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栗原市立栗原中央病院

臨床・現場第一

栗原市立栗原中央病院

Kurihara Central Hospital
【病院の特色】
わたしたちは、患者さまのことを考え、
いのちを大切にします。
1 市民から信頼される、安全な医療を行います。
2 良質な医療を行うために、つねに新しい知識と技術を身につけるように努めます。
3 地域のニーズに合った医療を提供することで、地域に貢献できる病院をめざします。
4 地域の医療の中心として、
ほかの医療機関との連携に努めます。

【研修病院タイプ】 基幹型／協力型（東北大学病院）
【診療の特色】

【病院概要】
病院長

小林

所在地

〒987-2205 宮城県栗原市築館宮野中央 3-1-1

TEL

0228-21-5330

FAX

0228-21-5350

E-mail

k-soumu ＠kam.or.jp

URL

http://www.kurihara-central-hp.jp/

病床数

300 床（うち療養 40 床）

光樹

内

科

神経内科

整形外科

産婦人科

消化器内科
眼

常勤医師は29名ですが、東北大学病院等より多数の専門医による診療
支援を頂いております。栗原市内外の医療機関等との病病連携、病診連
携を図り、地域の拠点病院として機能を発揮しています。現在16診療科が
あり、12の各学会認定研修施設となっています。
また、臨床研修指定病院
として、診療や教育に活動の幅を広げています。2011年4月に DPC 対象
病院に認可され、2012年2月には電子カルテを導入しました。
充実した病院設備を生かすとともに、入院診療を基本とし、一般的な診療は
もちろん専門医による診療、専門外来を設置しております。
リハビリテーショ
ン施設を拡充し、高齢者社会に対応するための医療も行っております。

【学生さんに一言】

【診療科目】
科

外

科

耳鼻咽喉科

小児科

皮膚科

麻酔科

精神科

泌尿器科

放射線科

リハビリテーション科

病理診断科

当院はプライマリ・ケアから二次救急まで、一般臨床医学を学べる病院として
ふさわしい環境を整備しております。少人数での研修であるので豊富な症例
経験が可能です。医局の勉強会をはじめ、
救急、
画像診断、
手術症例などの
検討会、内科・外科合同カンファレンスや整形外科カンファレンス、
その他各
種研修会など学習・研鑽へのサポートがあります。
自由選択期間は 1 年次か
ら合わせ期間が13ヶ月とフレキシブルな研修プログラムを組むことができます。
内科・外科・整形外科・麻酔科等、研修医の希望に応じて将来専門とする診
療科を中心に研修ができます。地域医療に関心を持っている方、
是非当院で
研修してみませんか。病院実習・見学も大歓迎です。
詳細はHPへ
http://www.gonryo.com/guide/miyagi/kuriharachuou.pdf

【常勤医師】
29名
（2013年11月1日現在）

【地域自慢】

【理念】
わたしたちは、患者さまを第一に考え、
いのちを大切にする最善の医
療を行い、地域に貢献します。

当院は宮城県の北部に位置しており、東北新幹線くりこま高原駅から車で
約10分、
東北自動車道築館ICから車で10分の交通至便な位置にあります。

NPO 法人艮陵協議会は、卒業臨床研修の充実を図ることを通して研修医の指導医の要請と地域医療の発展を支援し
ています。個人・団体の正会員、賛助会員を募集しております。お気軽に事務局までご連絡ください。

事務局 E-mail

info@gonryo.com

臨床研修に関する情報は HP をごらんください。
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大泉 晶先生
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とする
楽しいイベントやスポットをご紹介

艮陵協議会HP

http://www.gonryo.com

うたげ座
洒落た雰囲気の居酒屋さんで、研修医は病院行事などでし
ばしば利用しています。いつも混んでいるお店ですが、地元
栗原産の季節の野菜と三陸の海の幸を手ごろな価格で楽
しめます。

ムーンベース

整形外科
勾当台公園
仙台市都心部にある、緑あふれるオアシス的な
場所です。オフィス街にあり、我々市民の憩いの
場として親しまれています。秋の紅葉時期の木々
は美しく、
その輝きに日頃の忙しさを癒されます。

「作る貴方の補給基地」。
仙台の模型ファンなら誰
もが知っている老舗模型
店です。趣味の時間に必
要なもの全てが手に入
り、店内にいると時間を
忘れて楽しめます。展示
品や中古品のなかにはマ
ニア狂酔の逸品も！

アベ模型
仙台一番町で夢を育て続けて55年。
ミニ
カー、
フィギュア、鉄道、船舶模型を中心とし
た模型店です。小さいながらもマニアをうな
らせる充実した品揃え。子供も大人もわくわ
くしながら楽しめる心地よいスペースです。

