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平成 29 年 2 月 17 日（金）ホテルメトロポリタンにて、第 3 回ＪＣＨＯ仙台南病院｢連携の集い｣を開催致しました。当日は地域の先

生方、医療従事者を含め 43 施設 113 名様ご参加を頂きました。第１部特別講演では、｢総合診療医の養成｣と題しまして、独立行政法人

地域医療機能推進機構顧問で、総合診療医の徳田安春先生よりご講演頂きました。第 2 部情報交換会では地域包括ケアシステム構築に向

け、登録医の先生方より沢山のご意見を頂戴しました。この貴重なご意見を今後の運営に反映させていきたいと思います。      

 

病院図書新着状況      

タイトル 特集記事内容 タイトル 特集記事内容 

胃と腸 消化器官内分泌細胞腫瘍の新知見 看護管理 経験学習 

肝胆膵 今 ＬＰＭＮをどう診るか オペナーシング 器械出しロードマップ 

手術 炎症性腸疾患の手術治療を極める 医療と介護 next     地域医療の構想とリハビリの意外な関係 

消化器外科 胃癌･大腸がんに対する腹腔鏡下手術 消化器外科 nursing 新人ナースのための消化器外科看護 

心臓 重症下肢虚血をめぐる最近のトピックス INFECTION CONTROL 新入職者研修セット 

心エコー ここまではここからは専門医紹介のタイミング コミュニティケア 訪問看護ステーションの後継者の育成 

整形災害外科 整形外科医に必要な技師装具の知識 へるすあっぷ 21 行動を変えるアプローチ 

泌尿器外科 泌尿器科における最新の画像診断と画像支援治療 MedicalTechnology 初歩から学ぶ分子標的治療のための免疫組織化学 

臨床泌尿器科 備えて安心泌尿器外傷の管理マニュアル medicina トリコになる丌整脈 

臨床外科 消化管吻合アラカルトあなたの選択は？ 栄養と料理 栄養バランスごはん 

臨床整形外科 特集なし 設備と管理 完全図解 ビル管理技術者のための消防設備の基礎知識 

臨床雑誌整形外科 特集なし 臨床画像 最近のがんの核医学診療その進歩とこれから 

臨床消化器内科 消化管出血に対する診療 RadFan 画像医学は今 

心エコー 虚血性心疾患を病態生理から理解する 月刊薬事 電解質･酸塩基平衡異常 

理学療法 回復期リハビリテーション病棟における現状と課題 薬局 認知症対応力のエッセンス 

臨床リハ リハビリテーションにおけるＤＶＴ対策 Clinical Engineering 呼吸療法入門 

作業療法ジャーナル 地域で役立つＯＴになるために―介護予防編 Arthritis＆Rheumatism 特集なし 

臨床栄養 歯と口をもっと知ろう！ JACC 特集なし 

ナーシングビジネス 「いいとこどり」スタッフ教育の知恵と技 NE.GM 特集なし 

看護管理 経験学習 Circulation 特集なし 

医療と介護 next     地域医療の構想とリハビリの意外な関係     

※ 登録医の皆様には、病院図書をご利用頂くことができます。ご利用時間は９時から 17 時までとなります。 

尚、ご利用に際しましては事前に地域連携室までご連絡をお願い致します。 
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ご挨拶 

院長 朝倉 徹 

平素より登録医の皆様には大変お世話になっております。若葉の鮮やかな季節

となりました。2 月に開催致しました当院主催の「連携の集い」には多数の先生

方に御参列頂き職員一同心より感謝申し上げます。 

さて当院も独立行政法人地域医療機能推進機構：JCHO に移行し 4 年となり

ますが、医療と介護を取り巻く環境は日々変化しており、対応に苦慮する昨今であります。 

「連携の集い」のテーマに取り上げた総合診療医でありますが、JCHO としては専門医制度に先

駆けて JCHO 総合医制度が立ち上がりました。後期研修程度を終えた医師が対象であり全国で数名

ではありますがいよいよ初年度研修が始まります。当院は内科や消化器系の専門研修を提供する施

設となっております。 

新年度から内科・消化器内科に 2 名の医師が着任致しました。田母神医師は血液内科専門医では

ありますが内科全般を担当します。大友医師は消化器内科を中心に担当します。 

また準常勤ではありますが内科医師として齊藤医師も 2 月から勤務しています。スタッフの増加

によって今まで以上に急患対応も積極的に行って参ります。 

地域包括ケアについては既に東中田地区の高齢者連携の会などが発足しておりますが、今後は地

域で高齢者を支えるために地域包括支援センターなどとの連携を取っていくことが重要と思われま

す。医療・介護・福祉にかかわる全ての人間が、より一層の連携を強めて有機的に関わる仕組み創

りをしたいと思いますのでご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

[ 病 院 の 理 念 ]    

