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今号の絵手紙

村上記念病院 広報誌

Vol.35
H27年1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、患者さんと共に考える医療の実践に努めます
３．医療に関する安全管理を徹底し、さらなる進歩に努めます
４．保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
５．地域社会とのさらなる連携強化に努めます
６．健全な病院経営に努めます

理念

方針

提供：塩﨑和美
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院長より年頭の挨拶

永年勤続表彰
新年互礼会に続き、永年勤続10年・15年・25年の表彰式が行われました。
理事長より賞状と記念品が授与され、受賞者を代表して、菅 妃美子さんが
答辞を述べました。

２５年：菅妃美子 藤田孝司
１５年：川口久美子 黒川鈴江 河野尚子 佐竹紀子

中野小百合 原澤三奈子 藤田仁志
１０年：菅 俊美 佐藤福美 藤田有美 宮﨑舞子 （五十音順 敬称略）

5病棟 看護職 菅 妃美子

私が高校卒業後入職した当時はまだ村上

病院の名称でした。入職後学校へ行かせて

いただき、あれから25年が経ちました。これま

で、永きに渡り勤務することができたのは、私

を指導してくださった諸先輩方や同僚の皆様

のおかげと深く感謝しております。この気持ち

を忘れることなく微力ではありますが、皆様の

期待に少しでも応えられるよう努力を続ける

所存です。今後とも理事長先生、院長先生、

看護部長を始め皆様のご指導・ご鞭撻をお願

いいたします。

リハビリ ＯＴ 藤田孝司 室長補佐

四半世紀前、右も左も分からなかった西

条市にやってきた若造を、受け入れて下さ

った病院関係者及び地域住民の皆様には

心より感謝申し上げます。

当院に入職し、25年という年月を過ごし

てきましたが、これからも少しでも地域医

療に貢献できるよう努力していきたいと思

います。この度は、本当にありがとうござ

いました。

村上匡人院長

新年明けましておめでとうございます。2015年は、「ひつじ」から連想される

暖かいイメージとは正反対に日本列島に寒波と強風が吹き荒れ始まりました。

2014年は、幻に終わったＳＴＡＰ細胞には期待を裏切られましたが、ソチオリン

ピックやノーベル物理学賞では日本人の活躍が、明るい話題を提供してくれ

ました。

一方消費税増税からはじまり、 年末の選挙と国政にも振り回されることとなったり、

各地で火山の噴火や異常気象で、 多くの人命が失われ、 世の中が騒然となったまま

終わりました。 「ひつじ」 は争いごとを好まず、 団結力があるポジティブなとらえられ方

がある一方、 「未」という字は細い小枝、 あるいはまだ熟しきらない成長途上の植物の

ことをさすそうです。まさに我々が、まだ未熟であることを認識しながら日々謙虚に精進

していくそんな年と位置付けております。

医療界には相変わらず逆風が吹き荒れている昨今ですが、昨年末当院にはサービス

付き高齢者住宅「スウィング大町」も完成し、今後のますます高まるニーズに応える方策

も整えてまいります。私達は今年もよい一年になりますよう政策や医療情勢の変化にも

対応しながら、 地域医療を守り医療サービスの向上をめざし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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「平成２６年度防災訓練を終えて 災害対策委員：医事課 佐伯貴仁

