チェックでは、九州の熊本医療センター、嬉野
医療センターと３回に渡りWebによる相互チェックを行いました。当院
の0レベルのレポート数が多いことに称賛を受けました。遠方の九州グ
ループの病院と意見交換が行え、活動を共有でき有意義でありました。
　一方で、コミュニケーションエラーによるインシデントを削減するこ
とが課題と考えています。正確に伝わる報告の方法、指示の伝達などは
チームステップスを取り入れて全職員が実践できればと思っています。
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）

本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。
　昨年は情報管理室業務に際して職員の皆様のご協力を頂き誠にありが
とうございました。新病院に移転して３年目、昨年はヒヤッとする小さ
な電子カルテのシステムの障害がいくつか起きましたが、幸い病院全体
の業務に大きく影響するような大きなトラブルはありませんでした。最
近になり時折、企業や他病院での情報セキュリティーをハッカーに突破
される案件が見られ当院（国立病院機構は大丈夫なのか？）と身構えま
す。職員の皆様におかれましてはくれぐれもセキュリティー対策をよろ
しくお願いいたします。昨年５月に懸案であった歯科システムの導入を
果たせました。元々パッケージに含まれない部門システムのため不具合
で歯科の先生方は苦労されているようです。またカルテ入力・監査・カ
ルテ・メディア等の廃棄等に関し皆様のご協力を頂きありがとうござい
ます。今年はWeb会議・オンライン学会等への参加のハードルをもう少
し下げる工夫を考えていこうと思っています。
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職員全員参加での改善活動にとの組む！
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃よりTQM推進活動にご協力頂きありがとうござまいす。業務を
よりよく改善するには「Check」と「Act」が重要であり、各部署で
PDCAサイクルを回すことで「医療の質向上」に繋がっていきます。ま
た患者さんにとってわかりやすい医療情報を提供する為に「丁寧でわか
りやすい説明」にも取り組んでおります。同意書の見直しやIC同席率、
同席後の患者・家族への支援は、きっと患者さんの満足度向上にも繋が
ると思います。職員一人ひとりが病院理念である「患者さんにやさしく
働きがいのある病院」を目指して「全員参加」で改善活動に取り組んで頂
きますように引き続きご協力の程よろしくお願い致します。

（TQM推進係長　中鉢　則子）
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新たなスタッフを迎えて
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年4月付の人事異動で薬剤師CRCが安藤佑起薬剤師に交代となりました。
治験関連業務は年々煩雑になっており、人材育成には時間を要する状況ではあり
ますが、何卒よろしくお願いいたします。
　昨年も一昨年に引き続き新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により、突
然の治験中断や治験依頼者等の代わりに行う業務により、慌ただしい1年となり
ました。またCOVID-19に関連して、国管理のCOVID-19治療薬の手配、
COVID-19ワクチンに関する研究の支援など、人数の少ない中ではありますが、
治験管理室としてできることを微力ながら支援させていただきました。特に
COVID-19ワクチン接種については、宮城県内において最初の接種施設、全国
でも先行して接種ということで、接種する側もされる側も期待と不安がある中、
病院全体で取り組むことができ、健康調査を兼ねたコホート調査にも多くの職員
の皆様にご協力をいただき当院職員のデータが、安全性データの一つとなりまし
た。ご協力いただきました皆様には、この場をお借りし感謝申し上げます。
　現在もCOVID-19に関連する研究は継続中です。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、煩雑な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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変時の早期対応」へ登録しています。MET研修を開始し急変になる前に
対応できることを目指し看護師へ研修を行っています。
　またその一環としてMACT（モニターアラームチーム）を立ち上げました。
　MACTでは急変時のアラームを早期に発見するために、まずテクニカ
ルアラーム（ムダ鳴りアラーム）の削減に取り組んでいます。
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とが課題と考えています。正確に伝わる報告の方法、指示の伝達などは
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つまで続くのか不透明であり、治験において、煩雑な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）

治験管理室治験管理室治験管理室治験管理室
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感染対策室感染対策室感染対策室感染対策室

クリーン隊クリーン隊クリーン隊クリーン隊

一人ひとりの学生と教職員が共に成長できるよう取り組んでまいります
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、一昨年の新型コロナ感染症対策等の取組を評価しながら授業や学
校行事等を継続することができました。臨地実習は、コロナ前のように全て
を臨地で行うことはできませんでしたが、臨地実習での患者さんやスタッフ
との関わり等経験したことを学内で振り返り貴重な学びができております。
実習を引き受けて頂きました病院・病棟、訪問看護ステーション、保育園の
皆様には心より感謝申し上げます。
　看護基礎教育においては、今年４月の入学生から新カリキュラムによる教
育が開始されます。少子高齢化が進む中で地域包括ケアシステムの推進に向
け、多様な場で、多職種の連携・協働のもとに保健医療福祉を提供できるた
めの基礎的能力を身につけることがさらに求められているところです。新型
コロナ収束には、まだ時間を要するようですので、感染防止対策など学生、
教職員が安心できる環境を整え教育活動を実践してまいります。国立病院機
構および社会に貢献し得る人材の育成を目指し、一人ひとりの学生と教職員
が共に成長できるよう取り組んでまいります。
　本年も学校運営にご理解と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）

一人ひとりの学生と教職員が共に成長できるよう取り組んでまいります
新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、一昨年の新型コロナ感染症対策等の取組を評価しながら授業や学
校行事等を継続することができました。臨地実習は、コロナ前のように全て
を臨地で行うことはできませんでしたが、臨地実習での患者さんやスタッフ
との関わり等経験したことを学内で振り返り貴重な学びができております。
実習を引き受けて頂きました病院・病棟、訪問看護ステーション、保育園の
皆様には心より感謝申し上げます。
　看護基礎教育においては、今年４月の入学生から新カリキュラムによる教
育が開始されます。少子高齢化が進む中で地域包括ケアシステムの推進に向
け、多様な場で、多職種の連携・協働のもとに保健医療福祉を提供できるた
めの基礎的能力を身につけることがさらに求められているところです。新型
コロナ収束には、まだ時間を要するようですので、感染防止対策など学生、
教職員が安心できる環境を整え教育活動を実践してまいります。国立病院機
構および社会に貢献し得る人材の育成を目指し、一人ひとりの学生と教職員
が共に成長できるよう取り組んでまいります。
　本年も学校運営にご理解と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）

