交通のご案内

済生会について

済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救

済生会 松山病院

済しようと明治44（1911）年に設立しました。

Saiseikai Matsuyama Hospital

100年以上にわたる活動をふまえ、今、次の三つの
目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として全職員約
63,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開
しています。
・生活困窮者を済う
・医療で地域の生（いのち）を守る
・医療と福祉、会を挙げて切れ目のないサービスの
提供

当院の理念

私たちは、済生会精神に基づき地域の医療・保健・
福祉の充実に努めます

ＪＲ松山駅よりタクシー
１５分
松山観光港よりタクシー
１０分
松山空港よりタクシー
１０分
伊予鉄山西駅より徒歩
７分
ループバス（病院〜三津駅〜太山寺）

当院の基本方針

①地域医療の推進

②高度医療の実施

③救急医療体制の充実

④予防医学の推進

⑤特殊診療の充実

⑥福祉活動の実践

駐車場のご案内
駐車台数約３３０台（無料）

⑦職員の育成

社 会 福 祉 法 人恩賜
財団 済 生 会 支 部
愛媛県済生会
【松山医療・福祉センター内】
松山老人保健施設にぎたつ苑
松山特別養護老人ホーム
姫原特別養護老人ホーム
松山訪問看護ステーション
ハートフル済生会
ワークステーションなでしこ
松山乳児保育園

なでしーさん
松山病院
キャラクター

〒791-8026 愛媛県松山市山西町880番地2
TEL 089-951-6111

FAX 089-953-3806

http://db.matsuyama.saiseikai.or.jp

Facebookはじめました。
当院の様々なイベント情報を発信します。
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最新の医療機器・設備

施設の概要

・管理者
・病床数
・診療科目

院長 宮岡 弘明
１９９床
内科・循環器内科・脳神経内科
外科・整形外科・脳神経外科
婦人科・泌尿器科・放射線科
皮膚科・形成外科・眼科
麻酔科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

・救急医療

救急告示病院・病院群輪番制病院

・がん診療

愛媛県がん診療連携推進病院

・教育指定

基幹型臨床研修病院
協力型臨床研修病院

・施設認定

日本消化器病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会指導施設
日本肝臓学会認定施設
日本糖尿病学会認定教育施設
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本心血管インターベンション治療学会研修
関連施設
日本整形外科学会専門医制度研修施設
日本脳神経外科学会専門医認定制度連携施設
日本脳卒中学会認定教育病院
日本泌尿器科学会専門医教育施設
日本神経学会専門医制度准教育施設
日本眼科学会専門医制度研修施設
日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼働施設
日本栄養療法推進協議会ＮＳＴ稼働施設
日本病態栄養学会認定栄養管理・
ＮＳＴ実施施設
日本病理学会研修登録施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医制度関連施設
日本透析医学会教育関連施設
日本老年医学会認定施設
日本認知症学会教育施設
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

早期診断に有用な最新型の３T ＭＲＩや320列マルチスライスCT等の導入に加えて、ＨＣＵと
いった治療室も設置し密度の高い救急医療体制を整備しています。その他内視鏡センター・透析
センター、リハビリテーションセンター等専門治療にも対応しています。

・3 20列マル チスラ イ スC T
320列面検出器を搭載し、一度に広範囲を短時間で検査できま
す。放射線被曝も低減でき患者さんの負担も少なくなります。
Deep Lerrning 画像再構成技術搭載でより精密な検査が受けれま
す。
・３T（テスラ）ＭＲＩ
X線を使わず磁石と電波を用いて体内を断面像として描写する装
置です。３Ｔはより高画質の画像が得られ診療精度が向上します。

320列マルチスライスCT

３TＭＲＩ

・デ ジタル式 乳房X 線診 断 装置（ マ ンモグ ラ フィ 撮影装置 ）
（FPD）機器のため、高感度で低被ばくで撮影できます。高画
質のため石灰化や腫瘤などの病変が捉えやすくなります。
・平面検出器（FPD）搭載デジタル血管撮影装置
頭部、腹部、四肢等の全身の血管造影、及び心血管造影の装置
です。それぞれ血管の３Ｄ画像の構築機能を備え、侵襲性の少な
い血管内手術にもその力を発揮しています。

