
ご自由にお持ちください 中面の外来診療担当医表より医師の診察スケジュールが確認いただけます
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《基本理念》

人道、博愛、奉仕の赤十字精神に基づき、医療を通じて、地域社会に貢献します。

Vol.372014年7月1日

http://www.matsuyama.jrc.or.jp/

1 人間としての尊厳を守り、良質で温もりのある医療を提供します。
2 安全と安心の医療を提供し、信頼される病院を目指します。
3 地域の医療機関と連携を密にし、質の高い急性期医療・専門医療を実践します。
4 災害救護活動ならびに医療社会奉仕に努め、赤十字活動を推進します。
5 自己研鑽に努め、次代を担う医療人を育成します。
6 一人ひとりが生き生きとし、働きがいのある病院を目指します。

《基本方針》

松山赤十字病院

第10回フォーラム（平成25年度）

患者の皆様の権利
　私たちは、患者の皆様の権利を尊重した医療の提供に
努めます。

１. 人権を尊重される権利
　一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され
る権利があります。

２. プライバシーを保護される権利
　院内でのプライバシーが守られる権利、診療の過程で
得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。

３. 公平で最善の医療を受ける権利
　良質な医療を公平に受ける権利があります。

４. 医療に関して知る権利
　診療に関して、理解しやすい言葉や方法で納得できる
まで十分な説明と情報を受ける権利があります。また
診療に関する情報について聞かない権利もあります。

　ご自分の診療記録（カルテ）の開示を求める権利があり
ます。

５. 医療行為について選択し決定する権利
　十分な説明と情報を受けたうえで、治療方法などを自
らの意志で選択、または拒否する権利があります。

　この病院以外での診療を希望する権利、他施設の医師
の意見を聞く権利があります。（セカンドオピニオン）
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松山赤十字病院公式

い
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ぜひ「いいね！」をよろしくお願いします｡

 松山赤十字病院  フェイスブック 検 索Facebookページを公開中！

　新病院建設事業の最初の工事として、平成26年9月より「立体駐車場新築工事」
に着手します。
　立体駐車場新築工事と合わせて、一部建物（別館）の解体並びに病院北側隣接道路
の改修を行うこととしています。
　慢性的な駐車場不足により、病院利用者並びに近隣の皆様にはご不便ご迷惑をお
掛けしておりましたが、立体駐車場の新築による駐車台数の増加（約300台増）によ
り、駐車場不足・周辺の交通渋滞等も緩和されるものと考えております。
　立体駐車場の完成は、平成27年3月末の予定です。

当院携帯サイトをご覧頂けます
右のQRコード（二次元バーコード）を取り込むこ
とにより、当院携帯サイトにアクセスできます。
●アクセス　●外来診療のご案内　●救急のご案内
●お見舞いのご案内　●職員募集情報

　今年も地域医療連携フォーラムを下記のとおり開催します。
　メタボに続く新国民病「ロコモティブシンドローム」をご存知ですか？
　今回はロコモについて、専門の先生方が正しい知識と予防法の講演を行い、
手軽な予防体操を実演します。将来、寝たきりにならないためにできることを
一緒に学びませんか？
　どなたでもご参加いただけますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

■ 日　　時 ： 平成26年７月27日（日）13時～15時30分
■ 場　　所 ： ひめぎんホール（サブホール）
■ テ ー マ ： ご存知ですか？ロコモ（運動器症候群）
  ～「寝たきり」にならないために～

■ 講　　演 ： 相原整形外科　院　長　　　 　　相原　忠彦 先生
松山赤十字病院　整形外科部長　　 中城　二郎 先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リハビリテーション課長  高岡　達也 先生
■ 参加対象 ： 地域住民のみなさま　※入場無料、事前申込不要