新時代の医療を担う医師になるために！
　新年、あけましておめでとうございます。
　昨年４月に新たな研修医を迎え入れ、８か月が過ぎました。昨年も
COVID-19への対策を強いられ、新たなワクチンや検査、治療法の変化に対応
しながら、研修に取り組んで参りました。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。
　高い倍率の中、選抜された精鋭の研修医たちですので、互いに切磋琢磨しなが
ら研修に取り組み、優れた指導医の下、日々、成長してくれています。
　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、上級医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）でも、全国トップクラスの難関病院とな
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、様々な教育体
制を整備していきます。
　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）

新時代の医療を担う医師になるために！
　新年、あけましておめでとうございます。
　昨年４月に新たな研修医を迎え入れ、８か月が過ぎました。昨年も
COVID-19への対策を強いられ、新たなワクチンや検査、治療法の変化に対応
しながら、研修に取り組んで参りました。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。
　高い倍率の中、選抜された精鋭の研修医たちですので、互いに切磋琢磨しなが
ら研修に取り組み、優れた指導医の下、日々、成長してくれています。
　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、上級医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）でも、全国トップクラスの難関病院とな
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、様々な教育体
制を整備していきます。
　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）

臨床研修部臨床研修部臨床研修部臨床研修部

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

安全な医療の提供と質の高い感染管理を目指します！
　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。昨年はCOVID-19の流行が活発化
し、対策の強化がさらに必要となった1年でした。当院でクラスター事例の
発生がありましたが、院内感染拡大なく収束を迎えることができました。日
ごろから皆様に感染対策にご協力頂いたお陰だと考えております。心より感
謝いたします。
　感染対策部門では、今年度も「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。日々の感
染対策実践は、患者さんやその家族を守り、医療従事者の安全確保のために
必要なものです。針刺し事例を防ぐためには使用後の鋭利物を速やかに廃棄
できるようにする、血液／体液曝露を防ぐためには目を中心に曝露を防ぐた
めの防護具を着用すること、その行動が感染対策になります。
　現在でもCOVID-19流行に注意が必要なご時世ですが、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。職員の皆様には引
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）

安全な医療の提供と質の高い感染管理を目指します！
　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。昨年はCOVID-19の流行が活発化
し、対策の強化がさらに必要となった1年でした。当院でクラスター事例の
発生がありましたが、院内感染拡大なく収束を迎えることができました。日
ごろから皆様に感染対策にご協力頂いたお陰だと考えております。心より感
謝いたします。
　感染対策部門では、今年度も「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。日々の感
染対策実践は、患者さんやその家族を守り、医療従事者の安全確保のために
必要なものです。針刺し事例を防ぐためには使用後の鋭利物を速やかに廃棄
できるようにする、血液／体液曝露を防ぐためには目を中心に曝露を防ぐた
めの防護具を着用すること、その行動が感染対策になります。
　現在でもCOVID-19流行に注意が必要なご時世ですが、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。職員の皆様には引
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）

夢はディズニーランドのように！
　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。
今年もコロナ感染防止の消毒作業を継続しながら、今年は「芝桜」「ひま
わりロード」「コスモスロード」など癒しをテーマに皆さんに届けられた
らと思います。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今年も活躍します。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
るのが夢です。15名の大所帯ですが、ワンチームで昨年以上に環境整
備に取り組んで行きます。

（管理課庶務係　伊藤　芳行）

夢はディズニーランドのように！
　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。
今年もコロナ感染防止の消毒作業を継続しながら、今年は「芝桜」「ひま
わりロード」「コスモスロード」など癒しをテーマに皆さんに届けられた
らと思います。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今年も活躍します。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
るのが夢です。15名の大所帯ですが、ワンチームで昨年以上に環境整
備に取り組んで行きます。
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篠崎　毅 S37年
副院長

新年明けましておめでとうございます。
　コロナ騒ぎの3年目に入りました。当院もクラスター発生を
経験して、たくさんの事実を学びました。一方、大きな目標を
皆でやり遂げるために全ての病院職員の団結力が高まったよう
に感じます。患者さんにとっては、医療とは何かという重い事
実を実感を持って感じてもらえるようになり、医療者と患者さ
んの連携が進んだように思います。
　これから社会も医療制度も変わっていきます。コロナはその
外的要因の一つに過ぎません。12年後の仙台医療センターは
今と全く違った病院になっているかもしれません。しかし、ど
んな時も職員の団結がどんな問題も解決してくれるはずです。
　今年も良い年になりますように。

安田　香織 S49年
特殊撮影主任特殊撮影主任

後工程
　新年あけましておめでとうございます。
　新病院とともに令和が始まり、あっという間に令和４年。私
の人生も４回目の年女を迎えてしまいました。平成８年から
（当時の）国立仙台病院に採用となり、転勤もありましたが人生
の半分を仙台医療センターでお世話になっています。QC委員
として活動させていただいていますが、私が日常心掛けている
“後工程”を今後も意識し、チーム医療の中の“後工程”に少し
でもお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いします。

南　志穂 H10年
臨床工学技士

新しいことにチャレンジする１年に
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の4月に入職して、1年目の臨床工学技士として勤務しています。
　畠山技士長をはじめ先輩方には、新人3人を温かく迎えて下さり、いつ
も丁寧なご指導をありがとうございます。
　入職時は不安な気持ちが大きかったですが、日々新しい業務に挑戦でき
ることに楽しさとやりがいを感じるようになりました。
　プライベートではマラソンを始め、臨床工学室メンバーで松島ランや大
会に出場するなど、公私共に充実した毎日を送っております。
　今年の目標はハーフマラソンを完走することです！これからも新しいこ
とに挑戦していきたい1年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。

