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～病院の基本理念～ 
満足と納得が得られる医療の実践 

～ 基本方針 ～ 
●患者さんの安全と安心を第一に考える医療を実践します。 
●患者さんの権利を尊重し、思いやりのある医療を実践します 
●科学的根拠に基づく質の高い医療を提供します。 
●地域の方々と勤労者の健康管理を支援します。 

 この度、新院長となりました徳村です。はじめての方も多いと思いますので自己紹介

がてら一言御挨拶を申し上げます。私は、昭和53年に医学部を卒業し当院の外科と

麻酔科にて計2年半初期研修しました。その後東北大学病院および関連病院で研鑽

後、再び当院外科へ戻り、ここ16年間は副院長兼外科部長として勤務してきました。

計40年間、消化器外科なかでも胆道疾患、内視鏡外科、ヘルニア手術、癌の医療、救

急疾患そして一臨床医として患者さんを診てまいりました。ときには、何もしてやれな

い患者家族として患者友人として辛い厳しい個人的経験も尐なからずありました。そし

て今、医療とは、病院とは何かを考えるとき、医療の技術だけの物的なものでなく、患

者に寄り添う心のあり方そして人間愛に満ちた魂の三位がしっかり備わっていること

の重要性を認識するに至っています。 

 さて、約65年の歴史を有する独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院は幾

度かの増床と改築を経て548床となり、とくに仙台市北部の医療を担う皆様の健康を

守るための皆様に愛される拠点病院となっていると自負しています。上述の三位一体

を目指して医学は患者と共に始まり、患者と共にあり、患者と共に終わる、そして病人

を愛し病気に向かうということを当院の医療のモットーと致します。よろしくお願いいた

します。 
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 当院整形外科は現在12名の医師が担当し（後期研修医2名）、120床の入院患者さんと１

日あたり150〜200名の外来患者さんを診療します。脊椎・脊髄疾患、上肢・下肢の関節疾

患、スポーツ障害、外傷・骨折、末梢神経障害を中心に各診療班に分かれて診療を担当

しています。この1～2月は、降雪後の凍結した路面での転倒による骨折の患者さんが大

勢来られ、手術も多く行われました。原則として手術を要すると思われる患者さんに他院

からの紹介状を持参して受診して頂いていますが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療科紹介 整形外科             

                整形外科部長 信田 進吾 
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■紹介状持参が必要となります。 
 整形外科・胃腸科・糖尿病代謝内科・眼科・歯科（予約制）を初めて受診する方・予約票をお
持ちでない方（前回の受信から半年位が目安です。）は紹介状が必要となります。当院は急性
期病院（緊急・重傷な状態にある患者さんに対して入院・手術・検査など高度で専門的な医療
を提供する病院）です。紹介状があれば病歴・検査結果等の把握ができ効率的な医療を受け
られます。 

■予約が必要となります。 
 緩和ケア内科・老年内科・産婦人科・放射線治療科・リウマチ科を初めて受診する方は予約
が必要となります。 

■症状の安定した患者さんは、かかりつけ医へ紹介します。 
 当院で検査・診断・治療をおこない症状が落ち着いたあとは、紹介元へ逆紹介をし、そこで継
続して治療をお願いする場合もあります。かかりつけ医から当院での診療が必要とされた場合
は対応いたしますのでご安心ください。 
 クリニック・診療所と病院が連携しており安心した医療を受けられます。 

【東北ろうさい病院・掲示板】 

救急疾患につきましてはこの限りではありません。  

なお、関節疾患の患者さんは手術待機の方が大

変に多いのですが、今後は待機の期間をできる限

り短くできるよう尽力致します。また、脊椎疾患・末

梢神経障害は外来診療での診断・治療に時間が

かかることが多いため、できる限り連携予約をいた

だいた上で受診していただけますよう、お願い申し

上げます。 



外来患者さんへのお知らせ 
  

平成３０年５月１日（火）から 

電子カルテが導入されます。 
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導入にともない、下記の内容に変更がございます。 
 
