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医療法人社団 慈生会 松山城東病院 広報誌

桑原公朗医療法人社団 慈生会 松山城東病院　 理事長

当院は昭和４２年（1967年）の創立から、本年で５０周年を迎えることとなりました。
当院の前身は、大正７年（1918年）に祖父「桑原寛一」が久米高井に診療所を開設し、
その後、その分院として松山市松末の地に昭和４２年に桑原病院を開設しました。
そして、松末病院、松山城東病院と順次名称を改め、現在に至っています。
５０年間医療を継続できたことは、ひとえにご利用の皆様や地域の皆様、関係諸機関の
皆様からご支援をいただいたおかげであり、改めて深く感謝いたします。

理事長あいさつ ～50周年を迎えて～

当院の沿革
昭和42年   4月　桑原病院開設
昭和48年11月　松末病院と名称を改称
平成 元年   4月　医療法人社団慈生会を設立、松末病院の経営母体とする
平成   4年   5月　松山城東病院と名称を改称
平成29年   4月　創立50周年を迎える

さて、国は社会保障と税一体改革を進め、社会保障制度に関する
多くの法整備が行われています。これにより、病床の機能分化、
医療・介護の連携強化、地域包括ケアシステムの構築、高齢者の
費用負担の見直し等、様 な々施策が実行されています。
一方で、国民・患者は安全で質が高く、地域格差のない医療と情報
の提供を望んでおり、更には今後の負担増にも不安を抱いており
ます。このような環境の中、地域医療を守る立場である我 に々課せ
られた責任は非常に重いものであると考えています。当院は、その
責任を果たすべく、望ましい医療提供体制の構築に向けて活動
を続けてまいります。

今後も、地域の信頼に応え・より良い医療の提供を基本理念に、
地域の基幹病院としての責務を全うし、次の５０年に向け確実な
進歩を遂げるための年にしたいと思います。今後も関係各位の
変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

当院の病院理念
1.地域医療に貢献し信頼され愛される病院を目指します。
2.安心・安全な医療を提供し、患者様の満足度向上を目指し
2.ます。
3.職員一人一人が幸せで働きがいのある病院を目指します。

( 昭和43年当時)

( 現 在)



どこに相談したら
よいか分からない

医療相談

（受付時間:月曜～金曜　9:00～16:30、土曜　9:00～12:00）

お電話での
お問い合わせ 089 -943-7717

病気になると、それまで予期しなかった心配事が起こってきます。

当院では、このようなときに、社会福祉の専門的立場から、医療ソーシャル

ワーカーが個別に相談をお受けしています。

とにかく困ったときに相談を持ちかけていただければ、何かのお役に立てると

思いますので、ソーシャルワーカーを上手に利用してみてください。

たとえばこ
んな時に

…

ご相談を希望される場合は、医師や看護師などにお伝えいただくか、
地域連携室にお越しください。お電話でのご相談もお受けしています。

健康保険・年金など、
社会保障制度について
知りたい

社会福祉制度や
福祉施設の利用に
ついて知りたい

治療費・入院費・
残された家族の生活費
など経済的な不安がある

不安やイライラなどがあり、
治療に専念できない

医療ソーシャルワーカーが個別に相談をお受けしています。

介護保険について
知りたい

法人在宅事務局

（受付時間:月曜～金曜　9:00～16:30、
               土曜　          9:00～12:00）

法人在宅事務局は、医療・介護切れ目の無いサービスの提供、法人内

介護サービス事務所の連携を担うための部門として平成28年11月

に設置しました。

法人内の連携はもちろん、当院は「在宅療養支援病院」の認定を

受けており、医師がご自宅や特定施設等に訪問し診療や治療を行う

在宅医療の総合窓口として業務を行なっています。

在宅医療についてや、病院への通院が困難な場合等のご相談が

ございましたらご利用ください。

私たちが
サポートします

お電話でのお問い合わせ 

089-943-7717

退院後の生活に
不安がある

職場・学校について
心配なことがある



診療予約について

診療予約の流れ

こんな時にご利用ください

紹介患者さん予約専用FAX番号

089-943-7718（地域連携室）

当院では地域の医療機関との連携を強化し、地域医療サービスの充実を図るため
紹介者様の事前予約を承っております。事前予約をご利用頂きました紹介者様には、
診療待ち時間を短縮しスムーズな診療・検査を行いますのでぜひご利用下さい。

■ かかりつけ医の先生方で、患者さんの検査・画像診断が必要なとき
■ 介護施設等入所中の方の診療が必要なとき
■ 緊急を要さないが本日中に外来診療を受診したいとき