大髙　朋未 S61年
母子医療センター助産師母子医療センター助産師

母子に寄り添い、心に残る看護の提供を目指します
　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年となりました。ここまで続けて来られたのは、頼
れる同僚・同期がいてくれたことで、色々な困難も乗り越えられたからだと思います。
私は36年前、国立病院仙台病院だった頃の母子センターで生まれました。出産時は、
助産師さんや助産学科の学生さんが母に寄り添い、支えてくれたことで元気に産まれ
たと、母は今でもその方々に感謝しています。産まれた場所で、助産師として働き、
新たな命を守る仕事ができることはとても幸せだなと思います。自分が産まれた時に
支えてくれた方々のように、母子に寄り添い、心に残る看護を提供できるように一層
頑張っていきたいと思います。

石村　香苗 S61年
救命救急センター看護師救命救急センター看護師

昨年以上に患者さんの支援をできるよう頑張ります！
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年11月に入退院支援センターに異動しました。入院が決まった患者さんへクリ
ティカルパスなどを使い、安心して療養生活が送れるように入院生活の説明をしてい
ます。入退院支援センターで仕事をするようになり、外来、病棟、手術室、医師、薬
剤師、事務など多職種との連携の必要性を実感しています。今まで接することの少な
かった多職種との関りが多く戸惑いもありますが、やりがいも感じています。
　2022年は入退院支援センターの支援を拡大していく予定です。より多くの患者さ
んに説明できるように頑張っていこうと思います。
　新型コロナウイルス感染症が落ち着いてさまざまな制限が緩和される1年になれば
といいなと思います。

小野寺　純 H10年
作業療法士

患者さんの力になれるよう努力していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　2021年４月に入職し、今年で２年目を迎えます。新型コロナウイルスの影響で学
生時代臨床での経験が少なく、不安な一年目でしたが、先輩方の指導のもと２年目を
迎えることができました。不安と緊張の毎日ではありますが、同期との何気ない会話
や先輩方のサポートにより作業療法士を続けられていると感じています。
最近ではフットサル活動にも誘っていただき、日々の業務の息抜きをしています。興
味のある方は是非参加して頂けると嬉しいです。
　今年は先輩方の力になれるよう知識・技術を身につけること、患者さんの生活に携
われるよう努力していきたいです。
　今年もどうぞよろしくお願い致します。

古川　和樹 H10年
臨床検査技師

技師として成長できる1年に
　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、生理検査室で主にエコー検査を担当しています。一昨
年から続く新型コロナウイルス感染症による様々な制限がある中で始まった
新社会人生活で不安もありましたが、多くの頼れる先輩方のサポートをいた
だきながら知識を深め、充実した毎日を送っています。エコー検査は自分が
持つ知識や経験、技術を活かし、検査中に必要なデータを得て所見をレポー
トにまとめなくてはなりません。検査内容が診断に直結することもあるため
責任もある一方、その結果が患者さんの治療の助けになることもあり、やり
がいを感じています。今年は学会発表などにも挑戦し、エコー技師としてよ
り成長できる1年にしたいと思います。

桑田　美紅 H10年
10階西病棟看護師

お仕事とプライベート　充実した1年にしていきたい
　新年あけましておめでとうございます。
　医療センターで働き始めて今年で３年目を迎えます。新型コロナウイルスが流行し
ていた2020年４月に入職となり、入職したての頃は初めてのことばかりの毎日が不
安でしたが、優しく親身になって教えてくださる先輩にたくさんの指導をいただき、
支えられながら充実した日々を過ごしてきました。
　４月からはプリセプターになるので、先輩方みたいになれるように日々精進し、患
者さんと家族に寄り添ったあたたかい関わりを大切にしたいと思っております。
　新型コロナウイルスの影響もあり、好きなアーティストのライブに行けなかったた
め、今年はぜひ参戦しプライベートも充実させていきたいです。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

いと思います。
す。

り成長できる1年にしたいと思います

寅年に思う寅年に思う寅年に思う
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篠崎　毅 S37年
副院長

新年明けましておめでとうございます。
　コロナ騒ぎの3年目に入りました。当院もクラスター発生を
経験して、たくさんの事実を学びました。一方、大きな目標を
皆でやり遂げるために全ての病院職員の団結力が高まったよう
に感じます。患者さんにとっては、医療とは何かという重い事
実を実感を持って感じてもらえるようになり、医療者と患者さ
んの連携が進んだように思います。
　これから社会も医療制度も変わっていきます。コロナはその
外的要因の一つに過ぎません。12年後の仙台医療センターは
今と全く違った病院になっているかもしれません。しかし、ど
んな時も職員の団結がどんな問題も解決してくれるはずです。
　今年も良い年になりますように。

安田　香織 S49年
特殊撮影主任特殊撮影主任

後工程
　新年あけましておめでとうございます。
　新病院とともに令和が始まり、あっという間に令和４年。私
の人生も４回目の年女を迎えてしまいました。平成８年から
（当時の）国立仙台病院に採用となり、転勤もありましたが人生
の半分を仙台医療センターでお世話になっています。QC委員
として活動させていただいていますが、私が日常心掛けている
“後工程”を今後も意識し、チーム医療の中の“後工程”に少し
でもお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いします。

南　志穂 H10年
臨床工学技士

新しいことにチャレンジする１年に
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の4月に入職して、1年目の臨床工学技士として勤務しています。
　畠山技士長をはじめ先輩方には、新人3人を温かく迎えて下さり、いつ
も丁寧なご指導をありがとうございます。
　入職時は不安な気持ちが大きかったですが、日々新しい業務に挑戦でき
ることに楽しさとやりがいを感じるようになりました。
　プライベートではマラソンを始め、臨床工学室メンバーで松島ランや大
会に出場するなど、公私共に充実した毎日を送っております。
　今年の目標はハーフマラソンを完走することです！これからも新しいこ
とに挑戦していきたい1年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。

大髙　朋未 S61年
母子医療センター助産師母子医療センター助産師

母子に寄り添い、心に残る看護の提供を目指します
　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年となりました。ここまで続けて来られたのは、頼
れる同僚・同期がいてくれたことで、色々な困難も乗り越えられたからだと思います。
私は36年前、国立病院仙台病院だった頃の母子センターで生まれました。出産時は、
助産師さんや助産学科の学生さんが母に寄り添い、支えてくれたことで元気に産まれ
たと、母は今でもその方々に感謝しています。産まれた場所で、助産師として働き、
新たな命を守る仕事ができることはとても幸せだなと思います。自分が産まれた時に
支えてくれた方々のように、母子に寄り添い、心に残る看護を提供できるように一層
頑張っていきたいと思います。