11月9日（日）に平成26年度の防災訓練が行われました。今年は残念ながら天候に恵まれず、毎年

恒例となっている朝日町自治会との合同訓練を行うことができないなど、いくつか予定変更を余儀なく

されました。訓練内容は、数年ぶりとなるトリアージ訓練で、通常の業務中に病院前の線路で列車事

故が発生し、多数の傷病者が搬送される、という内容でした。まず、放送にて事故発生が院内に報告さ

れ、災害対策本部が受付に設置され、外来スタッフのみでは対応困難なため、手の空いている職員は

応援に回るよう指示が出ます。それから対策本部より指示が出て、それぞれの持ち場が決定し、トリア

ージが開始されました。トリアージは、医師1名、看護師2名、事務2名で構成されたチームが2チーム配

置され行われました。赤(最優先治療群・重症群）、黄（待機的治療群・中等症群）、緑（保留群・軽傷群

）のそれぞれのエリアにも、医師、看護師、事務員が配置されました。

訓練での私の役割は、主に訓練の様子の写真撮影であったため、いろいろな場所の様子を見ること

ができました。今回は、災害等で病院が被害を受けているわけではなく、その上通常の業務中であっ

たため、病院の機能やスタッフの人数は十分であり、役割分担も事前にきちんとされていたため、スム

ーズにトリアージから治療までができていたのではないかと思いました。しかし、こういった大きな事故

が急に発生し、通常業務中に急に傷病者が多数搬送されたとすると訓練通りにはなかなかできないの

ではないかとも感じました。例えば、訓練でも名前不明の搬送患者さんを想定していましたが、実際、

名前の分からない患者さんも少なくないと思いますので、その確認や、来院した搬送患者さんの家族

への対応や、動けたり、話せたりする患者さんへの対応、又は、通常業務中であるため一般の受診患

者さんへの対応など、やらないといけないことは訓練以上に多くあるのではないかと感じました。もちろ

ん役割分担も事前に決められているわけではないので、自分がやるべきことを把握するのにも時間が

かかるかもしれません。正直に言うと、私は今回の訓練だけでは、本当に大事故が発生し多数傷病者

が搬送された場合に十分な対処ができるかどうか、やはり少し不安が残りました。私だけでなく、訓練

に参加された職員の方の中には私と同じように不安に感じた部分がある人もいるのではないかと思い

ます。実際に、今回の訓練のような大事故が起こった場合は、予測していなかった事態や、対処困難

な問題が発生したりすると思いますので、今回のような訓練に参加する機会があれば、そういったとこ

ろを意識し、イメージして、どのように動けば対処できるか考えながら訓練に取り組まないといけないと

感じました。また、このように多数の傷病者が搬送されるような大規模な事故が発生した場合には、災

害対策本部や上司からの指示を受けて、速やかに自分のやるべきことをしっかり理解し行動できるよ

うにすると共に、周りの状況を正確に把握し、様々な方面から傷病者により良い医療を提供できるよう

自分で考えて行動することが重要であると思いました。そのためには、私も含め職員1人1人が状況に

応じてどういった行動をとれば良いのか、又は自分に何ができるのかを、日頃から意識し、考えておく

ことが重要であると感じました。
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平成26年12月19日 新施設 落成式

待ちに待った落成式の日が参りました。天候

にも恵まれ無事、神事・テープカットを行うことが

できました。来賓の方々には施設見学もしてい

ただき、滞りなく式を終了いたしました。

これからは入居者の方々、利用者の方々皆さ

んの期待に応えられるようスタッフ一同力を合

わせて頑張っていきますので地域の方々はじめ

関係者の方々、よろしくお願いいたします。

年忘れ落語会「むらかみ記念寄席」

平成２６年１２月１０日 今年もやってきま

した、恒例の落語会！開演を待ち望み、続

々とお客さんがやって来ます。外は真冬の

寒さ、一転ホールは熱気で包まれました。

老若男女たちの笑い声と拍手喝さいが響き

渡ります。

今年の寄席に来てくれたのは、笑福亭由

瓶さん・桂三語さんです。両者とも、観客か

らもらった笑いと拍手は引けを取りません。

笑う健康法もあるように、皆さん笑いで病気

や災いを吹っ飛ばしました！久しぶりにおな

かの底から笑った気がします。最後に行っ

た二人のサイン色紙の抽選会も大盛況でし

た。来年もまた楽しみです。
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村上記念病院 健康教室予定表 Ｈ27年1月～6月 糖尿病教育委員会

日 程 テ ー マ 講 師

1月22日（木） 冬脱水に気を付けよう 外来

2月13日（金） 口腔アレルギー症候群～花粉症と食物アレルギーの意外な関係～ 内科 森医師

2月26日（木） ビックリ！紅茶の効果 ４・５Ｆ看護師

3月13日（金） 未定（脂肪肝についての予定） 内科 重人医師

3月26日（木） ジェネリック医薬品について ☆食事会あり 薬局

4月10日（金） 風邪を引かない体づくり 「風邪を予防する7つの習慣」 透析

4月23日（木） メタボのお話 リハビリ

5月 8日（金） 知っ得！シリーズNo.2 「糖尿病と高血圧」 検査

5月21日（木） 未定 ２病棟

6月12日（金） お口の乾燥について 歯科

6月25日（木） 未定 ☆食事会あり ３病棟

場所：6Ｆ多目的ホール 時間：午前１１時より 約３０分間
食事会に参加したいと思われる方は、１ヶ月前に内科外来へ予約にお越しください。

※食事代は３００円です。当日のキャンセルはお受けできませんが、前日までのキャンセルについて
は全額返金できます。

サービス付高齢者住宅 スウィング大町
複 合 型 サ ー ビ ス 事 業 所 仲 ま ち
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン こ ま ち