  
 予約の患者さんも自動再来受付機にて受付をします。 

 診察予約時間及び時間予約のある検査等の６０分前より自動
再来受付機にて受付ができます。それ以前の時間は受付ができ
ませんのでご了承ください。 

 なお、自動再来受付機は正面玄関及び東側入口脇にございま
す。 
 
  
 採血室前にてお取りになっている番号札は廃止となります。 

自動再来受付機にて受付後発行される外来基本票を受け取り、
採血室に外来基本票をご提出ください。 
 
ご不明な点などございましたら、お近くの職員までお尋ねください。 

○再来受付方法が変わります。 

○採血の受付方法が変わります。 

※職員一同、患者さんにご迷惑とならないよう操作の習得に努めてお
りますが、稼働当初は混乱が予想されます。 

 また、一部受診の手順が変わるなど、何かとご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 



ろうさい医イはなし 今後の予定 

 当院の職員が病気について、治療についてなど知っておくとちょっといい話を皆様に分かり

やすくお話しします。 

 4月は第3・4水曜日、5月は第3水曜日の午後1時半から1時間程度、１階ステンドグラス前

で開催いたします。 

 入場無料、事前申込不要です。お気軽にご参加下さい。 

 

4月18日 脳卒中について その症状、脳卒中かも！  
                          脳卒中科副部長 高橋 智子 
 脳卒中は日本人の死亡原因の多くを占め、寝たきりの原因としては最も多い疾患です。脳卒中

にならないようにするにはどんなことに気をつけたらよいのか、わかりやすくお伝えします。 
 

4月25日 膀胱がんについて         泌尿器科部長 阿部 優子 
 膀胱がんは尿路系のがんとしては、最も多い疾患です。膀胱がんの性質、治療などについて説

明いたします。 
 
 
5月16日 そけいヘルニア（脱腸）について  
                       ヘルニア外科副部長 野村 良平  
 当院では鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を積極的に行っています。日帰り手術も行って
おります。 

 ご質問等ございましたら東北労災病院 地域医療連携室（直通：０２２－２７５－１４６７）までご

連絡下さい。 
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お知らせ ～みやぎのお医者さんガイド～ 

この近くに内科はあるの？ 

今日診察をしている耳鼻科を探したい・・・ 

こんな時に役に立つのが「みやぎのお医者さんガイド」です。 

パソコンやスマートフォンで使えます。 

日頃の健康管理に役立ててください。 
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登録医紹介           佐治クリニック 

                 院長 佐治 公明 

 当院は昭和60年12月に開業し、今年で33年目を迎えます。内科、循環器内科を中心に、高血圧、

糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や、睡眠時無呼吸症候群、骨粗鬆症等の診療を行って

おります。このところ高齢の父が一人で診療を行っていたため昨年4月に私が戻り、現在二人で診

療を行っております。またこの30余年の間に、東日本大震災を経て医院も老朽化してきたため、時

代に対応すべくクリニックを新築し、昨年5月から診療を開始しました。患者さんからは「明るくなっ

た」「広くなった」と好評を頂いております。 

 開業医という地域診療を始めて気が付いた事は、鶴が丘団地も高齢化しており、内科疾患だけ

でなく、多くの疾患を併存している患者さんが多い事、老夫婦の二人暮らしや、高齢者の一人暮ら

しが多い事です。要支援、要介護認定を受けている患者さんが多く、特に認知症患者の治療や介

護は今後ますます重要になるものと思われます。 

 私は東北労災病院には計5年間勤務致しました。その間、他科の先生方や看護師さん達と楽しく

勤務させて頂きまた。その様な気安さから「本当に労災に紹介して良いか」と迷う様な症例も紹介

依頼してしまい、また労災の先生方もいつも気持ちよくお引き受け頂いており、本当に頭の下がる

思いでおります。 

 これからも地域に根ざした診療を目指して参りたいと思います。今後ともご指導の程、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 