石村　香苗 S61年
救命救急センター看護師救命救急センター看護師

昨年以上に患者さんの支援をできるよう頑張ります！
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年11月に入退院支援センターに異動しました。入院が決まった患者さんへクリ
ティカルパスなどを使い、安心して療養生活が送れるように入院生活の説明をしてい
ます。入退院支援センターで仕事をするようになり、外来、病棟、手術室、医師、薬
剤師、事務など多職種との連携の必要性を実感しています。今まで接することの少な
かった多職種との関りが多く戸惑いもありますが、やりがいも感じています。
　2022年は入退院支援センターの支援を拡大していく予定です。より多くの患者さ
んに説明できるように頑張っていこうと思います。
　新型コロナウイルス感染症が落ち着いてさまざまな制限が緩和される1年になれば
といいなと思います。

小野寺　純 H10年
作業療法士

患者さんの力になれるよう努力していきます
　新年あけましておめでとうございます。
　2021年４月に入職し、今年で２年目を迎えます。新型コロナウイルスの影響で学
生時代臨床での経験が少なく、不安な一年目でしたが、先輩方の指導のもと２年目を
迎えることができました。不安と緊張の毎日ではありますが、同期との何気ない会話
や先輩方のサポートにより作業療法士を続けられていると感じています。
最近ではフットサル活動にも誘っていただき、日々の業務の息抜きをしています。興
味のある方は是非参加して頂けると嬉しいです。
　今年は先輩方の力になれるよう知識・技術を身につけること、患者さんの生活に携
われるよう努力していきたいです。
　今年もどうぞよろしくお願い致します。

古川　和樹 H10年
臨床検査技師

技師として成長できる1年に
　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、生理検査室で主にエコー検査を担当しています。一昨
年から続く新型コロナウイルス感染症による様々な制限がある中で始まった
新社会人生活で不安もありましたが、多くの頼れる先輩方のサポートをいた
だきながら知識を深め、充実した毎日を送っています。エコー検査は自分が
持つ知識や経験、技術を活かし、検査中に必要なデータを得て所見をレポー
トにまとめなくてはなりません。検査内容が診断に直結することもあるため
責任もある一方、その結果が患者さんの治療の助けになることもあり、やり
がいを感じています。今年は学会発表などにも挑戦し、エコー技師としてよ
り成長できる1年にしたいと思います。

桑田　美紅 H10年
10階西病棟看護師

お仕事とプライベート　充実した1年にしていきたい
　新年あけましておめでとうございます。
　医療センターで働き始めて今年で３年目を迎えます。新型コロナウイルスが流行し
ていた2020年４月に入職となり、入職したての頃は初めてのことばかりの毎日が不
安でしたが、優しく親身になって教えてくださる先輩にたくさんの指導をいただき、
支えられながら充実した日々を過ごしてきました。
　４月からはプリセプターになるので、先輩方みたいになれるように日々精進し、患
者さんと家族に寄り添ったあたたかい関わりを大切にしたいと思っております。
　新型コロナウイルスの影響もあり、好きなアーティストのライブに行けなかったた
め、今年はぜひ参戦しプライベートも充実させていきたいです。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

いと思います。
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り成長できる1年にしたいと思います

寅年に思う寅年に思う寅年に思う
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　令和３年12月１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。今年も新
型コロナ感染の影響もあり、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 ３ 年12月31日（金）ま で17時 か ら
20時まで点灯されました。大泉事務部長は「今年
もコロナ感染の影響で、毎日が重苦しい日々でし
た。患者さんや病院職員の皆さんがイルミネー
ションを見てチョットでも癒されたら嬉しい限り
です」と話していました。 （文責　広報企画委員）

　令和３年12月11日（土）ひまわり保育園クリスマ
ス会が行われました。
　初めてのクリスマス会参加となる園児が多い第１部
では、緊張しながらも衣装を着てステージに上がって
いるだけでもほほえましさがありました。
　第２部は３歳以上の園児による発表でうた、合奏、
劇、オペレッタと内容も盛りだくさんでした。楽しみ
ながら自信を持っての発表に、園児達の成長を感じら
れるものでした。最後にサンタクロースが登場すると、
子どもたちは目をまるくして驚いていました。親子
共々楽しいクリスマス会となりました。

（文責　ひまわり保育園園長　相澤　史子）

ワ ク イ新型コロナ
３回目ワクチン
追加接種開始！

ひまわり保育園
クリスマス会

クリスマス
イルミネーション

一つの癒しになれば園児達の成長を感じられたクリスマス会

　令和３年12月10日（金）～17日（金）までの
８日間に、新型コロナ３回目のワクチン追加接種
が実施されました。今回は、各自治体から発行さ
れた予診票を持参しての接種となりました。３回
目ともなり、接種には時間もかからずスムーズな
接種となりました。次回は令和４年１月14日

（金）～予定しています。
（文責　職員係　渡辺　真衣）

スムーズに実施！

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大泉事務部長 髙橋看護部長12
December 管理診療会議報告

令和３年
12月９日

開 催

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
・令和２年度臨床研究部実績ポイントについて、
例年５月に実績報告し結果が11月となってい
ます。当院は臨床研究部では３位となりまし
た。この結果を元に助成研究を行っており、今
年度の応募課題が40題で昨年度の54題より
少なくなっています。また、インセンティブに
ついては、実績ポイントが高い診療科に配分
し、応募課題を学会発表した場合には追加で助
成を行っております。

・臨床研究優秀論文賞の応募を5部門に分けて行
います。なお、SMCJに投稿されている論文は
自動的に候補論文といたします。令和４年１月
14日（金）締め切りとなりますので応募をよろ
しくお願いいたします。

○ご意見・ご要望に対する対応状況について
・11月の投書では、入院パンフレットについて
投書がありました。パンフレットについてはコ
ロナの影響もあり少し内容に齟齬が生じていま
す。内容を改定する方向で調整しております。

