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清野 仁 

－２３号－ 

良い医療を安全に、心を込めて 基本理念 

独立行政法人国立病院機構 宮城病院 

新 年 の ご 挨 拶 

 新年明けましておめでとうございます。皆様には清々しい、希望に満ちた新春をお

迎えのことと、お慶び申し上げます。 

 木村 格前院長のご退職に伴い、１２月５日付けで病院長を拝命し、早一カ月が経過

しましたが、まだまだ“院長“と呼ばれることに違和感を感じつつ、”院長業務”に、

診療に従事する日々を送っております。また、副院長には１月１日付で久永欣哉臨床

研究部長が就任し、新しい年を、新体制でスタートすることになりました。合わせて

宜しくお願い申し上げます。 

 さて、昨年は、病院の創立７０周年、国立病院機構発足５周年という節目の年とな

りましたが、まさに活気あふれる１年でした。１月には２棟１８戸のリース宿舎の工

事に着手、３月末に完成、４月には全戸に入居、利用していただくことができまし

た。また、２月には、当院として前年に初めて取り組みを開始したＱＣサークル活動の発表会を開催する運

びとなりました。さらに地域医療連携室が主催する仙南カンファレンス、地域医療連携学術講演会は、大勢

の職員、地域の医療に従事されている方々に参加していただき、会場があふれる程の盛況でした。秋には、

第６３回国立病院総合医学会が仙台で開催され、当院は副会長施設として学会の運営にあたり、成功裏に終

えることができました。 

 一方、経営的にも、平成１７年度の大きな危機を乗り越え、平成２０年度の決算は、独立行政法人化以降

で最大の黒字幅を計上し、平成２１年度も引き続き堅調に推移することができています。これもひとえに職

員一人一人が高いモチベーションとＡｃｔｉｖｉｔｙをもって各々の業務に従事してくれたこと、そして地

域住民の方々や、連携していただいている診療所、病院の支えがあってのことと、この誌面を借りて改めて

感謝を申し上げる次第です。 

 今年も新年早々から、新病棟建設の最終的な承認が下り、３棟目のリース宿舎（１２戸）の建設着工も決

定しております。大いに夢のもてる一年になることを期待したいと思います。 

 とはいえ、国内外の情勢をみますと、長引く景気低迷、雇用不安、日米間に横たわる基地問題など、諸問

題、不安材料が山積し、医療を取り巻く環境も相変わらず厳しい状況下にあります。今般、障害者自立支援

法「廃止」も決定的となりましたが、その後の制度も不透明のままです。さらに国立病院機構病院の将来に

向けた方向性の検討など、多くの課題が待ち受けています。政権交代がアゲインストになるかフォローの風

になるか、何はともあれ、本年も当院の基本理念である“安全で心を込めた良い医療”を実践すべく「健全

でゆとりのある経営の強化」を最重要の努力目標として掲げて行きたいと考えております。 

 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

清野 仁 



 

 

