
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

にっせき
ぬくもり通信
《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。

2014年1月1日

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

 平成26年1月1日発行　編集・発行／松山赤十字病院　〒790-8524 松山市文京町1番地　TEL089-924-1111  FAX089-922-6892

松山赤十字病院公式

い

いね
!

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FFFaaaccceeebbbooooookkkペペペーージジジジををを公公公公開開開開中中中中！！！

　当院は、地域の皆様が地域の中で「安心して暮らせる」よう「生まれる前から人生の
最期に至るまで」切れ目のない（シームレス）良質で温もりのある医療を継続して提供
するために、平成26年9月より新病院建設に着手することとしております。
　新病院は、免震構造の2棟構成（地下1階地上6階の北棟と地下1階地上10階の南
棟）とし、北棟には外来部門及び手術他中央診療部門等を、南棟には入院部門を配置
し、延べ床面積は現在の約1.2倍（約55,000㎡）の広さとなる計画です。
　また、慢性的な駐車場不足に対応するため、平面駐車場に加えて立体駐車場を整
備することにより、駐車台数は現行の約1.6倍（約540台）となる計画です。
　その他、「がん医療」「救急医療」「周産期医療」
「小児医療」「災害医療」等においても更にその
機能を充実させ、平成32年度の完成を目指し、
着実に推進を図っていくこととしております
ので、今後とも地域の皆様のご理解ご支援を
よろしくお願い申し上げます。

新病院建設について

敷地南西上空からの鳥瞰イメージ

敷地西側からの外観イメージ エントランスホールのイメージ

　来る３月2日（日）に『がんに関する市民公開講座』を開催いたします。
　今回は「よくわかる！がんとその治療」をテーマに、がんに関する基
礎知識や早期発見について当院の医師たちによる講演を予定しており
ます。
　また、当日ご参加いただいた方（300名限定）には素敵な記念品をご
用意していますので、お気軽にお越しください。

　ヘリコバクター・ピロリ菌の抗体価
検査と胃粘膜萎縮の程度を調べるペプ
シノゲン検査を血液で調べることによ
り、ご自分が胃がんになりやすいかに
ついてのリスクを4段階で知ることがで
きます。そしてどのくらいの頻度で胃
内視鏡検査を受ければよいかなどにつ
いて指導を受け、ヘリコバクター・ピ
ロリ菌の除菌が必要か

もわかります。

■料金：4,200円

内臓脂肪検査
　内臓脂肪の増加により、高血圧、脂
質異常症や糖尿病などの合併が増加し、
脳梗塞や心筋梗塞などが発症しやすく
なります。内臓脂肪測定は今まではX
線 CT 検査によってのみ測定可能でし
たが、時間がかかるとかX線を用いな
ければならないなどの問
題点がありました。しか
し、この方法ではX線を
用いずに正確に、短時間
（5分程度）で、何度でも
繰り返し測定できます。

■料金：2,100円

■ 日　　時 ： 平成26年３月２日（日）　13：30～ 15：30（開場 13：00）
■ 場　　所 ： いよてつ髙島屋　ローズホール（９階）
■ テ ー マ ： 「よくわかる！がんとその治療」
■ 講　　師 ： 子宮がん　産婦人科部長　本田　直利

乳 が ん　乳腺外科部長　川口　英俊
食道がん　外科副部長　西田　康二郎
血液がん　内 科 部 長　藤﨑　智明

※入場無料・
　事前申込不要

平成25年度

◆人間ドックのオプション検査が2種類新たに増えました◆
ABC検診

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

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）

「がんに関する市民公開講座」
を開催します

昨年の模様

事務部長　渡部　禎純
　明けましておめでとうございます。
　昨年から今年にかけて日本経済も少し上向い
てきた感があり、期待したいと思います。
　当院は昨年、開設100周年記念式典を開催
することができ、節目の年を迎えました。今年
は新たな100年に向けて大きく羽ばたく年とな
ります。
　長年の懸案でありました建築計画も現在の
ところ予定通りに進んでおり、まず初めに本年
9月には、いよいよ立体駐車場を着工すること
となります。
　その後、小中連携校である東雲小学校の建築
が終わり次第、病院本体の工事を行う予定です。
　建築を進め行く上で、患者様や地域の皆さま
方には、いろいろとご迷惑やご不便をおかけす
ることがあると思いますが、何卒、ご協力いた
だきますようお願い申し上げます。
　最後になりますが、皆様にとりまして、良い
一年となりますようお祈り申し上げます。

看護部長　小椋　史香
　初春のお慶びを申し上げます。
　昨年、当院は創設100周年という記念すべ
き年でした。当院の開設・発展に惜しみなく
汗を流し、情熱を注いで下さった諸先輩方の
苦労、これまで地域の皆様に支えられてきた
歴史を再確認することができました。
　これまで培われてきた赤十字精神・看護の
こころを継承し、高齢社会を支えるケアの力
を発揮したいと決意を新たにしています。
　「ポジティブ感情は長寿の秘訣」と言われて
います。障害や病気を抱えても「地域でその人
らしく生きる」ことを叶えるしくみを実現する
ために地域の皆様と知恵を合わせ、協働して
参りたいと考えています。
　新しい年が皆様にとって健康で、実りある
年でありますよう心からお祈り申し上げます。

院長　渕上　忠彦
　明けましておめでとうございます。
　当院は昨年創立100周年を迎え、今年は
新たな100年に向けてのスタートの年とな
ります。この100年間幾多の存亡の危機は
ありましたが、地域の皆様に支えられ存続し
てきました。本年9月には新しい100年の門
出に相応しく新病院の建築が始まります。新
病院のコンセプトは当院の基本理念である
「地域に貢献できる病院」です。安全・安心で
質の高い医療の提供はもちろんのこと救急医
療にも十分対応できます。大規模災害時には
地上に２機分のヘリポートが確保できており
万全の態勢で臨むことができます。完成まで
にご不便をおかけすることもあるかと思いま
すが、ご理解、ご支援よろしくお願いいたし
ます。
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