３．高橋看護部長
○入退院支援センターの稼働状況について
・10月より入退院支援センターが稼働しており
ます。10月は80名、11月は150名の患者
様の対応しており、当初は４診療科から運用を
開始しましたが、現在は11診療科で行ってお
ります。その中で入院中の生活を説明する時に
は、パスを使った説明を行っております。パス
の改訂が必要な診療科が見受けられますので先
生方と病棟でご相談頂き、改定を進めて頂くよ
うお願いいたします。

４．大泉事務部長
〇国立病院機構職員の倫理について
・国立病院機構職員の倫理について、倫理監督者
である理事長からメッセージがありました。
「患者さんの目線に立ってインフォームドコンセ

ントを適切に行い、患者さんにとって良き医療を
実施し、患者さんの人権やプライバシーを守り、
虐待は行わないといった医療人としての倫理規
範に基づいて行動していただきたい」とのこと
です。

〇年末年始における綱紀の厳正な保持について
・年末年始は自宅等で飲酒する機会があると思い
ますが、飲酒運転並びに交通事故など絶対起こ
さないよう綱紀の厳正な保持はもとより交通法
規の遵守の徹底をよろしくお願いします。

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

６．その他
鈴木臨床検査科長
○ISO15189訪問審査（臨床検査科）
・令和３年12月15日（水）から16日（木）に訪
問審査が行われます。

手島総合品質管理推進部長
○TQM推進室からのお知らせについて
・品質マネジメントの維持審査が、令和４年２月
15日（火）から２月17日（木）までの3日間
行われます。令和４年１月には内部監査フォ
ローアップ研修、重点課題報告会、令和４年２
月にはマネジメントレビューがあります。

鈴木臨床研修部長
○研修医当直（内科、外科、脳神経当直）について
・現在研修医当直は、内科、外科、脳神経当直の
それぞれの診療科に研修医が付くようになって
います。同時に複数の患者が来たときに対応で
きないことがあり、特定の診療科に属さずに動
けるように体制を変更いたします。令和３年
12月13日（月）から運用開始いたします。

（文責　庶務班長　小山　綾子）

地
域
医
療
連
携
室
だ
よ
り

　◇上之原院長挨拶◇
○令和２年度病院評価結果について
・機構本部から令和２年度病院評価結果の通知が
ありました。令和元年度から評価指標が変更さ
れ、令和2年度の経営面は元年度の評価「B」か
ら評価「AA」となり、機構500床以上の病院
で１位という結果となりました。

　また、医療面では元年度評価「B」から「A」に
ランクアップし、機構全病院で１位という結果
でした。職員の皆様のご協力に感謝します。

○大崎八幡宮　どんと祭裸参りへの参加について
　令和４年１月14日（金）に大崎八幡宮のどんと
祭裸参りに参加することとなりました。今年は
コロナの影響で参加を見合わせましたが、現在
コロナの状況が落ち着いている状況を考慮し参
加することとしました。なお、コロナの感染状
況が変わった場合、参加を取りやめる場合もあ
りますのでご了承ください。

　◇議　題◇
１．篠崎副院長
○新型コロナウイルス対策本部からの報告について
・現在、全国的に新型コロナウイルス感染症の流行
が落ち着いていることから、面会などの対応を変更
しております。また、例年であれば、職場単位での
忘年会、新年会を企画する時期ですが、現在職員
の皆さんには「職場単位の飲食、接待を伴う飲食店
の利用、カラオケ等、感染リスクが高い宴会等は自
粛対象」としています。本措置は、病院職員が感染
した場合に想定される診療制限等、当院の運営に
大きな影響を及ぼす恐れがあること、また、患者の
安心・安全を考えての措置であることをご理解い
ただき、年末年始も引き続き対応をお願いします。
○情報セキュリティ研修受講状況について
・情報セキュリティ研修は、全職員が研修受講す
ることが求められております。報道等により
「ランサムウエア」ウイルスの問題が取り上げら
れております。全職員受講するよう、よろしく
お願いいたします。

　今回は「難病医療費助成制度」のご紹介をさせていただき
ます。
　難病医療費助成制度の対象疾病（指定難病）は2021年
11月より338疾病に拡大しています。
　指定難病と診断されただけでは助成が受けられません。申
請手続きを行い、認定を受ける必要があります。

都道府県の窓口
（保健所など）

難病指定医

臨床調査個人票
を持参

臨床調査個人票
を記載

申請書類一式を
提出

医療受給者証を
交付

※仙台市以外にお住まいの方は
　この他にも必要となる書類が
　あります

★受給者として認定された場合、申請日に遡って助成を受け
ることが出来ます。申請日より前に受けた医療は助成の対象
となりませんのでご注意下さい。
★医療費の助成が受けられるのは、都道府県が指定した「指定
医療機関」で受けた指定難病の治療に限られます。風邪や怪
我など指定難病以外の治療でかかった医療費は助成されま
せんのでご注意下さい。

（文責　地域医療連携室　加藤）

注意事項

★新規に認定された場合…申請のあった日から最初に到達す
る9月30日まで

★更新の場合…毎年10月1日から翌年9月30日まで

受給者証の有効期間

申請に必要な書類

１ 支給認定申請書 ３ 保険証のコピー

２ 臨床調査個人票 ４ マイナンバー確認書類
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　令和３年12月１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。今年も新
型コロナ感染の影響もあり、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 ３ 年12月31日（金）ま で17時 か ら
20時まで点灯されました。大泉事務部長は「今年
もコロナ感染の影響で、毎日が重苦しい日々でし
た。患者さんや病院職員の皆さんがイルミネー
ションを見てチョットでも癒されたら嬉しい限り
です」と話していました。 （文責　広報企画委員）

　令和３年12月11日（土）ひまわり保育園クリスマ
ス会が行われました。
　初めてのクリスマス会参加となる園児が多い第１部
では、緊張しながらも衣装を着てステージに上がって
いるだけでもほほえましさがありました。
　第２部は３歳以上の園児による発表でうた、合奏、
劇、オペレッタと内容も盛りだくさんでした。楽しみ
ながら自信を持っての発表に、園児達の成長を感じら
れるものでした。最後にサンタクロースが登場すると、
子どもたちは目をまるくして驚いていました。親子
共々楽しいクリスマス会となりました。

