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今号の厳選写真

村上記念病院 広報誌

Vol.66
R4年10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

新居浜市 垣生海岸にて 私のかけがえのない娘と黒ラブのごま君

内視鏡センター 前谷聡美
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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

予防接種
インフルエンザ予防接種のお知らせ

◆当院では10/20（木）～実施予定です。

◆市役所から接種券をもらっている患者様は、

有効期間が【10/15～12/31】

となっておりますので期間内に接種するよう

ご注意ください。

※期間を過ぎますと、通常料金となります。

◆接種券には問診表が同封されていますので

必ずご記入の上、受付に提出してください。

ご協力お願い致します。

尚、予防接種終了日は薬がなくなり次第とさせて

いただきますのでご了承ください。
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６ヶ月～３歳未満(２回接種） ２，５００円

３歳～１３歳未満（２回接種） ３，５００円

１３歳以上～６４歳まで

４，３００円
６５歳以上（接種券なし）

６５歳以上（接種券あり）

１，０００円

６０歳～６４歳の下記該当者

★心臓・腎臓・呼吸器機能障害を有する者

★ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に障害を有する者

（身体障害者手帳の確認必要）

※高齢者該当の方へ

接種券のある市町は保健センターで申請できます。

各市町に応じて負担金が異なる場合があります。

詳しくは当院受付までご相談ください。

基本的な感染対策もお忘れなく！
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企画広報委員のページ

５年前に行った富士山のお話しをさせていただこうと思います。

常々、植村直己さん（冒険家･登山家）や田部井淳子さん（登山家）の本を読んですごくカッコイイ！！と

思っていました。しかし、流石にエベレスト登頂は無理なのであきらめていましたが…東日本大震災後に

田部井さんが福島の高校生を富士山に招待しているお話しを聞き、なぜか私も富士山（標高３７７６ｍ）

に登ってみたい！！と思い行動に移しました。

私は普段何の運動もしてないので石鎚山（標高１９８２ｍ）下山時には膝の痛みの出るような状況です。

なのでスイミングに通ったり4ヶ月間は朝5時に毎日八堂山に登るようにしました。そして、同時５年生だっ

た息子と一緒に行くことにしました。彼は週4回バスケットボール、週1回スイミングしていたし身軽なので

特に何もしないまま当日を迎えることになりました。

富士登山当日、西条は晴れていましたがバスで向かう途中から雨が降り富士山の雄姿を眺めること無

く5合目に到着しました。私たちは半数以上が登る「吉田ルート」での登山となります。そしてガイドさんの

お話で『昨日も1人亡くなっています。』と言われ複雑な気持ちになりました。小雨が降っていたのでレイン

ウェアを着て17時頃に出発しました。雑誌に子供は登山に飽きてくるので金剛杖を買い山小屋で焼印を

もらうと楽しめると書いてありそのようにすることにしました。しかし、焼印代やトイレ代にお金がかかり毎

回300円ほど支払うとこちらとしては懐が寂しくあまり楽しめる感じではなかったです。夕方出発しました

ので暗くなって各々にヘッドライトをつけてゾロゾロとゆっくり歩いて登りました。その日は７合目の山小屋

に21時頃到着しカレーを食べて2段になっている押し入れのような寝床に色鉛筆ケースに色鉛筆が仕舞

われているようにお行儀良く縦に並んで何十人かと寝ました。

次の日は4時起床し、御来光を見ることが出来ました。生きている中で一番神々しくて感動的な朝日で

した。この日は頂上、お鉢巡り、6合目まで下山して山小屋へ宿泊予定です。山は気圧が下がり酸欠状

態になりやすいので20cmくらい先のろうそくの火をゆっくり長く吹き消すように

息を吐ききると次は勝手に空気が肺に入りやすいのでその呼吸方法が良いと

書いてあったので実践しました。その方法は地上で練習する時でさえ慣れて

いないせいか面倒でしんどい感じがありました。しかし、その呼吸のお陰で

高山病にならずにすみました。一方、息子にも勧めるがそんなことはせずに

登ったせいか頂上に着いたくらいから高山病なのかしんどそうになり携帯酸素

缶を使用するがあまり効果なかったです。それでも富士山頂郵便局で葉書を

書き、お鉢巡り（山頂火口をぐるりと1週まわる）をすることが出来ました。

お鉢巡りだけでも1時間かかりました。山頂には残雪があり涼しかったです。一番高いところに行く時に

一歩一歩が息苦しくしんどかったと思い出されます。それでも着いた時は日本で一番高いところに着いた

感動がありました。一方で工事のブルドーザーが頂上にいて、これで乗せて

行ってもらえたら…乗せて帰ってくれたら…と強く思いました。

外来 看護師 真田あや
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敬 老 の お 祝

百寿のお祝いを申し上げます。

新型コロナウィルス感染予防のため、記念写真の撮影だけに

なってしましましたが、一緒にお祝いすることがで、職員一同

大変うれしいです。

これからも、元気で長生きしてくださいね。

現在国内の最高齢者は大阪に

住む１１５歳の女性だそうです。

１１５歳とはいったい何年生まれ

かなと調べたところ明治４０年で

した(゜o゜)