リース宿舎ベルジュ３号館  地鎮祭を挙行 

 リース宿舎ベルジュ１・２号館の追加整備として、今般整備予定のリース宿舎の地鎮

祭を１２月２５日（金）に行いました。大安吉日とクリスマスという日柄と良い天候に

恵まれた中、工事の安全と整備宿舎の厄除けの縁起を込めて、鎌入れを清野院長が古式

に則り行いました。 

 今回整備するリース宿舎はベルジュ３号館と命名され、１・２号館で好評であったペ

アガラス（冬は暖かく結露も発生しにくく断熱性に優れ、防犯機能も併せ持った仕様の

窓）を防音対策効果も合わせもったものへ変更するなど、より良い住環境になるような

仕様とした全室南向きの１２戸となります。 

 リース宿舎は、独身看護師の入居を予定としており、電子ロックキー、防犯合わせガ

ラス、クレセント錠、サブロック等防犯対策を充実させたリビング、ベットルーム、キッチン、浴室、トイレ、

洗面所、バルコニーを設けた１ＬＤＫタイプとなっています。 

（後筆） 

 リース宿舎の建設にあたり、国道沿いの桜並木を一部伐採したことによる災い（？）な

のか、昨年宿舎一帯から大量の雨水が国道に流れ込み、通行する方にご迷惑をかけたこと

を教訓に、今回の宿舎整備に合わせ雨水対策整備も行います。（今度は大丈夫かな？） 

＜宿舎の概要＞ 

○居室の面積 １戸あたり約３３㎡ 

○月額家賃  ４５，０００円～４６，０００円（共益費なし） 

       （住居手当２２，０００円～２２，５００円が支給されますので、 

       実際の負担額は２３，０００円～２３，５００円となります。） 

       ※敷金・礼金・更新手数料・仲介料は不要 

(業務班長 坊山 光良） 

インドネシア人看護師候補者を迎えて 

 平成２２年１月１５日(金)、インドネシア人看護師候補者の６ヶ月間にわたるＥ

ＰＡ事前研修が修了式を迎えました。１月１６日(土)からは当院の職員として勤務

し、また日本の看護師資格の取得を目指していきます。 

 当院では２１年度の始まりとともに、経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看

護師の受け入れ機関として登録を受けました。６月には受け入れる候補者が２名決

まりインドネシアで７月から４カ月間にわたり１７３名の中で日本語の猛勉強が始

まりました。 

 １１月１２日(木)、いよいよ日本に来日し翌日から箱根の研修センターで朝８時から夜９時まで日本語の勉強

を続け、たくさんの漢字も覚えました。また、同時に日本の文化に触れながら日本での生活に慣れてきているよ

うでした。お正月にはもちつきの行事に参加したり、年賀状を送ってくれました。私は修了式に参加させて頂き

ましたが、候補者の皆さんは達成感と次への期待でとても輝いていました。 

 この日を迎えるまでには長い間、家族と離れ、社会や文化の違った環境の中で不安や心配をたくさん乗り越え

てきたと思います。特に９月に起きたスマトラ沖地震で、たくさんの人がショックや被害を受けながらも翌日に

は青空の下で勉強を開始したと聞きました。そんな仲間がそれぞれのバスに乗り離れ離れになるときがくるとみ

なさん涙でいっぱいでした。その姿に改めて私も職員の仲間として笑顔で仕事ができるようサポートしていきた

いと思いました。私たち職員の仲間となるのは、リタ・レトナニンテアスさんとヤントリさんです。とても明る

く、周囲の人を大切に思う優しい気遣いをする人達です。 

 これから仕事を通して日本語を学習し看護師国家試験に合格できること、看護専門用語を理解して職場に適応

できること、日本の生活習慣を学び、健康的な日常生活が送れることを目標にして病院全体でサポートしていき

たいと思います。何よりもコミュニケーションを通しお互いに理解し合うことが大事だと思っています。そして

国を超えて看護の交流ができることを楽しみにしています。他職種の方々にもお世話になることがあると思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 今回、候補者の受け入れ準備にあたり、職員の方々にはたくさんの生活用品の提供を頂き候補者とともに感謝

申し上げます。                               (副看護部長 中野 良子) 



 

 

紹介医療機関  （１２月末日現在） ご紹介ありがとうございます。 

 ・松村クリニック（８３件)           ・公立相馬総合病院（６５件) 

 ・みやぎ県南中核病院（４９件)         ・平田外科医院（４２件) 

 ・東北大学病院（４２件)             ・金上病院（３７件) 

 ・三浦クリニック（３６件)           ・仙台厚生病院（３４件) 

 ・仙台医療センター（３４件)          ・広南病院（３３件)       

