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今号の厳選写真

村上記念病院 広報誌
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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

医事課 鈴木綾子
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外来受診される患者さんへ
-----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（特に飲酒を伴う外食等）は避けてください。

2. 県外への旅行・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。

※県外への外出や発熱・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

◆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）
・県外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
（県内の感染拡大傾向のある地域からの付添いの場合にも、要相談させていただく場合があります）

※階段の使用を制限します。中央エレベーターのみご利用ください。

◆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３年５月１日 村上記念病院 院長 村上 匡人
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企画広報委員のページ
５病棟 回復期リハビリテーション病棟 師長 清家 美和

私は平成２８年回復期リハビリテーション病棟新設時に異動となり、看護師として勤務し

ています。愛媛県には回復期リハビリテーション病院が１８病院あります。その中でも当院

のリハビリ病棟は４６床、特徴としては、年間３６５日お祭りやお正月も休まず、毎日リハビ

リを行っている病棟です。また、県内外からもたくさんの入院紹介をいただいています。

看護師の役割として、患者さまが日常生活を自力で行えるように療養上のサポートや精

神面のケア、医師の診療の補助など幅広い役割を担っています。

患者さま一人ひとりがその人らしく生き生きと社会復帰・在宅復帰ができるように、多職種

との調整を行い連携の架け橋となっています。

「その人らしく」とは、患者さまの人生を尊重し気持ちに寄り添い、看護の専門性を生かし

て在宅復帰を見据えた関りが必要です。

そのため看護師は患者さまやご家族とのコミュニケーションを通して、個別性を重視した

本当の意味での目標を一緒に考えていきます。

車椅子で入院された患者さまもリハビリを集中的に行うことで、退院時には歩いて退院さ

れる姿を見ると、とても嬉しく思います。

回復期リハビリテーションにおいては、患者さまのリハビリを通じて回復していく姿を間近

で見られることが看護師の大きな魅力です。

＜長寿のお祝い＞

内閣総理大臣、愛媛県から長寿のお祝いをする表彰状と記念品が届きました。
今回も、新型コロナウィルス感染予防で密を避けるために、お祝いの催しはできません
でしたが、カメラを向けると素敵な笑顔をみせてくれました。
いつまでも、お健やかでいらっしゃいますよう、心から願っています。
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MRCP

西条花めぐり②

広報誌をご覧のみなさまこんにちは！
今号でも「西条花めぐり」第2弾を紹介させていただきます 医事課 鈴木 です。

７月発行のひだまりVol.61では、母との1～5月上旬の花めぐりをお伝えしましたが、
今回はその続きをご紹介したいと思います！
夏頃の写真がないのは……暑くてあまり日中動かなかったからですw
そのぶん、市外のため行きたかったけど行けなかったお花スポットも掲載しました♪
素人のスマホ写真で申し訳ないですが、少しでも癒やしになれば幸いです（‘-‘＊）

←黒瀬ダム周辺/山あじさい
今年のあじさいはピンク色が
多かったように思いました。

↑ 加茂川上流/ツユクサ
涼を求めて加茂川上流探索♪

↑国道194号線沿いロータリー/彼岸花
紅白の彼岸花が咲き乱れていました!黒い蝶々
が遊びに来ていました!!

↓寒風山トンネル高知側出口付近/桜
白い花がポツポツと咲いていて、何だ
ろうと降りてみるとなんと桜でした！
（9月下旬撮影）

←国道194号線沿い/樫の実
ドングリ??と思っていたら樫の実というらしいです。
見づらいですが、実がいっぱいついていました!
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←丹原町天川棚田/コスモス畑

なんと！今年は例年より成長が遅い

のか、全く咲いていませんでした！

もう少し経ってからまた行ってみた

いと思います！

（10月初めに撮影）

↑実際に咲いた風景です！

段々になった棚田一面にコスモスが咲いてとてもきれいですよ！

今号が発行される頃には咲いているかも！！
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来年こそは！ぜひ行きたい！！お花スポット♪

あまり出歩かなくなったからか、母の足が徐々に細くなっています。

来年はつれていってあげたいなぁ～…

←↓新居浜市池田池公園／菖蒲

(3年前に撮影)

←吉海町バラ園／バラ
（３年前に撮影）
後ろにテントが見えます。
バラ祭りに合わせて行った時のようです。

←↓新居浜市マイントピア別子／芍薬
（撮影は3年以上前かもしれません）



７

インフルエンザ予防接種のお知らせ 

予防接種
◆当院では 11/1（月）～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。

対象 高校1年生以上
期間 １１／１(月)～１１／２９(月) ※延長の可能性あり

場所 特設接種会場
曜日・時間

人数 各２０名まで

お問合わせ 0897-56-2300(代)

※直接ご来院にて予約希望の方は総合受付へお申し出ください。

上記以外で予防接種希望の方は、従来通り外来で実施します。
お待たせするかと思いますがご協力お願いします。
火曜日は従来通り外来で実施します。
※診察予約のある方は外来予約日にも接種可能です。
※中学3年生以下の方でインフルエンザ予防接種をご希望の方は小児科にて予約をお取りします。

社会医療法人社団更生会村上記念病院 病院長

月曜日（１、８、１５、２２、２９日） １６時～
木曜日（４、１１日） １５時３０分～
木曜日（１８、２５日） １６時～
土曜日（６、１３、２０、２７日） １２時～
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村上記念病院 外来診療担当医表 令和3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
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】

濱口美香

【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】

藤岡耀祐【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

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

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

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

10:00-15:00
愛大非常勤医

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/

（2021.10月 発行） （企画広報委員会）


