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病める人の立場に立った、患者さん中心の医療を提供します
地域の期待に応えられるより良い保健、医療、介護及び福祉サービスの提供に努めます

１．医療の質の向上により疾病の早期発見と治療に努めます
２．個人の権利を尊重し、患者さんに優しい医療・介護の提供に努めます
３．医療に関する安全管理を徹底し、さらなる向上に努めます
４．保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
５．地域の信頼に応える医療・介護を目指し、地域社会への貢献に努めます
６．豊かな人間性と技能を備えた人材を育成し、健全な病院経営に努めます

理念

方針

7階から望む石鎚山
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外来受診・入院・手術される患者さんへ
-----新型コロナウイルスの感染拡大防止の為の留意点とお願い-----

1. 受診日の２週間前から不要不急の外出は避けてください。

2. 感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域への旅行・移動は極力避けて

ください。

※場合によっては外来受診・入院・手術の延期をお願いすることもあります。

3. 外出する際、密閉・密集・密接の環境を避けてください。

4. 病院内では必ずマスクを着用してください。

5. 付添のご家族の方はできるだけ少人数（原則１名）とし、受診者と同様に上記の事項

へのご配慮をお願いすると共に、受診日当日はご自宅で検温等の体調管理をご協力

お願いします。

※感染拡大傾向のある地域への外出や発熱・かぜ症状がある場合、院内での付添をご遠慮いただく場合があります。

6. 受診日前に本人若しくは同居家族が感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域への

移動をした方は必ず来院前に連絡して下さい。

（電話：0897-56-2300） ※診療時間内対応

社会医療法人社団更生会村上記念病院 病院長 村上匡人 202２.1.９ 作成

◆入院支援に関しては以下をお守りください

病棟への面会は全面禁止します。食事介助も禁止です。洗濯物は下記時間・場所で受け渡しをしてく
ださい。

（２階・４階入院中の方）受け渡し時間 ： 月・木曜日 １５：００ ～ １７：００まで
（３階・５階入院中の方）受け渡し時間 ： 水・金曜日 １５：００ ～ １７：００まで
洗濯物受け渡し場所 ： 病院正面玄関

◆病院が許可した入院支援の際でも以下の方は入室できません

・３７．４度以上の発熱がある方 ・マスクをされていない方（病院からマスクは提供できません）
・小学生以下のお子様 ・面会許可証のない方（許可証は面会者受付か総合受付にて交付）
・感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域に居住又は移動歴のある方

※入・退院時や手術などの患者様への付添いは1日１名までとします
※中央エレベーターをご利用ください。

◆入院請求書の受け渡しについて
退院時請求書は当日にお渡しします。 定期請求書はお知らせを従来通り翌月１２日以降に病室へ
配布していますが、面会禁止の間は、直接会計窓口でお支払いできますのでお声がけください。
また、請求書に関して電話連絡や郵送等ご希望がありましたら会計窓口までお申し出ください。

感染拡大防止のためご理解とご協力をお願い申し上げます。 令和４年１月９日 村上記念病院 院長 村上 匡人
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MRCP

新年のご挨拶 院長 村上 匡人

２０２２年は、北日本の豪雪とはかけはなれた、寒いながらもおだやかな

スタートになりました。２０２１年は、延期された東京オリンピック、パラリンピックが開催されま

したが、新型コロナウイルス感染症のまん延のため無観客となり盛り上がりに欠けてしまいまし

た。それでもひたむきなアスリートの活躍に心打たれ、特にパラアスリートの活躍が人間のすご

さを見せてくれました。新型コロナウイルス感染症は新たな変異株の出現でいまだに猛威をふ

るい、制限された生活が続いています。ただ、ワクチン接種も日本は世界に類をみない加速度

でひろがり、治療薬もでてきており収束への光明もみえて来ることを期待するところであります。

今年は寅年ですが「寅」は十二支の３番目です。猛獣のイメージのトラですが、寅年は芽吹い

た物が成長する、始まりの年だそうです。特に２０２２年はその中でも「壬寅（みずのえ・とら）。」

といって「生まれる」という意味が加わり、 「新しく立ち上がる」や「芽吹いたものが成長する」

といった縁起のよさが期待できそうです。今年がぜひ新型コロナへの対策が実を結び、世界中

が難局を乗り越えることができるようになってほしいものです。

医療界は依然として厳しい状況が続き、人口の減少や少子高齢化の加速により働き手が不足

し、人材の確保にも困窮する状況です。その上コロナ禍で、感染者に対応するしないにかかわ

らず各医療機関は、苦境に立っています。当院では、約３年にわたる増改築プロジェクトも完了

し生まれ変わり、「壬寅」にふさわしい年にすべく、医療情勢の変化や時代のニーズに対応して

医療体制を強化し、地域医療を守り医療サービスの向上をめざして職員一丸となって頑張る所

存です。今年もよろしくお願いします。
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２０２２年 新年互例会