整形外科医を目指す若い研修医へのメッセージ。

ができない条件下での仕事を余儀
なくされることもあります︒しか
し︑
そういった環境のなかでも常に
最大限の努力をし︑
ベストを尽く
して仕事をしていくことが大切と
感じています︒
患者さんのためにも︑そして自分
のためにも︑そうすることで成長
し︑
進歩につながっていきます︒

栗原中央病院での研修について
栗原中央病院では1学年2〜3
名程度と︑少ない人数での研修が
ひとつの特徴となっています︒その
ため︑多くの症例で︑多くの状況・
多 くの手 技をマンツーマン指 導に
近い形で学んでいけます︒学 習し
たい︑
挑戦したい手技や経験を逃す
ことなく︑
しっかりと習得できます︒
現 在のシステムでは︑2 年 間に各
科を回る仕組みになっており︑
短い
期 間で習 得できるものは少 なく
なってきていますが︑
当院では少人
数であるため︑
多くの機会があり︑
各 科とも充 実した研 修を行なえ
ます︒

座右の銘は？

東北大学整形外科教室入局
岩手医科大学医学部卒業
1993年

仙北組合総合病院初期研修
1995年

国立療養所西多賀病院

1998年

国立仙台病院

2000年

一関病院

2006年

篠田総合病院

2007年

栗原中央病院整形外科部長

ョンをとり︑見聞を広め︑充実した
学生生活を過ごしてください︒
学 生 時 代にしかできないことがた
くさんあります︒限られたこの時
期に︑時間の使い方を学び︑人との
つながりを大切にしていくことが︑
この仕事では生きてきます︒

1993年

大学の先輩に案内
していただいたので
すが︑やはり研 修
医の数が少 ないこ
と のメリット を 感
じて︑ここに決めま
した︒学生時代は︑
競 争のなかで過 ご
してきた感じです
が︑ここでなら︑周
りを意識しすぎる
ことなく自分のペースで集中して︑多くの先輩に
囲まれながら研修ができると感じたからです︒
職員の皆さんもとても優しくて親切で︑最初か
ら気 軽にコミュニケーションがとれる素 晴らしい
雰囲気です︒
とても良い環境の下で︑学生時代に
想像していた以上に︑多くの面で挑戦させても
らっています︒
私は近 くの賃 貸 住 宅に入 居して 暮らしていま
す︒
プライベートな時間も大切にでき︑生活面も
研修面も︑周りを気にせず自分のペースで研修が
できるのが最大の特徴だと思っています︒
是非︑栗原中央病院に見学に来てください！

学生のうちによく遊んで
見聞を広めてください
医 師の仕 事は病 院のなかで限ら
れた環境下でするものです︒外部
と接 する時 間 も 少 なくなってき
ます︒ですので︑是非︑学生のうち
はたくさん遊んで︑
コミュニケーシ

質問 2.

整形外科
栗原市立栗原中央病院

臨床・現場第一
我々のように地域医療にたずさわ
る医 師にとっては︑臨 床・現 場 が
第一です ︒また︑検 査や治 療 技 術
の 進 歩 により ︑診 断 に 到 るまで
のさまざまな 情 報 を 得られるよ
うになりましたが ︑実 際 に 患 者
さんの体 を 触り︑そして会 話し︑
そこから 得 るものを 大 切にしな
くてはなりません︒

質問されたことに関しては
間違いないように答える
人にものを教えるためには自分自
身正しい知識を身につけることが
必要です︒
また︑言葉にして伝えるのが難し
いことがたくさんあります ︒骨の
硬さの感 覚など︑実 際に触ってみ
て初めて分かることも多いです︒
質問されたことに対して︑実践を
交えながらわかりやすく説明して
いくことを心がけています︒

Profile
大泉 晶 先生

佐々木章裕先生
（左）
、
佐々木信吉先生
（右）

医師としてのモットーは？

質問 1.

voice

大泉 晶先生に聞く

大泉 晶 先生
整形外科の指導医、
栗原市立栗原中央病院

与えられた環境・条件の中で
最大限の努力をする
仕 事するうえでの環 境や条 件は
様々です︒土地柄や環境面で満足

少人数・集中教育
繰り返しになりますが︑栗原中央
病 院の研 修は少 人 数で集 中した
ものになります︒例数もそうです
が︑
研修1名に対する指導医や先
輩の医師の数が多くなりますので︑
たくさんのことを直接指導しても
らえます︒
研修の進み具合や個性にあわせた
指導が可能になり︑医師としての
スタートとして大切な初期研修期
間を有意義に過ごせると考えてい
ます︒

若手医師指導で
大切にしていることは？

質問 4.

臨床・現場第一
この病院で
研修する良さは？

質問 3.

名物指導医スペシャルインタビュー

