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今号の厳選写真

村上記念病院 広報誌

Vol.65
R4年7月発行

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

西条市民納涼花火大会今年はできるといいですね！
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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． 県外への往来は十分注意してください。

2. 換気の悪い混雑した場所など感染リスクの高い場所への出入りは極力控えてください。

3. 特に会食の際は、大人数、長時間を避けてください。

※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。

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。

※場合によっては院内での付添をご遠慮いただく場合があります。

6. 受診日前に上記1～3の項目に該当がある方、気になることがある方、新型コロナウイル

ス感染症患者の濃厚接触者、それに準ずる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 202２.7.1 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１Ｆフロア

◆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 ・風邪のような症状（だるさ、咳、のどの痛み）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）
・新型コロナウイルス感染症発症者の濃厚接触者または疑わしい症状のある人と一緒にいた方、
それに準ずる方
・感染リスクの高い行動（換気の悪い場所への出入り、大人数・長時間の会食など）をとられた方

※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

◆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7月1日 村上記念病院 院長 村上 匡人
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MRCP

透析センターの紹介

◇ 血液透析とは

体外で人工腎臓（ダイアライザー）を使って血液中にたまった老廃物を取り除き、水や電解質

のバランスを整え、きれいになった血液をふたたび体に戻すことをいいます。

透析に要する時間は、１回４～５時間、週３回が基本となります。

◇ 施設・設備

透析日 月・水・金（午前・夜間）

火・木・土（午前）

ベッド数 血液透析（HD）…25床（うち個室2床）

血液透析ろ過（オンラインHDF）…13床

計３８床あり現在、当院では７３名の患者さんが透析を受けられています。

医師、看護師、臨床工学技士といった他職種間の連携を大切にし、患者さんに安心・安全な透

析治療を提供できるようにスタッフ一同日々努めています。

２０１９年５月末には新棟に移設し、天井の照明には間接照明を使用、十分なベッド間隔、個人

用ＴＶの設置によりリラックスして透析を受けていただける空間に生まれ変わりました。

◇ 送迎のご案内

高齢者、お体の不自由な方のために無料送迎を行っております。

◇ 食事について

透析食、糖尿病食など治療食のご提供が可能です。（１食６４８円）

◇ 血管内治療

泌尿器科医師、愛媛大学放射線科 田中宏明医師よる血管内治療を行っています。

透析シャントは時に閉塞や狭窄をすることがあり、透析が出来なくなったり時間が掛かるように

なったりします。

これまではシャントを作り直すか、外科的に血栓を除去してきましたが、血管内治療により一度

作ったシャントを長期間使用することが可能になりました。

◇ 透析運動療法

透析運動療法とは、週３回、１回約４時間、透析ベッドで安静にしていることで、体力が落ちてい

くのを防ぐ運動のことです。当院では、希望される患者さんを対象に、透析中にできる簡単な運動

を取り入れて行っています。

◇ 臨時透析について

当院では、旅行、出張、帰省などで、当地へ来られた患者さんの臨時透析を承っております。

旅行や出張先の透析に不安を感じている方にも安心して透析を受けていただけるよう万全の

体制でお迎えしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。
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先日、今年度2回目の消防訓練を実施しました。

病院では1年に2回、消防訓練の実施が義務付け

られています。

万が一火災が発生した時、患者さんの生命、安全

を守ることを目的に行っています。

あってはならないことですが、もしも病院で火災が起こったら、その場にいるスタッフは素早い初

期対応が求められます。

どのように避難して患者さんの安全を確保するのか、夜間の少ない人数でどうすれば患者さん

の生命、安全を守れるのかが長年の大きな課題です。また、防火設備についての知識や消火

器の使い方などスタッフが知っておかないといけないことはたくさんあります。

スタッフには勤務年数の長いベテランもいれば、まだ入ったばかりのスタッフ

もいる中でみんなが同じ動きをできるようにするためにはどうしても訓練が必要です。

今回は消防署の立会はありませんでしたが、時には西条市東消防署の隊員の方々に訓練の

様子をチェックしていただき、講評をいただくこともあります。

消防訓練を実施しました

病棟に自動販売機を設置しました

入院されている患者様やお見舞い等でご来院

された方の利便性の向上のため、各病棟デイルームに

自動販売機を設置いたしました。 是非ご利用ください。

コロナ禍でなかなか思うように面会できないですが、

コロナが明けたら面会に来られた方々とお茶でも飲み

ながら、談笑したいですね。

腹部超音波検査精度管理調査で【評価A】

全国労働衛生団体連合会・日本人間ドッグ学会が主催する

令和３年度腹部超音波検査精度管理調査にて【評価Ａ】を取得

しました。

※この調査は、腹部超音波検査の操作技術及び読影技術について評価
するとともに、必要な指導を行うことにより、信頼性の高い良質な人間ドッ
ク施設を育成することを目的としています。
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企画広報委員のページ