（文責　ひまわり保育園園長　相澤　史子）

ワ ク イ新型コロナ
３回目ワクチン
追加接種開始！

ひまわり保育園
クリスマス会

クリスマス
イルミネーション

一つの癒しになれば園児達の成長を感じられたクリスマス会

　令和３年12月10日（金）～17日（金）までの
８日間に、新型コロナ３回目のワクチン追加接種
が実施されました。今回は、各自治体から発行さ
れた予診票を持参しての接種となりました。３回
目ともなり、接種には時間もかからずスムーズな
接種となりました。次回は令和４年１月14日

（金）～予定しています。
（文責　職員係　渡辺　真衣）

スムーズに実施！

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大泉事務部長 髙橋看護部長12
December 管理診療会議報告

令和３年
12月９日

開 催

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
・令和２年度臨床研究部実績ポイントについて、
例年５月に実績報告し結果が11月となってい
ます。当院は臨床研究部では３位となりまし
た。この結果を元に助成研究を行っており、今
年度の応募課題が40題で昨年度の54題より
少なくなっています。また、インセンティブに
ついては、実績ポイントが高い診療科に配分
し、応募課題を学会発表した場合には追加で助
成を行っております。
・臨床研究優秀論文賞の応募を5部門に分けて行
います。なお、SMCJに投稿されている論文は
自動的に候補論文といたします。令和４年１月
14日（金）締め切りとなりますので応募をよろ
しくお願いいたします。
○ご意見・ご要望に対する対応状況について
・11月の投書では、入院パンフレットについて
投書がありました。パンフレットについてはコ
ロナの影響もあり少し内容に齟齬が生じていま
す。内容を改定する方向で調整しております。

３．高橋看護部長
○入退院支援センターの稼働状況について
・10月より入退院支援センターが稼働しており
ます。10月は80名、11月は150名の患者
様の対応しており、当初は４診療科から運用を
開始しましたが、現在は11診療科で行ってお
ります。その中で入院中の生活を説明する時に
は、パスを使った説明を行っております。パス
の改訂が必要な診療科が見受けられますので先
生方と病棟でご相談頂き、改定を進めて頂くよ
うお願いいたします。

４．大泉事務部長
〇国立病院機構職員の倫理について
・国立病院機構職員の倫理について、倫理監督者
である理事長からメッセージがありました。
「患者さんの目線に立ってインフォームドコンセ

ントを適切に行い、患者さんにとって良き医療を
実施し、患者さんの人権やプライバシーを守り、
虐待は行わないといった医療人としての倫理規
範に基づいて行動していただきたい」とのこと
です。

〇年末年始における綱紀の厳正な保持について
・年末年始は自宅等で飲酒する機会があると思い
ますが、飲酒運転並びに交通事故など絶対起こ
さないよう綱紀の厳正な保持はもとより交通法
規の遵守の徹底をよろしくお願いします。

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

６．その他
鈴木臨床検査科長
○ISO15189訪問審査（臨床検査科）
・令和３年12月15日（水）から16日（木）に訪
問審査が行われます。

手島総合品質管理推進部長
○TQM推進室からのお知らせについて
・品質マネジメントの維持審査が、令和４年２月
15日（火）から２月17日（木）までの3日間
行われます。令和４年１月には内部監査フォ
ローアップ研修、重点課題報告会、令和４年２
月にはマネジメントレビューがあります。

鈴木臨床研修部長
○研修医当直（内科、外科、脳神経当直）について
・現在研修医当直は、内科、外科、脳神経当直の
それぞれの診療科に研修医が付くようになって
います。同時に複数の患者が来たときに対応で
きないことがあり、特定の診療科に属さずに動
けるように体制を変更いたします。令和３年
12月13日（月）から運用開始いたします。

（文責　庶務班長　小山　綾子）

地
域
医
療
連
携
室
だ
よ
り

　◇上之原院長挨拶◇
○令和２年度病院評価結果について
・機構本部から令和２年度病院評価結果の通知が
ありました。令和元年度から評価指標が変更さ
れ、令和2年度の経営面は元年度の評価「B」か
ら評価「AA」となり、機構500床以上の病院
で１位という結果となりました。

　また、医療面では元年度評価「B」から「A」に
ランクアップし、機構全病院で１位という結果
でした。職員の皆様のご協力に感謝します。

○大崎八幡宮　どんと祭裸参りへの参加について
　令和４年１月14日（金）に大崎八幡宮のどんと
祭裸参りに参加することとなりました。今年は
コロナの影響で参加を見合わせましたが、現在
コロナの状況が落ち着いている状況を考慮し参
加することとしました。なお、コロナの感染状
況が変わった場合、参加を取りやめる場合もあ
りますのでご了承ください。

　◇議　題◇
１．篠崎副院長
○新型コロナウイルス対策本部からの報告について
・現在、全国的に新型コロナウイルス感染症の流行
が落ち着いていることから、面会などの対応を変更
しております。また、例年であれば、職場単位での
忘年会、新年会を企画する時期ですが、現在職員
の皆さんには「職場単位の飲食、接待を伴う飲食店
の利用、カラオケ等、感染リスクが高い宴会等は自
粛対象」としています。本措置は、病院職員が感染
した場合に想定される診療制限等、当院の運営に
大きな影響を及ぼす恐れがあること、また、患者の
安心・安全を考えての措置であることをご理解い
ただき、年末年始も引き続き対応をお願いします。
○情報セキュリティ研修受講状況について
・情報セキュリティ研修は、全職員が研修受講す
ることが求められております。報道等により
「ランサムウエア」ウイルスの問題が取り上げら
れております。全職員受講するよう、よろしく
お願いいたします。

　今回は「難病医療費助成制度」のご紹介をさせていただき
ます。
　難病医療費助成制度の対象疾病（指定難病）は2021年
11月より338疾病に拡大しています。
　指定難病と診断されただけでは助成が受けられません。申
請手続きを行い、認定を受ける必要があります。