新病院建設について 第2回

～立体駐車場新築工事に着手～ 写真／後列左 庄野部長

1  ―  持続陰圧閉鎖療法  
●どんな治療法なの？
　潰瘍部（きず）を密閉して持続的に陰圧をかけることで、きずの表面を適度に湿った状態にしながら浸出液の吸引・排出を行い傷の治りを良く
する治療法です。
　10年以上前からアメリカで使用されていたため日本でも知られていた治療法ですが保険適応がなかったため、褥瘡（床ずれ）などで他の治療
が効かなかった難治性の潰瘍（きず）の治療に限り既存の医療器具を組み合わせて行われていました。しかし専用の器具ではないため、エアー漏
れや感染などのトラブルも多く効果は一定しませんでした。
　2010年4月にKCI 社のVAC システムという専用の機器に保険が効くようになり、その有効性が広く知られるようになりました。その後
数社から専用の機器が発売され、褥瘡や糖尿病性潰瘍などの難治性潰瘍のみならず、外傷や熱傷、植皮の術後、胸部・腹部の術後感染による潰瘍、
下肢虚血による潰瘍などの治療に対して各科で使用されるようになってきています。

●どんな病気に使うの？
　当科では主に褥瘡（床ずれ）や糖尿病性潰瘍、他科から紹介された術後の難治性潰瘍などで感染のない症例に使用し、入院期間の短縮に貢献し
ております。
　小さな潰瘍に対しては外来で使用できる機械も発売されており、適応のある症例があれば使用していきたいと考えております。

2  ―  乳房再建エキスパンダー／インプラント
●乳房再建エキスパンダー／インプラントとは？
　乳癌を切除した後の平らになった皮膚の下にエキスパンダーという袋を入れ、そこに生理食塩水というお水を入れて膨らますことで徐々に皮
膚を伸ばし、十分伸びたあとでインプラントという人工の乳房を入れて乳房を作る方法です。（乳頭・乳輪の再建は含みません）
　乳癌切除後の乳房再建に関しては、大きく分けて自家組織（自分の体の一部）による再建と人工物による再建の２つの方法があります。自家組
織による再建は数年前から保険適応があり、主に腹直筋皮弁（お腹の筋肉の一部と皮膚）や広背筋皮弁（背中の筋肉の一部と皮膚）を使用した再建
が行われていましたが、人工物（インプラント）による再建は保険適応がなかったため当院では行っていませんでした。
　昨年から専門学会での登録を受けた医師が在籍する認定を受けた施設に限り人工物（認可を受けた乳房再建エキスパンダー／インプラント）に
よる再建に保険が効くようになり、当院も今年施設認定を取得しました。

●どういう利点・欠点があるの？
　最も大きな利点は、体の他の部分にメスを入れずに乳房の膨らみを作れる（乳頭・乳輪の再建は別）ことです。欠点は、被膜硬縮という引きつ
りが起こりやすいこと、インプラントの破損の可能性があること、定期的なインプラントの入れ替えが必要なことです。
　また、どの方法による再建でも健側（もう一方）の乳房と同じになる訳ではありません。
　今後再建希望の患者さんがいらっしゃいましたら、どの方法が良いかをよく相談して再建を進めていきたいと考えています。

形成外科 近年保険適応となった新しい治療法について 庄 野 佳 孝形成外科
診療部長

平成26年7月12日（土）13時30分～15時

病院薬局前ロビー

患者さんとそのご家族他、どなたでもＯＫです。参加対象

第11回

　今年も、看護師自治会ゆうかり会による笹竹の飾
りつけと、看護学生自治会によるダンス・合唱・寸
劇といった出し物と、金魚すくい等の催し物を企画
しております。患者さんに楽しんで頂けるよう、学
生も頑張って準備しております。
　短冊に願いを託して、楽しいひと時を過ごしにい
らっしゃいませんか？

日　　時

場　　所

参加無料
院内七夕祭りを開催します

立体駐車場新築工事
Ｈ26.10～Ｈ27.3

別館解体

別館解体・道路改修工事
Ｈ26.9～Ｈ26.10

立体駐車場
工事エリア

※工事期間中は、何かとご不便をお掛けすると思いますがご理解ご協力をお願いいたします。

地域医療連携フォーラムを開催します

　当院では、患者さんをはじめ全ての来院者の健康維持、
受動喫煙防止のため、平成26年11月1日から敷地内全
面禁煙を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願い
いたします。
※ 敷地内とは、建物内のみならず駐車場・通路を含めた
　 病院の敷地全体を示します。

病院敷地内全面禁煙のお知らせ
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