あなたのその夢、手助けします！ 奨学金制度が利用できます！

村上記念病院では、看護・医療職を目指す学生及び保護者の方々の学費等経済的負担を

少しでも軽減できるように、無利息による【奨学金制度】を設けております。

今までも、これら制度を利用して夢を現実にした方が医療の現場で活躍中です。

総務課 佐竹紀子

応募資格

看護・医療系学校に入学される方はもちろんのこと、現在在学中の方も応募できます。

支給額

３つのコースから選択できます。

◇【Ａコース】 毎 月 ５０，０００円

◇【Ｂコース】 学校入学月 ８００，０００円

２年次４月 ４００，０００円

３年次４月 ６００，０００円

※学校入学時のみ選択可

◇【Ｃコース】 毎年４月と９月に各３００，０００円

ただし・・・

※ 留年した年は支給が停止します。

※ 卒業できなかった場合は別途規定があります。

※ 必要とする資格が取得できなかった場合も別途規定があります。

卒業後は・・・・・・

通常であれば貸与された奨学金を返還する必要がありますが、卒業後必要な資格を取得し、

直ちに入職の上、学校にて習得した知識資格等を活かして、一定期間勤務すると、奨学金を

返還する必要はありません。ぜひ、ご利用ください！

★ 奨学金に関するお申込み、お問い合わせは・・・

村上記念病院 総務課人事係 佐竹

（０８９７）５６－２３００

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

e-mail:info@murakami-kinen.or.jp

http://www.murakami-kinen.or.jp/
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趣味のコーナー

職員の多彩な趣味を紹介します。

今回は看護部の秦朋子さんです。

趣味でパン作りを始めて２５年！

腕前は準師範、パン教室の先生もできます！

すごっ!! 最近作った３種のパンのご紹介です。

味もバツグン(^-^)

ベーコンエピ

ベリーチーズ マリトッツォ

お見舞いメールをご利用ください

ここをクリック

新型コロナウイルス感染症対策のため、入院患者さんへの面会を全面禁止させていただい

ております。感染が収まったらまた再開される予定ではありますが、それもいつになるかわか

りません。入院患者さん、ご家族の方にはご不便をおかけして申し訳ありません。

少しでも患者さんの元気づけになればと【お見舞いメール】というものが病院のホームページ

にあります。（下図参照）届けたい言葉をご記入いただけたら翌日には患者さんにお届けいた

しますので、ぜひご利用ください。

また、タブレット面会も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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レオくん♂（４歳）トイプードル

指ケガして大出血、痛いよ～

◇職員のfamilyを紹介します◇

リハビリテーション科 髙橋宣博

左：ハクくん♂（２歳）MIX

右：ちひろちゃん♀（２歳）MIX

いつも仲良しの兄妹です！
えひめ犬猫の会で保護された猫の里親になり
ました。癒されてます。 総務課 佐竹紀子

てんちゃん♀（7歳）

日本 頑張れ！
MSW 樋口福枝ケンシロウくん♂(6歳)

ふうちゃん(真ん中）♀（5歳)

最近どう？

マロンちゃん♀(6歳)チワワ

一緒に行く行く～！

リハビリテーション科
小林有紀

てんとケンシロウの娘です

ふぅがセンターよ！

みなさんかわいい

写真をありがとう

ございました。
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村上記念病院 外来診療担当医表 令和4年7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

森公介 (1,3,5）

村上重人（2,4）久門志敬
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】

日野惠

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
村上重人(1,3,5)

西野圭一郎(2,4)

日野惠
【腎臓】

平野憲（1,3,5）

越智俊元

【血液】
久門志敬

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 平野憲（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 竹林孝晃 小野敦美 竹林孝晃
小野敦美(1,3､5)

本田和男(2,4,5)
竹林孝晃

午後 坂元克考 竹林孝晃 竹林孝晃
竹林孝晃(1,3､5)

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
藤下幸穂(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
12：00まで

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 村上匡人(1,3,5) 村上匡人 西野圭一郎 村上匡人 村上匡人

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

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/

（2022.7月 発行） （企画広報委員会）