都道府県の窓口
（保健所など）

難病指定医

臨床調査個人票
を持参

臨床調査個人票
を記載

申請書類一式を
提出

医療受給者証を
交付

※仙台市以外にお住まいの方は
　この他にも必要となる書類が
　あります

★受給者として認定された場合、申請日に遡って助成を受け
ることが出来ます。申請日より前に受けた医療は助成の対象
となりませんのでご注意下さい。
★医療費の助成が受けられるのは、都道府県が指定した「指定
医療機関」で受けた指定難病の治療に限られます。風邪や怪
我など指定難病以外の治療でかかった医療費は助成されま
せんのでご注意下さい。

（文責　地域医療連携室　加藤）

注意事項

★新規に認定された場合…申請のあった日から最初に到達す
る9月30日まで

★更新の場合…毎年10月1日から翌年9月30日まで

受給者証の有効期間

申請に必要な書類

１ 支給認定申請書 ３ 保険証のコピー

２ 臨床調査個人票 ４ マイナンバー確認書類
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NEXT

職員の輪感染対策室

我が家の
アイ
 ドル
【アイドルNo95】藤井家の巻

私の
ペット

自慢・趣味
宝物・夢

【ペット】チワワ

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。

　内科専攻医大塚先生よりご紹介いただきました、職員係長の武
藤と申します。
　当院での勤務は５年目で、令和２年度から主に臨床研修・専門
研修の業務を担当しています。
　初期研修医・専攻医の先生方と関わることが多くなり、良い刺
激を受けながら、お仕事させていただいております。
　コロナ禍なので先生方と飲む機会が無いのが１番残念です。お
酒は非常に弱いですが、終息したら是非誘ってください。
　最近休日に釣りを教えてもらって行くようになりましたが、１
人で釣れるようになるまでの道のりは中々遠そうです。じっくり
いきたいと思います。
　仕事に限らず是非お声がけいただけると嬉しいです。どうぞよ
ろしくお願いします。

　1歳5 ヶ月の美緒です。
歌と踊りが大好きで、いつも元気いっぱいに走り回っています。
腕を広げて待っていると、飛び込んできてくれるのがとて
もかわいいです。
　名前を呼ぶと「はーい！」と大きな声でお返事してくれます。
　これから色々な言葉を覚えて、おしゃべりする日が楽し
みです。 （企画課　藤井　美聡）

　医師事務作業補助者の伊藤葉月さん
です。今年度より感染対策室で勤務
頂いています。持ち前の明るいキャ
ラクターと抜群のセンスで、感染
対策室の活動を大きく支えて頂
いています。実は、感染対策
室の企画や研修のポスター
は、ほとんど伊藤さんのア

イディアによるものなのです。いつも、ありがとう
ございます。これからもよろしくお願い致します！

◆イチ押しさん◆

わ

職場訪問リレー

　契約係よりバトンを受け取りました感染対策室です。
感染対策室では患者、職員の安全のため、日々の感染対策の標準化と実践に向けて活動してお
ります。現在のコロナ禍においては、新型コロナウイルス対策本部の指導のもとで当院の水際
対策から、患者・職員の陽性者発生時職員対応など様々な点で活動させて頂いております。
　感染症はCOVID-19だけではありません。どのような感染症も、薬剤耐性菌も、感染対策の基本
を病院全体で実施していくことが必要です。今後とも、感染対策に皆様のお力をお貸しください。
　頂いたバトンは、このコロナ禍で病院の対策を行うにあたり、物品、設備をはじめ
様々な所でいつも助けて頂いている、クリーン隊の皆様へ繋ぎます！

（感染対策室係長　石栗　広志）

おじゃましまーす
契約係から感染症対策室へ

初期研修医の
佐藤あかり さん
紹介理由：医学生向

け の 病 院 説 明 会
（WEB）を行ったときに、楽しい

お話を色々と伺いました。たく
さん引き出しを持っている感じ
がしましたので、是非！

【職員・厚生係長】武藤　桂太

　2020年４月12日生まれの女の子「文旦」です。身体能力
が高い、アスリート、おてんば娘で、椅子を踏み台にして、
テーブルにまで登ってしまう猫みたいな犬です。先住犬の

「メロン」に全く遠慮せずに、自分の好きなように生きていま
す。でも、甘え上手でかわいいので、許してしまう。寝ている
ときは天使のようにかわいいです。 （外科医師　遠藤　文庫）

ぶんたん

平成24年１月１日10
年前の出来事

　平成24年(2012年)１月１日から、新病院情報シス
テムが更新され稼働開始になりました。稼働当初は

使い勝手が悪く感じましたが、徐々に慣れて
いくと同時に高い能力が発揮されて

いきました。

新病院情報システム稼働
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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

令和３年12月【一日平均患者数】

539.6
509.7
▲29.9

532.1
499.4
▲32.7

999.7
1,043.0

43.3

945.3
983.3

38.0

１月の主な行事１月の主な行事

編集後記

2022年
仙台医療センター

Vol.195

４日㈫

▲

仕事始め

13日㈭

▲

管理診療会議

14日㈮

▲

どんと祭

18日㈫

▲

QCサークル活動予選発表会

　　　　ポスター掲示

19日㈬

▲

QCサークル活動予選発表会

22日㈯

▲

東北HIV歯科連携協議会

25日㈫

▲

重点課題活動報告会

◆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

　昨年は新型コロナの第３波の対応に始まり、ワクチンの
先行接種、第４波、第５波さらにはクラスター…、そんな
中にあっても10月には国立病院総合医学会の開催、と全力
で走り続けた日々が続きました。幸に10月半ばから小康状
態が続いていますが、オミクロン株の忍び寄る影にまだま
だ安心ができません。新たな年には「レジリエンス」を発揮
し、みなさまが笑顔で過ごせる、そんな一年となることを
心より祈っています。 （K）