永年勤続表彰者

２５年 ： 石川恵子・伊藤福美・高橋由紀・堤野智恵美・西野圭一郎・野村真澄・松本和博

１５年 ： 楠美紀・佐伯貴仁・曽我部敬子・高橋しのぶ・䑓純平・藤田有紀・前谷聡美

１０年 ： 相原敏弘・石川夏代・伊藤典子・小野亜梨沙・鎌田佳代子・楠本雄一郎

黒河澄美枝・河野久美子・塩見奈緒子・柴田咲良・白石利里・瀧本茜里

永易紗也加・三浦由美子・余吾貴子 （五十音順・敬称略）

永年勤続者表彰式では、

２５年功労者 ７名

１５年功労者 ７名

１０年功労者１５名

これからもよろしくお願いします。

私達も表彰をもらえるよう頑張っていきましょう。

受賞者を代表して、勤続２５年功労者 松本さんより、感謝の言葉、これからの決意表明が

述べられました。来年こそ多くの職員が参加でき、たくさんの拍手をもらえるといいですね。

令和４年１月４日、本年の仕事始めです。 新型コロナウイルスに翻弄され、

２度目の新年互例会を迎えました。昨年１２月あたりから全国的に感染が落ち着き、この年末

年始は人の移動も多かったのではないでしょうか。久しぶりに遠方の親戚親類に会われた方

もいるでしょうね。今年の互例会も念のため規模を縮小し、実施することができました。来年こ

そは参加人数を制限することなくみんなで新年を迎えられたことに感謝したいですね。

院長の年頭の挨拶に続き、昨年の改善提案賞の表彰、永年勤続者表彰を行いました。
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◇画像診断センター マンモグラフィー装置の入れ替えを行いました◇

２０２１年９月にドイツ・シーメンス社製のマンモグラフィー

装置を導入しました。

この装置は最小の被ばくでの検査を実現した世界最高

水準の最新型乳房Ｘ線装置です。

乳房への最適な圧迫を感知する機能を有している

ため、痛みを最小限に抑えつつ高画質で病変を描出で

きます。

ＬＥＤのイルミネーションが優しく発光し、検査室に落ち

着いた雰囲気を演出。 緊張感を和らげます。

みなさん、この機会に乳がん検診をうけてみませんか。

協会けんぽのコラボヘルス事業健康づくり推進宣言

に参加している事業所を対象に開催された えひめ

ウォーキング大作戦に当院からもいくつかのチームが

参加しておりました。

こちらはウォーキングアプリを使って３人１組で参加し

10/25～12/25の期間、合計歩数を他チームと競い合う

ことができます！その結果、当院の参加者から目標

歩数を達成したチームがおり、先日表彰状が届きました！

２か月間毎日寒い日もウォーキングを頑張った参加者

のみなさんに拍手をお願いします

えひめウォーキング大作戦

https://www.facebook.com/hashtag/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%AE%A3%E8%A8%80?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%88%E3%81%B2%E3%82%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E6%88%A6?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%88%E3%81%B2%E3%82%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E6%88%A6?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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児 童 書 の 寄 贈

昨年末に、フレーベル館様より児童書を寄贈していただきました。

子どもたちに読んでもらえるよう小児科の待合や託児所で

大切に使わせていただきます。

このたびはご支援ありがとうございました。

リハビリテーションセンター部 署 紹 介

◇ 理学療法部門 基本動作能力の回復を図り、元の生活への復帰をお手伝いします。

病気、怪我、加齢等により運動機能や体力が低下した方々に対し、「寝返る」・「起き上がる」・

「座る」・「立つ」・「歩く」といった誰もが日常的に行う基本的な姿勢や動作の獲得を図ります。

早期に集中的なリハビリテーションを行い、身体機能の改善を目指します。

具体的には関節を動かしやすくする訓練、筋力をつける訓練、各種動作訓練、低周波治療器

等を用いての物理療法、トレーニングマシーンを使用したパワーリハビリ等を行っています。

当院の特徴として、変形性関節症やスポーツ外傷による手術後の理学療法を積極的に行っ

ており、早期自宅退院や仕事復帰を目指した治療に取り組んでいます。
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◇ 作業療法部門 身体や心に障害のある方に、身の回りの動作や家事動作、仕事復帰を
目指して練習を行います。

身体や精神に障害のある方々に対し作業を通した治療を行います。

作業とは日常生活動作(食事・更衣・整容・排泄・入浴など)、家事、仕事、趣味活動、対人交流

等人が営む生活行為を指します。これらの動作に関わる身体機能や作業能力の向上を目指

した訓練を実施します。

また、趣味嗜好を考慮した作業活動・余暇活動の提案など認知機能の向上を図り、精神面(こ

ころ)のサポートを行います。

患者様が生きがいを持って過ごして頂けるよう、様々な希望に沿って訓練を行い、よりよいサ

ービスを提供することを心掛けています。

◇ 言語聴覚部門 脳血管疾患などにより言語障害や高次脳機能障害などをきたし、コミュ
ニケーションに問題が生じた方、摂食嚥下障害のある方に検査、訓練、
その他（助言・援助）を行います。