５つの時代を経験されてすごい

ですね。私達もあやかりたいも

のです。

心配の下山ですが、ガイドの方に砂地の所は走って下るように言われ早く下れた気はしましたがやはり

膝が痛くなり途中からは横向きや後ろ向きでストックに頼りなんとか6合目の山小屋まで無事着きました

。歩けなくなるか心配でしたが、膝がもって良かったです。

お昼ご飯は頂上でお弁当でしたが、高山病の息子が食べたくないといって私も食べてなかったので夕食

のバーベキューは大変美味しく感じました。 この山小屋は男女別の寝室になっていたので大丈夫か

な？と思いましたが優しいおじさんたちと仲良くしてもらいよかったです。

3日目の朝に山頂を見上げると朝日に照らされてた赤富士が見えました。葛飾北斎の版画を思い出し

北斎もやはり赤く見えていたのか…と思いを馳せました。この日は6合目から5合目までの歩きで下り、

あとはバスで西条まで帰るようになりました。

高速道路のサービスエリアで息子がたこ焼きを食べたがったけど、手持ちがなく食べさせてやれなかっ

たのは悲しい思い出になりました。同じツアーの方は3回目の挑戦で

頂上まで登れたと聞き、２回は天候不良だったそうです。私が行った時も

前５日間くらいは天候不良だったとお土産物屋さんがおっしゃったので

１回目の挑戦で登頂出来たし、気候も良く無事に帰還でき大変満足な旅

でした。

毎年近くの山にはハイキングに行っていますが、５月に雪が降ってたり、

１１月に木に霧氷がついていたり霧がサーッと晴れたり地上では味わえない

体験ができます。ですからコロナ禍で閉じこもっている皆様も体感して

リフレッシュしてもらいたいと思います。
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まだ秋だけど “冬のお風呂にご用心”
☆ ☆ 冬こそ入浴時に気をつけよう 冬のお風呂の落とし穴 ☆ ☆

寒い季節の入浴にはヒートショック、浴室内熱中症といった、死を招く思わぬ危険がたくさん

潜んでいます。 日本人は、毎年１万５千人以上の方が、風呂場で亡くなっています。

日本の交通事故死の３～４倍になる数字で、重要な問題です。ほとんどが自宅の風呂場です。

約９割を６５歳以上の高齢者という結果が出ています。高齢者は、特に注意が必要です。

☆入浴の際に気をつけたいポイント

ポイント① 十分な水分補給

ポイント② 温度差をなくす

ポイント③ 入浴前は家族で声掛け

ポイント④ 湯船に入る前にかけ湯

ポイント⑤ お湯の温度は４１度以下

ポイント⑥ 半身浴時はお風呂の蓋は身体の前！乾いたタオルを肩に

ポイント⑦ 入浴後も水分補給

ポイント⑧ 低血糖をおこしやすい時間の入浴を避ける

ポイント⑨ 飲酒をしたら入浴しない

ポイント⑩ 入浴は就寝1～２時間前に

☆危険度チェック あなたは、本当に大丈夫？
□ 湯船では肩までお湯に浸かる
□ 湯船に２０分以上浸かる
□ 冬場のおふろは４２度以上
□ 湯船から上がる時はサッと行動する
□ 浴室に暖房器具がない
□ 外出時など、体が冷えている状態ですぐにお風呂に入る
□ 飲酒後すぐにお風呂に入ることがある
□ ６５歳以上である
□ 肥満気味である
□ 仕事や家事のストレス、疲労が多い
□ 風邪をひいて熱がある時もお風呂に入る
□ 薬を飲んだ後に、お風呂に入ることがある
□ 高血圧または心臓に持病がある
□ 甲状腺や女性ホルモンの持病がある

０個 素晴らしい！意識を高く持っています。
1～５個 少なからず健康に不安を感じているのではありませんか？
６個以上 危険度がかなり高めです！
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村上記念病院 外来診療担当医表 令和4年10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)
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)

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/

（2022.10月 発行） （企画広報委員会）