       上位１０医療機関のほか、県内外１９３医療機関からご紹介いただいております。 

～ ク リ ス マ ス 特 集 ～ 

 関係者や職員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

クリスマス聖歌隊 

 １２月２２日(火)、恒例の宮城病院クリスマス聖歌隊が結成され、各職場か

ら大勢の有志が集まりました。大会議室で様々な扮装に趣向を凝らして各病棟

を回りながら、メッセージカードを配付しました。サンタやクリスマスツ

リー？に扮した職員有志のみなさんには、普段見せ

ないとてもかわいらしい一面をご披露していただき

ました。 

 今年は、ギターが２人、フルート１人、コーラス

美女多数という編成で全病棟を回りました。患者の皆様には快く迎えていた

だき、また、病棟スタッフの方々にもご協力いただき感謝申し上げます。 

 来年は、もっともっと喜んでいただけるよう、さらに明るく、さらに楽し

く行いたいと思います。聖歌隊への参加をお待ちしております。 

（職員係長 舞原 範夫） 

病棟コンサート 

 １２月２４日(木)、神経難病センター多目的ホールにて第２５回宮城病院病

棟コンサートが開催されました。第１回の病棟コンサートが開催されてから、

早いもので９年目に入り、今回はクリスマスコンサートということでクリスマ

スにちなんだ曲と、少し気が早いお正月にちなんだ曲を含むプログラムといた

しました。 

 今回も山元町内でピアノ教室を開いていらっしゃる伊藤守先生（ピアノ）、

奥様で尚絅学院大学講師の京子先生（ピアノ）、のご協力をいただきました。

いつもいつも、本当にありがとうございます。他にも多くの方々のお力添えをいただき、患者様、ご家族

の皆様に喜んでいただけたコンサートとなりました。 

 次回は３月に、春のコンサートを企画いたします。どうぞよろしくお願

い致します。              (言語聴覚士長 高橋 信雄） 



 

 

月 火 水 木 金

清野　　仁 清野　　仁 清野　　仁

志澤　聡一郎 志澤　聡一郎

米地　　稔 米地　　稔 米地　　稔 米地　　稔

仙台医療センター医師

新　　患 今井　尚志 清水　　洋 久永　欣哉 田郷　英昭 大隅　悦子

今井　尚志 今井　尚志 田郷　英昭 久永　欣哉 清水　　洋

大隅　悦子
平岡　宏太良
（高次脳機能障害）

芦野　有悟

星　　信夫 星　　信夫 星　　信夫 星　　信夫 星　　信夫

堀川　雅浩 大島　武子 堀川　雅浩 大島　武子 堀川　雅浩

午　　前 堀川　雅浩 大島　武子 堀川　雅浩 大島　武子 堀川　雅浩

小島　誠一

（13時から）

芳賀　　盛
（隔週14時から）

澤村　　武

東　秀子

隔週交代
（13時30分～）

安藤　肇史 安藤　肇史 安藤　肇史 手術日 安藤　肇史

東北大(第4木)

大隅　悦子

齋藤　　佐 齋籐　　佐 齋藤　　佐 齋藤　　佐 齋藤　　佐

中原　寛子 中原　寛子 中原　寛子 中原　寛子 中原　寛子

パーキンソン病外来
久永　欣哉

今井　尚志
清水　　洋 久永　欣哉 田郷　英昭 大隅　悦子

ＡＬＳ外来 今井　尚志 今井　尚志

もの忘れ外来 平岡　宏太良

漢方外来 志澤　聡一郎 志澤　聡一郎

頭痛外来 今井　尚志 清水　　洋 久永　欣哉 田郷　英昭 大隅　悦子

未　　　　　　定

小児アレルギー

（堀川　雅浩）
(第1･3)乳児健診

消化器科

療育相談

（大島　武子）

整形外科

脳神経外科

診療科別

形成外科

神経内科
再　　来

内　科

専門外来

リハビリテーション科

外　科

呼吸器科

循環器科

アレルギー科

歯　科

小児科
午　　後

皮膚科

①受付時間は８：３０～１１：００です。 

③初めて当院を受診される方は、他の医療機関から

の紹介状をお持ちください。紹介状がなくとも受診

はできますが、その場合初診時に２，６２５円を負

担していただくことになりますので予めご了承願い

ます。 

②土曜日・日曜日・祝日・休日及び年末年始（12月

29日～１月３日）は休診です。 

 ただし、救急の方は随時受け付けいたします。 

 お問い合わせ先 ０２２３－３７－１１３１  

－２３号－ 

受診される方へ 交通のご案内 
●自動車でおいでの方● 

■仙台方面から■ 

■相馬方面から■ 

国道6号線を仙台方面に向かい、宮城・

福島県境から約10分です。 

●交通機関をご利用の方● 

■仙台方面から 

■相馬方面から 

ＪＲ常磐線山下駅下車、タクシーで約5分 

ＪＲ常磐線坂元駅下車、タクシーで約5分 

 診療案内            平成２２年１月１日現在 

仙台市中心部から南へ約４０km、国道４

号線と６号線の分岐点から南へ 

約２０km、国道６号線３１４．５kmポイ

ント（標識）が目印です。 

高速道路ご利用の場合、常磐自動車道山

元ＩＣで降り、国道６号線を相馬方面へ

南下。山元ＩＣから約５㎞。 