脳卒中(脳出血・脳梗塞)等の疾患により生じた言語障害(失語症・構音障害など)や高次脳機能

障害、摂食嚥下障害(上手く噛めない、飲み込めない)がある方に対して、各種検査・評価を行い

問題点に対して訓練を行います。

失語症(話が理解できない、言葉が出てこない)のある方に対しては聞き取りの練習や言葉を作

り出す練習を行います。

構音障害(上手く発音出来ない)のある方に対しては主に発音や発声の練習を行います。

高次脳機能障害のある方に対しては注意機能の改善や記憶力の回復を促す課題を行います。

摂食嚥下障害のある方に対しては、嚥下訓練を行い、食形態の提案や食事介助方法の指導説

明を行います。

このように、コミュニケーション能力の改善と摂食嚥下機能の向上を目指して必要に応じた練習

やアドバイスを行います。
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村上記念病院 外来診療担当医表 令和4年1月1日現在

月 火 水 木 金 土

内 科

午前

村上匡人 西野圭一郎

村上重人 村上匡人 西野圭一郎
山上隆司（1,5）

森公介 (3）

村上重人（2,4）神田正敏
森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

清家史靖

【循環器】

日野惠

【内分泌専門外来】

山上隆司

髙橋佳世

【循環器】

末盛浩一郎
【膠原病・ﾘｳﾏﾁ・

感染症・血液】

森公介
古川慎哉【糖尿】

（不定期【要確認】）

越智俊元

【血液】

末盛浩一郎

【ﾘｳﾏﾁ】
柏原直樹（2,4）

【腎臓】
愛大非常勤医【呼吸器】

午後

森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

西野圭一郎

村上重人 山上隆司

日野惠

【腎臓】

十川裕史（1,3,5）
柏原直樹（2,4）

越智俊元

【血液】
神田正敏

末盛浩一郎
【膠原病・ﾘｳﾏﾁ・

感染症・血液】

宮﨑万純【糖尿】

（2）

透 析
日中 湯浅明人 青木克徳 湯浅明人 青木克徳 十川裕史（1,3,5）

泌尿器科医師（2,4）

湯浅明人（1,3､5）

青木克徳(2,4)

夜間 泌尿器科医師 泌尿器科医師 泌尿器科医師

外 科

午前 坂元克考
小野敦美

竹林孝晃
小野敦美

小野敦美

竹林孝晃

竹林孝晃(1,3)

本田和男(2,4,5)

小野敦美

竹林孝晃

午後 坂元克考 竹林孝晃 竹林孝晃
小野敦美(1,3)

本田和男(2,4,5)

泌尿器科 午前 青木克徳 湯浅明人 青木克徳
野田輝乙（1,3,5）

湯浅明人（2,4）
丹司望

青木克徳(1,3,5)

湯浅明人(2,4)

整形外科

午前 伊藤俊雄 高橋敏明 村上悠介 高橋敏明 伊藤俊雄 非常勤医

午後 村上悠介
（手術日休診）

高橋敏明
(手術日休診)

高橋敏明(ｽﾎﾟｰﾂ外来)

15:00-17:00

脳 神 経

外科内科
午前

中居永一(脳神経外科)

10:00-15:00

三浦史郎(脳神経内科)

9:00-12:30
桑垣詩織(脳神経内科)

9:00-12:30

川西裕(脳神経外科)

10:00-15:00

愛大非常勤医(脳神経外科)

9:00-12:30

ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

午前午後 徳増善治
徳増善治
(午後休診)

徳増善治 徳増善治 徳増善治
徳増善治
(午後休診)

放射線科 午前午後 村上省吾
村上省吾
(午後休診)

村上省吾 村上省吾
村上省吾
田中宏明

村上省吾
(午後休診)

小 児 科

午前 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 愛大非常勤医

午後
寺岡いづみ
17：00まで

愛大非常勤医 愛大非常勤医
寺岡いづみ
17：00まで

眼 科 午前午後
愛大非常勤医
16：00まで

歯 科 午前午後 村上徳夫
村上徳夫
(午後休診)

村上徳夫 村上徳夫 村上徳夫
【1,3午後 病棟口腔ｹｱ】

村上徳夫
(午後休診)

検 査 内視鏡
西野圭一郎

山上隆司
村上匡人(1,3,5)

村上匡人

山上隆司

西野圭一郎

山上隆司
村上匡人

村上匡人

西野圭一郎（1）

山上隆司（2～5）

健 診

センター

午前 森公介 村上重人 森公介 村上重人 村上重人
村上重人（3,5）

森公介 (2,4)

午後 日野惠 日野惠 森公介 森公介

受付時間： 8：00～17：00（月、水、木、金） 8：00～12：00（火、土）

診療時間：【午前】9：00～【午後】14：00～〔※ただし、歯科・小児科は13:30～〕（火・土午後休診）

診療科により、診察時間が異なりますので、詳細はホームページ又はお電話でお問い合わせください。

発行元：社会医療法人社団更生会 村上記念病院

〒793-0030 愛媛県西条市大町739番地 --
---------- TEL：（0897）56-2300（代）

≪ホームページアドレス≫----------------

---------http://www.murakami-kinen.or.jp/

（2022.1月 発行） （企画広報委員会）