診療情報提供書兼受診予約申込書は
当院ホームページをご確認ください。

患者さんがかかりつけ医
(地域の医療機関) を受診します。1

地域の医療機関が当院に
診療情報提供書兼受診予約
申込書を送信します。

2 当院から診療予約受付票を
送信いたします。3

かかりつけ医(地域の医療機関) 
から患者さんへ受診予約申込書
と診療予約受付票をお渡しします。

4 患者さんは受診予約申込書
と診療予約受付票と保険証
を持参し来院してください。

5 当院からかかりつけ医(地域
の医療機関)へ受診結果を
連絡します。

6

患者さん

地域の
医療機関

松山
城東病院

地域医療サービスの充実をはかるため紹介者様の事前予約を承っております。

▶

▶

▶

▶

地域連携業務

当院は地域の二次救急病院としてだけではなく、かかりつけ医としての
役割を担っています。地域医療機関・介護施設等と保険・福祉との連携
を図り、在宅療養や転院に向けての調整、切れ目のない医療サービス
のご提案を行います。
当院は他職種が連携業務に関わることで、中小規模病院のメリットでも
あるスピーディーな対応を心掛けています。
業務内容

■ かかりつけ医の先生方、近隣施設との連携
■ 紹介いただいた患者さんの経過報告・返書事務
■ 紹介患者さんのデータ集計
■ 病院広報誌の発送

医師以外の職種の方でも診療情報提供書兼受診予約申込書に
必要事項をご記入いただければ受付できます。
緊急を要する場合、当日診療をご希望の場合等は、外来看護師
まで直接ご連絡ください。

ん



外来診療予定表
平成29年5月1日 現在

住田 昌亮
(総合) 

午前
第一内科

月

担当医

火

羽立 登志美※1
(糖尿)

水

住田
(総合) 

木

荒木 周平
(消化器)

金

午後 廣岡 昌史
(肝臓) 

井上※3
(循環器) 

住田
(総合)

川田
(循環器) 

住田
(総合)

土

午前
第二内科

川田 浩之
(循環器) 

井上 勝次
(循環器) 

川田
(循環器) 

三好 愛※2
(呼吸器)

川田
(循環器) 

住田
(総合)

午後 兵藤 兵藤 兵藤 兵藤 兵藤

兵藤 眞午前 小川 靖 兵藤 兵藤 兵藤 兵藤

午後 桑原 桑原 桑原

桑原 公朗午前 桑原 桑原 桑原 桑原 桑原

内科

外科

整形外科

脳神経外科
安部 智宏午前 河野 安部 河野 河野 河野

午後 安部 安部 安部河野 啓二 河野

※１. 糖尿外来の診察時間は、午前11時15分までとなっております。
※2. 診察は（9：30～12：00）になります。
※3. 午後2:00～3：00は検査のため、代診となる場合がございます。
※4. 桑原医師・兵藤医師の午後の診察は、手術等の為休診になる場合がございます。ご確認のうえご来院ください。

診察時間:午前9:00～12:00/午後2:00～5:00(受付時間/午前 12:00まで、午後 5：００まで)

編集後記
昨年の5月頃より出来立ての広報誌と病院のパンフレットを片手に、さまざまな医療機関や介護施設を訪問させて頂きました。
どの医療機関・介護施設の方も、お忙しいなか丁寧に対応して頂き感謝しております。
また色 な々情報交換も出来、交流会などにも誘っていただき学びも多くありました。
絵手紙作家の小池邦夫先生の「動かなければ出会えない」という言葉を胸に広報誌を片手にこれからもお邪魔しますのでよろしくお願いします。
広報誌も広報委員を中心に継続して第2号を発行することができました。今後も地域に貢献したいという思いが伝わるような広報誌を作っていきたいと
思います。さて今年は64年ぶりに愛媛での単独国体が開催されます。ボランティアにもできるだけ参加し全国から訪れる人 と々の交流を通した
地域の活性化にも期待しています。県民として選手や観光客の方に〝お接待”の心で〝おもてなし”したいと思います。

お問い合わせ

0 8 9 - 9 4 3 - 7 7 1 7
（受付時間:月曜～金曜 9:00～16:30、土曜 9:00～12:00）

人間ドック
A(1日)ドック / B(2日)ドック / 脳ドック / 各種健康診断
生活習慣病予防健診 / 特定健診

医療法人社団　慈生会

松山城東病院
救急指定病院

診療科目
内科 / 循環器内科 / 外科 / 消化器外科 / 脳神経外科
整形外科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科

病院概要
許可病床数= 90床(一般52床、地域包括ケア38床)
有料室=個室13床、2人室2床
受付時間
月～土曜日（日、祝祭日をのぞく）
午前　８：３０～１２：００　午後　２：００～５：００
(糖尿外来は午前11時15分まで)
※土曜日は午前中のみの受付となります。
交通のご案内
市内より松山重信線(旧国道11号線)  枝松交差点南
伊予鉄バス(松山市駅-川内)   松末住宅前下車
伊予鉄郊外電車(高浜-松山市駅-横河原)　福音寺駅下車 徒歩7分  

ホームページ
http://www.m-joto-hsp.com松山城東病院 検　索

 

松山市駅

南環状線 至 久万方面

立花橋

永木橋
新立橋

湯渡橋

枝松交差点
旧R11

松末住宅前
● フジ松末店

福音寺駅

● 愛媛銀行
● イヨテツ
   スポーツセンター

至 川内・横河原線方面

東
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環
状
線

伊予鉄横河原線

天山交差点

小坂交差点

マクドナルド● 

松山城

● いよてつ
   髙島屋

松山城東病院
石手川

56

33 11

334

（駐車場あり）

〒790-0915  愛媛県松山市松末二丁目19番36号