平和な良い１年になりますように
笑う門に福きたる

病院ヘリポートから見える日の出

12月８日付
辞 職 視能訓練士（非常勤職員） 福　田　友　美 （当院期間職員へ）

12月９日付
採 用 視能訓練士（期間職員） 福　田　友　美 （当院非常勤より）

12月15日付
採 用 看護助手（非常勤職員） 山　田　和　美

12月31日付
辞 職 眼 科 医 師 瀧　澤　廣　輝 （米沢市立病院へ）

〃 看 護 師 板　東　七　海 （９階東病棟）
〃 看 護 師 鈴　木　志　歩 （６階西病棟）
〃 看 護 師 結　城　真　由 （８階西病棟）
〃 看 護 師 徳　永　祐　子 （救命救急センター）
〃 看 護 師 相　澤　星　奈 （８階西病棟）
〃 看 護 師 富　田　千　咲 （５階西病棟）
〃 一 般 職 員 今　田　拓　海 （庶務係）
〃 救 急 科 専 攻 医 佐　藤　　　望 （栗原中央病院へ）
〃 脳 神 経 外 科 専 攻 医 本　田　赳　善 （東北大学病院へ）
〃 放 射 線 科 専 攻 医 李　　　　　麗 （東北大学病院へ）
〃 看護師（非常勤職員） 大　内　真那美 （外来係）
〃 医師事務作業補助者 庄　司　　　恵

１月１日付
採 用 眼 科 医 師 小犬丸　直　弘 （東北大学病院より）

〃 放 射 線 科 専 修 医 山　森　瑛　子 （東北大学病院より）
〃 病 理 診 断 科 専 修 医 原　嶋　祥　吾 （東北大学病院より）
〃 内 科 専 攻 医 飛　田　将　宏 （栗原中央病院より）
〃 内 科 専 攻 医 菅　原　優　里 （岩手県立磐井病院より）
〃 救 急 科 専 攻 医 高　柳　義　哉 （仙台市立病院より）
〃 脳 神 経 外 科 専 攻 医 岩　本　憲　宏 （広南病院より）
〃 心理療法士（期間職員） 石　飛　綾　那
〃 看護師（非常勤職員） 村　上　紗　英 （救命救急センター）

勤 務 配 置 換 看 護 師 三　浦　麻　衣 （外来→看護師）

19



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

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
４
年
１
月
１
日
現
在

令
和
４
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 上野　孝之／佐藤　良太 在原　善英 ― 新妻さつき 櫻井華奈子／上野　孝之 新患受診の際は紹介状をお持ちください。

再 来 在原　善英／上野　孝之 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
上野　孝之

再来は完全予約制
第１・３・５　金曜日　安藤　重輝
第２・４　　　金曜日　上野　孝之

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／高橋　広喜 鈴木　森香／高橋　広喜 鈴木　森香／中川　　孝 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 ― ― ― 白井　剛志 ― 第１・３木曜日13：30 ～　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 櫻井　一貴／猪股美津恵 齋藤　　慧 第1・３木曜日　櫻井　一貴　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 鈴木　朝子／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
小西　俊道 齋藤実奈子 岡崎　伸郎／三輪　真也 ― 岡崎　伸郎／三輪　真也

小西　俊道

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
小西　俊道 菊池　　孝 岡崎　伸郎 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 交替制 交替制 ― 交替制 交替制
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 木村　憲治 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 ―

循環器
内 科

新 患 髙橋　佳美 篠崎　　毅 笠原信太郎 江口久美子 黒瀬　裕樹 第3月曜日　新患　黒瀬 裕樹　　第3金曜日　新患　髙橋 佳美
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
院内紹介の際はご連絡ください。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 前原菜美子 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 小山　　淳 手島　　伸 遠藤　文庫／湯目　　玄 島村　弘宗 林　　洋毅 木曜新患　9：30受付開始

第１・３・５　水曜　遠藤 文庫　第２・４　水曜　湯目 玄

再 来 大島有希子 湯目　　玄 手島　伸／染谷　崇德
千葉　和治 林　　洋毅／髙舘　達之 島村　弘宗／遠藤　文庫

小山　　淳 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 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木曜 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 ― 衛藤　俊光 勝盛　建雄
大柳　　琢 衛藤　俊光 ― 清水　源太 ―

― 装　具 骨粗鬆症 ※1 小児股関節 ※2 装　具

形 成 外 科 鳥谷部荘八／三浦孝行
下寺佐栄子 ― 鳥谷部荘八／下寺佐栄子 ― 三浦　孝行／下寺佐栄子 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／江面　正幸 斉藤　敦志／江面　正幸 江面　正幸／斉藤　敦志 江面　正幸／坂田　洋之 新患受診の際は紹介状をお持ちください。

再 来 江面　正幸／斉藤　敦志 上之原広司／坂田　洋之
江面　正幸 上之原広司／斉藤　敦志 江面　正幸／鈴木　晋介

坂田　洋之 江面　正幸／坂田　洋之 木曜　鈴木　晋介　午後のみ

呼 吸 器 外 科 羽隅　　透／柴田　沙織 ― 星　　史彦／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 ～
毎週木曜日 10：00 ～再 来 ― ― ― 高橋　麻子 ―

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 武田　佳奈 ― 飯澤　　理 武田　佳奈 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　真彦 米谷　重俊 齋藤　英郎／米谷　重俊 佐藤　真彦 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　真彦 佐藤　真彦

産 科 柏舘　直子 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 大山　喜子

眼 科
午 前 野呂　　充／土山　麻貴

藤岡　俊亮／小犬丸直弘
野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／小犬丸直弘

野呂　　充／小犬丸直弘
大学応援医師

野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／小犬丸直弘

野呂　　充／土山　麻貴
藤岡　俊亮／小犬丸直弘

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／小犬丸直弘 ― 小犬丸直弘 ― 野呂　　充／土山　麻貴

藤岡　俊亮／小犬丸直弘 午後は完全予約制

耳 鼻 咽 喉 科・
頭 頸 部 外 科

交替制
舘田　　勝／八木　一剛 交替制 橋本　　省／石田　英一

八木　一剛／山内　康成
舘田　　勝／石田　英一

山内　康成 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／北村　　淳
黒田佳奈子／齋藤あいみ

後藤　　哲／北村　　淳
長谷　昌尚／黒田佳奈子

齋藤あいみ
（予約のみ） 後藤　　哲／北村　　淳

黒田佳奈子／齋藤あいみ
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（1/4,1/18）
中尾　真理（1/11,1/25） ― 中尾　真理

（1/6,1/13,1/20,1/27） ― 入院患者のみ
交替制