施設長 安藤静子

12月1日入職式

2011年10月にスタートしたサービス付き高齢者住宅は、現在西

条市内に136戸あり、その内44戸が昨年12月22日に開設したス

ウィング大町です。同時に開設した複合型サービス事業所は、愛

媛県では4番目、西条市では初めての小規模多機能居宅介護と

訪問看護ステーションが一体的に運営、365日24時間安心安全を

提供するという新しい介護事業所となります。

サ高住玄関ロビーでは地域の人々との文化交流

の場となるよう色々なサークル活動の展示や催しを

行っております。

また、1階のダイニング・カフェSwingは、入居の

皆さんの心休まる空間であり、ご家族やお友達と

集われ、地域の皆さんとの触れ合いの場にもなっ

ております。

みなさん、よろしくお願いいたします。
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栄養課の取り組み
当院の栄養課には、管理栄養士が4名在籍し日々栄養管理・給食管理を行っています。
今回は、食事に関する取り組みの一部を紹介させて頂きます。

～西条の水を使ったスープ～
“西条の美味しいお水と西条産の野菜を使用した美味しいスープを
患者様に召し上がって頂きたい！”という思いから始まりました。西条
産の野菜や鶏の手羽先などで、出汁をとっています。提供を年に4回
行っており、12月には冬至の日にかぼちゃのスープを提供しました。

～水都苑・通所リハビリ・Swingゆらり・介護療養病棟 おやつバイキング～
水都苑やその通所リハビリ、Swingゆらり、病院の介護療養病棟では
月に1度、手作りおやつのバイキングを行っています。
～病院・水都苑で提供する食事の改善～
一昨年の11月より、献立の組み合わせや味付けの改善に取り組ん
でいます。 食事の量や盛りつけ、見栄え、味付けの評価を毎食実施
しています。 その内容を元に、病院栄養士と委託会社（調理担当）で
週に1度話し合いをし、食事の改善を図っています。

～人間ドックで提供している食事の改善～
昨年10月からドック食の改善を図る

ため、アンケート調査を実施致しました。
結果の一部を紹介したいと思います。
食事の味付けに関して「とても美味しい」
や「美味しい」と答えた方は全体の約
80％でした。（味付けは入院患者様に
提供している食事と同じです。）また、
食事の点数を90点以上と答えた方が
過半数を占めました。その他、頂いた
ご意見を参考に食事の改善に努めて
参ります。ご協力ありがとうございました。

企画広報委員のページ 今号担当：栄養課 管理栄養士 工藤夏音

100点：27人 19％

90点代：60人 41％

80点代：35人 24％

60点代：4人 3％
0点：1人 1％

無回答：5人 3％

食事の点数（100点満点中）

70点代：13人 9％

平均87.3点

とても美味しい：33人 23％

美味しい：80人 54％

普通：30人 20％

まずい：1人 1％

とてもまずい：1人 1％
無回答：2人 2％

食事の味付けはいかがですか？

0
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食事の印象（複数回答可）
健康的：83人

家庭的：71人

満足感がある：64人

豪華：11人

満足感がない：0人

物足りない：1人 貧相：1人
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管理栄養士おすすめスムージー
Part.4：山芋のポタージュ～ゆずこしょう風味～

【材料 -2人分- 】
＊山芋・・・200ｇ
＊水またはぬるま湯・・・200ml
＊白だし・・・大さじ2
＊のり（飾り用）・・・適量
＊ゆずこしょう・・・適量

【作り方】
① 山芋はよく洗い、皮をむかずに1ｃｍ幅の輪切りにする。
② ①と水またはぬるま湯、白だしをミキサーに入れて回す。
③ 器に盛り、小さくちぎったのりを飾り、お好みでゆずこしょうを添える。