〒981-3109 

宮城県仙台市泉区鶴が丘1丁目38-2 

電話番号：022-372-5055 

休診日：日、祝 

備  考：受付時間は診療終了30分前 

 

 

 

 

 

 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ●

14:00～18:00 ● ● ● ●

診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。
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野村 和弘（のむら かずひろ）  
耳鼻咽喉科副部長 
～メッセージ～ 

 半年ぶりに戻ってまいりました。よ
ろしくお願いいたします。 

宇塚 裕紀（うづか ひろのり）  
循環器内科 
～メッセージ～ 

 患者さんに寄り添った医療を心が
けてまいります。よろしくお願い致し
ます。 

小野 ゆき子（おの ゆきこ）  
麻酔科副部長 
～メッセージ～ 

 約4年ぶり、3度目の赴任となります。

前回よりもさらにお役に立てるようがん
ばります。よろしくお願いいたします。 

吉田 新一郎（よしだ しんいちろう）  
整形外科 

～メッセージ～ 

 この度、整形外科でお世話になるこ
とになりました。吉田新一郎です。よろ
しくお願い致します。 

佐藤 馨（さとう かおる）  
外科 

～メッセージ～ 

 またお世話になります。よろしくお願
いします。 

～新ドクター紹介～ 

植松 恵（うえまつ めぐみ）  
眼科部長 

～メッセージ～ 

 網膜治療で高名な東北労災病院
へ赴任となり、身の引き締まる思い
です。一生懸命頑張りますのでよろ
しくお願い致します。 
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羽鳥 智之（はとり ともゆき）  
レジデント 

～メッセージ～ 

 日々の出会いを大事にしな
がら、頑張っていきたいと思い
ます。よろしくお願いします。 

金淵 龍一（かなぶち りゅういち）  
レジデント 

～メッセージ～ 

 地域の皆様の健康維持に貢献
できるよう尽力致しますので、ご
指導・ご鞭撻の程よろしくお願い
致します。 

山﨑 舞（やまざき まい）  
眼科 

～メッセージ～ 

 患者様と真摯に向き合い、丁寧
な診療を心がけたいと思います。
診察や手術等の診療技術向上に
日々精進して参ります。 

大内 謙太郎（おおうち けんたろう）  
皮膚科 

～メッセージ～ 

 東北大学皮膚科から赴任致しました大
内と申します。皮膚疾患で御困りの事がご
ざいましたら、何でも御相談下さい。皆様
の力になれるように貢献して参ります。ど
うぞ宜しく御願い致します。 

井上 麻美（いのうえ あさみ）  
放射線診断科 
～メッセージ～ 

 至らない点も多いですが、尐しで
も貢献できるよう頑張ります。ご指
導よろしくお願い致します。 

高橋 秀介（たかはし しゅうすけ）  
レジデント 

～メッセージ～ 
 1日でも早く戦力となれるよう
努力していきたいと思います。 

～新ドクター紹介～ 

阿部 純子（あべ じゅんこ）  
麻酔科 

～メッセージ～ 

 一所懸命頑張ります。宜しくお願い
いたします。 



外 来 診 療 予 定 表 
【受付時間】8：15～11：00（初診・予約受診の方） 
※再来受付機の受付は7：45～11：00 
夜間及び土・日・祝日は救急対応 

胃腸科・糖尿病代謝内科・整形外科・眼科・歯科を初めて受診する方・予約票をお持ちではない方は紹介状が必要となります。 

平成30年4月1日現在 

 受付時間  ８：１５～１１：００ 
独立行政法人 労働者健康安全機構 東北労災病院  〒９８１－８５６３ 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１ 

代表電話 ０２２－２７５－１１１１   代表FAX ０２２－２７５－４４３１         

地域医療連携室        直通電話 ０２２－２７５－１４６７      直通FAX ０１２０－７７２－０６１ 
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