デジタル式乳房X線診断装置 平面検出器搭載デジタル血管
撮影装置

・内 視鏡 センタ ー
食道・胃・大腸・胆膵の内視鏡検査はもとより内視鏡手術も積
極的に行っております。小腸を負担なく検査できるカプセル内視鏡
も導入し、感染対策も県内トップレベルです。

日本医学放射線学会画像診断管理認証施設
（日本磁気共鳴医学会が定める「MRI安全管理に関する事項」）

日本麻酔科学会認定麻酔科認定病院
日本臨床薬理学会専門医制度研修施設
日本高気圧環境・潜水医学会認定施設

・透析センター
腎不全に対する血液透析療法を行っています。防災・耐震対策を
施した建築構造とし天井を高く、開放的な雰囲気にも配慮してい
ます。無料でWi-Fiが利用できます。

内視鏡センター

透析センター（３７床）

院内のご案内

受付時間他

・受付時間 午前 8:30〜11:30（月〜金）
整形外科は10:30まで
午前 8:30〜10:30（土）
午後 救急車・紹介患者のみ
・休診日

・ラ ウン ジ
開放感があり、くつろげるスペースになっています。

午後休診
土曜日

・病室（個室）

休診

プライベートを重視し、治療に専念できるよう配慮しています。
TV・ブルーレイプレイヤー・冷蔵庫完備
無料でWi-Fiが利用できます。

第２・４・５土曜日
日曜日・祝日、8/16、10/7
12/29〜1/3
・面会時間

ラウンジ

病室（個室）

13:00〜19:00
・地 域連 携室、 医療 福祉 相談 室
地域の皆さまがより良い医療サービスを円滑かつ安心してご利

サービス関連

・コンビニエンスストア「Green Leaves mall」
TEL 089-967-6533
平日8:00〜18:00 日祝10:00〜15:00
※救急日は23:00まで

用いただけるよう、お手伝いしております。
主な業務：紹介患者さまの窓口業務、医療福祉相談、医療情報の
提供
・健診センター
済生会松山総合ケアセンター２階に病院棟とは別に、専用の診
察室・待合室・採血及び測定室を設けています。

・ベーカリー「パンとカフェなでしこ」
現在休店中

地域連携室、医療福祉相談室

健診センター

・キャッシュコーナー
（正面玄関横）平日9:00〜18:00
伊予銀行・愛媛銀行
日曜日・祝日は休み

・リ ハビ リテー ショ ンセ ンタ ー

・自販機コーナー
・イートインコーナー

トレーニングマシーンやその他設備を取り揃えております。どな
たでも参加できる健康教室や運動プログラムの指導も行なってお
ります。

敷地内禁煙

Wi-Fiサービス

当院は、受動喫煙防
止のため施設内、敷
地（外周）内全面禁
煙です。ご協力いた
だきますようお願い
いたします。
敷地（外周）内

当院では、患者さん
の利便性向上を目的
に、Wi-Fiを用意して
おります。無料：１
階待合ホール、個
Wi-Fi 接続サービスのご案内
室。有料：多床室

全面禁煙

リハビリテーションセンター

当院では、患者さんの利便性向上を目的に
無料 Wi-Fi を用意しております。

・ベーカ リー「 パン とカ フェ なでし こ 」
障害者就労支援施設「済生会松山ワークステーションなでし
こ」にて焼きたてパンを販売しています。
・コンビニエンスストア「Green Leaves mall」

《１階正面待合ホール、病棟（個室）でご利用いただけます》

日用品から飲食品等取り揃えています。
ＣＳ（ケアサポート）セットの受付も行っています。
目的：受動喫煙防止

全面禁煙です。

当院敷地（外周）内は、

ご協力いただきますようお願いいたします。

ベーカリー
「パンとカフェなでしこ」

ご確認事項

コンビニエンスストア
「Green Leaves mall」

〇本サービスのご利用で発生した損失や損害については、当院は一切の
責任を負いかねますので、予めご了承ください。
〇場所により電波の届かないエリアもしくはご利用状況により接続でき
ない場合がございます。