【栄養成分（1人分）】
エネルギー:135kcal たんぱく質:5.2g 脂質:0.7g 炭水化物:28.6g
カリウム:914mg カルシウム:37mg 鉄:1.0g ビタミンC:16mg
コレステロール:0mg 食物繊維:2.0g

★山芋の消化酵素を壊してしまうので、温度が40～50℃のぬるま湯

または水で作って下さい。

★山芋の健康効果★

食物繊維が豊富な山芋は、腸内をきれいにするため便秘予防効果が期待

できます。また山芋に含まれるネバネバのもと、粘り成分のムチン。このムチ

ンは新陳代謝や細胞の増殖を促進するため、老化防止や肌の若さを保つこ

とにつながります。食べ物の消化吸収を助け疲労回復にも効果があります。

ただしムチンは熱に弱いので、加熱せずすり下ろして食べるなど、生のまま

使用するのがおすすめです。

☆ ワンポイント！
ゆずこしょう とは、
唐辛子を粗刻みにし、ユズの果皮と塩を入れて磨り潰し、熟成
させたものです。名称の「胡椒」は青唐辛子を意味する古語だ
そうです。色々な使い方で味覚を楽しめます。これからの季節
鍋にもいいですね！
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村上記念病院 外来診療担当医表 平成27年1月1日現在村上記念病院 外来診療担当医表 平成27年1月1日現在

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/

（2015.1月 発行） （企画広報委員会）

月 火 水 木 金 土

内 科

午前

村上匡人(1,3,5)

村上凡平 (2,4) 
西野圭一郎 村上重人 村上匡人 西野圭一郎 村上凡平

高岡洋子 村上匡人(1,3,5) 高岡洋子

森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

河野珠美【循環器】
高岡（1）森(3,5）

村上重人（2,4）

松本卓也
岩政喜久恵

【ﾘｳﾏﾁ】

岩政喜久恵【ﾘｳﾏﾁ】

坂上智城【循環器】
末盛浩一郎 岩政喜久恵【ﾘｳﾏﾁ】

古川慎哉【糖 尿】

（2,4,5）

伊東亮治【呼吸器】

午後

森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

西野圭一郎 高岡洋子

内科医村上重人

岩政喜久恵【ﾘｳﾏﾁ】
松本卓也 末盛浩一郎

透 析
日中 西野圭一郎 村上凡平 村上凡平 村上凡平 村上重人

村上匡人（1,3,5）

西野圭一郎(2,4)

夜間 村上凡平 内科医 村上重人（2,3,4,5）

外 科

午前 本田和男 小野敦美 小野敦美 小野敦美 高井昭洋 小野敦美

午後
本田和男

（手術日休診）
小野敦美 小野敦美

高井昭洋

（手術日休診）

泌尿器科 午前 宮内勇貴 丹司望（2,4） 白戸玲臣（1,3,5）

整形外科
午前 伊藤俊雄 伊藤俊雄 尾形直則 伊藤俊雄 伊藤俊雄 非常勤医

午後 伊藤俊雄(15:00～）

脳 神 経

外 科

午前 藤田仁志 白石俊隆 白石俊隆 藤田仁志 藤田仁志 松本調

午後 白石俊隆 藤田仁志【頭痛外来】 白石俊隆

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
木村成秀

村上省吾
(午後休診)

小 児 科 午前 愛大非常勤医 愛大非常勤医

眼 科 午前午後
愛大非常勤医
(午後休診)

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

松本卓也
高岡洋子 村上匡人

西野圭一郎

末盛浩一郎
村上匡人 西野圭一郎

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(1,2,4)

午後 村上重人 森公介（西野） 森公介

受付時間： 8：00～17：00（月、水、木、金） 8：00～12：00（火、土）※整形外科 8：00～11：00（月～土）

診療時間： 【午前】9：00～ 【午後】14：00～（火・土 休診） 15：00～17：00 (月のみ午後有り）

※当院は、再診時予約優先の診療を行っておりますが、予約に関するお問い合わせ時間は下記の通りです。

・内科、糖尿科、ﾘｳﾏﾁ科、循環器科、呼吸器科：月水木金の14:00-17:00 ・脳神経外科：月木金の14:00-17:00・水の9:00-12:00

・外科、整形外科、泌尿器科：月水木金の9:00-17:00・火土の9:00-12:00 ・小児科：木土の9:00-12:00 お間違えのないように。