本院は、地域社会における中核的な先進医療保健施設として、地域医療の充実と国民保健の向上に 

貢献します。  

[病院の基本方針 ]   

1. 急性期医療を担う地域の中核病院として、安全かつ良質な医療を行うために適切な説明と同意に

基づいたチーム医療を推進します。 

2. 地域の医療・介護福祉施設と連携を図りながら高齢者にも対応できる幅広い医療を提供します。 

3. 個人情報は厳格に保護し、診療内容に関しては真実説明で対応します。 

4. 全職員が自己研鑽に励みながら一丸となって地域医療に取り組みます。 

 

絆 



認定看護師より 
 

認定看護師として活動を始め 5 年目を迎えました。当院の糖尿病診療チーム活動も

軌道にのり、糖尿病および合併症の１次予防・２次予防のために生活習慣病教室を毎

月開催しております。又、毎週火曜日には早期腎症を含めた糖尿病腎症の方を対象に

糖尿病専門医、管理栄養士(CDEJ)と協働して「糖尿病透析予防指導」を行い、その他

足や爪の変形でお困りの方には「フットケア」及び「予防のためのセルフケア指導」

を行っています。 

専門的な知識をもとに、生活習慣改善に向けて患者さんお一人お一人の身体的・ 

心理状態・社会的状況を理解した上でのご提案と、丁寧なケアを心がけております。 

 

 

 

 

 

 

・・・・就任のご挨拶・・・・ 

4 月より独立行政法人国立病院機構いわき病院から異動してまいりました。これまでは国

立病院機構である仙台医療センターや、仙台西多賀病院等に勤務し、ＪＣＨＯ仙台南病院は

初めてとなります。ＪＣＨＯは、地域医療、地域包括ケアの要として、地域の方々の多様な

ニーズに応え、地域住民の生活を支えることを使命としております。当院はＪＣＨＯに移行

して 4 年目になりますが、地域の先生方や住民の皆様から信頼される病院を目指しており

ますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

   ・・・・新任医師紹介・・・・ 

平成 29 年 4 月からお世話になっております。宮城県出身で、東北大卒業後、これまで血

液疾患の患者さんを中心に診療して参りました。これからは、これまでの経験をいかせると

ころはいかしながら、専門を超えて地域で必要とされるような医療を広く実践し、地域の皆

様のお役に立てるよう頑張って参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

〈所属学会・資格等〉 

日本内科学会、日本血液学会、日本造血細胞移植学会 

総合内科専門医、血液内科専門医、緩和ケア研修会修了 

 

平成 29 年 4 月 1 日に 2 年間勤務した総合南東北病院（郡山市）より着任致しました。

15 年前にこの病院の前身である宮城社会保険病院に急性胃腸炎で入院したこともあり、こ

の度消化器内科として勤務させて頂くことになり丌思議なご縁を感じつつ、また光栄に思っ

ています。内視鏡検査・治療を中心に消化器内科として、また健康寿命や QOL（生活の質）

を診ることができる内科医として診療を行っていきたいと思っています。微力ではございま

すが、地域の皆様の力になれるよう努力して参りますので宜しくお願い申し上げます。 

〈所属学会・資格等〉 

日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、 

日本内科学会認定内科医 

 

 

本年 2 月から非常勤で働かせて頂いております。宮城県で働くのは初めてで、4 年ほど

急性期医療から離れていたこともあり、わからないことが多く、周りの先生方やスタッフの

皆様に教わりながら勤めております。迅速な診療には程遠い状況ですが、今後、少しでも地

域医療に貢献できればと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。 

〈所属学会・資格等〉 

日本内科学会、日本リウマチ学会、日本消化器病学会、総合内科専門医 

 

 ・・地域連携室スタッフ紹介・・ 

  ４月にＪＣＨＯ仙台病院より参りました。地域の先生方、患者様のお役に立てるよう精一杯頑張りたいと思いますので

宜しくお願い致します。                               地域連携室  早坂 雅美 

 

 

            午後診療のお知らせ 

平成 29 年 5 月 8 日（月）より 

●診療科：  内科・外科   

●受付時間：13：00 から 16：00 まで 

月曜日から金曜日までの平日（祝日除く） 
 

※地域連携室へご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 132回 ＮＳＴ勉強会のお知らせ 

テーマ：①認知症と嚥下障害 ②プロバイオティクスについて他  

 

日時  平成 29 年 5 月 23 日（火）17：30～ 約 1 時間の予定 
 

場所  当院 3 階  
 

講師  ①仙台南病院附属介護老人保健施設 言語聴覚士 情野 

②ミヤリサン製薬株式会社 
 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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