済生会松山病院

予 防 医 学
「済生会」は、医療・保健・福祉に力を入れています。
医療の中心が済生会松山病院での医療
保健の中心が済生会松山病院での健診 です。
済生会松山病院には最新鋭の医療機器が揃い、健診に
は優秀な専門医が携わっています。
「済生会松山病院の質の高い健診」を受けていただけ
れば、今後の健康維持、疾病予防のお役に立てると思い
ます。

【地域連携室】

【人間 ドッ ク 】

【紹 介患 者さま の窓 口業 務】

高齢化の急激な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病
全体に占める虚血性心疾患・脳血管疾患・糖尿病等の生
活習慣病の割合は増加しています。
死亡原因でも生活習慣病が約６割を占め、生活習慣病
の中でも、特に、心疾患・脳血管疾患等の発症の重要な
危険因子である糖尿病・高血圧症・脂質異常症等の有病
者やその予備群が増加しています。
当院の人間ドックでは、生活習慣病やがんをチェック
する検査を実施しますので、若い世代から胃がんをはじ
め、高血圧・糖尿病・脂質異常症・肝臓病など多くの疾
病を早期にみつけ、治療に結びつけることができます。

・紹介患者さまの事前予約
・紹介患者さまの受診受付
・紹介元医療機関への診療状況の報告
・当院患者さまの地域医療機関への紹介

【コース】
■人間ドック（半日ドック）

地域医療連携とは、地域の医療機関が連携し、それぞ
れの特長を活かし、地域全体がひとつの医療システムと
なって、最適な医療サービスを提供しようという新しい
考え方です。地域連携室では、地域の皆さまがより良い
医療サービスを円滑かつ安心してご利用頂けるよう、お
手伝いしております。

・経 済的 な問題 など 、受 診、 療養上 に 関する 相 談
・退院、転院、施設入所についての相談援助
・医療、福祉サービスや関係諸制度の情報提供
・在宅医療についての相談援助
※退院支援看護師・医療ソーシャルワーカー・介護支援
専門員がご相談をお受けいたします。
相談は無料で個人情報は厳守いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

■脳ドック
【医療情報の提供、地域医療機関の紹介】
・他医療機関の紹介
・地域の関係各機関に対する情報提供
・当院の各種案内

（089-951-6111代表）までお問い合わせください。

当院は厚生労働省指定の基幹型臨床研修病院です
当院では、指導医の監督のもとに研修医（医師免許を
取得した１年目、２年目の医師）が外来・病棟で診療を
行っております。日本の未来を担う医師を育成するため
に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【臨床研修の理念】
当院の理念「済生会精神に基づき地域の医療・保健・
福祉の充実」の下、社会人としての規律を守り医師とし
て思いやりのある人格をかん養し、将来の専門性にかか
わらず医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診
察で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよ
う、プライマリ・ケアを中心とした基本的診療能力を修
得する。

【医 療福 祉相談 】

■動脈硬化・心臓・肺がんドック

※詳細については、健診センター

臨 床 研 修

地 域 医 療 連 携

【臨床 研修の基本 方針】
厚生労働省による初期臨床研修到達目標達成を基本と
し、以下を修得する。
⑴ 医学及び医療の果たす社会的役割の重大性を深く認識
し、医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズ
ム）を身に付ける。
⑵ 将来専門とする分野にかかわらず、医師としての使命
の遂行に必要な基本的診療業務ができるレベルの資質・
能力を身に付ける。
⑶ 患者・家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、心
理・社会的背景を踏まえて良好な関係を築く。
⑷ 患者へ良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安
全性にも配慮する。
⑸ 医療チームの一員としての役割を理解し、スタッフと
協調しつつチーム医療の実践に努める。
⑹ 医療の質の向上のために常に自己を省察し、同僚、後
輩、他の医療職と共に研鑽しながら、生涯にわたって自
律的に学び続ける。

【社会福祉事業】

【卒後臨床研修評価機構認定病院】

当院では無料・低額診療事業を実施しています。医療
費の支払いが困難な方は医療福祉相談室へご相談くだ
さい。

当院は、NPO法人卒後臨床研修評価機構による第三
者評価を受審し認定を受けています。
卒後臨床研修評価機構認定病院

