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休 診 日　日・祝日・木曜日午後
受付時間　午前８時 30 分～正午・午後２時 30 分～５時
　　　　　（木曜日は午後休診です｡）
診察予約 　診察の予約を受け付けています。
　　　　　（平日 午前８時 30 分～午後４時 30 分まで ）
　　　　　 平日予約専用電話（フリーダイヤル）0120-33-5638も

ご利用ください｡  

●�交通のご案内…JR三原駅・三原港から徒歩 5
分 JR 三原駅―三原港経由無料シャトルバス
を運行中。詳しくは受付にお尋ね下さい。

○駐車場 35台完備

（機能種別版評価項目 3 r d G：V e r.1.0 ）
（認定期間：2014/3/7 〜 2019/3/6）

当院は、㈶日本医
療機能評価機構の
認定病院です。

　皆さん、おはようございます。また新入社員の
皆さん、おめでとうございます。
　元気な顔をした皆さんを無事、迎入れることが
出来、心よりうれしく思っております。
　新入社員皆さんの若さあふれる力、また配置変
更となった方は現場での新しい力として求められ
ています。いままで学んできた事、培ってきた事
を存分に発揮し、活躍する事を期待しております。
　先ほど唱和した病院の理念、これは、私たちの
そば（名札の裏にも）書かれております。
　医療法人杏仁会は、愛と勇気と英知をもって、
地域の皆様に信頼される質の良い医療と介護を提
供し、地域社会の一員として責任をはたし貢献し
ます。
1．誠実な医療と介護福祉を行います。
2．確実な知識と技術を大切にします。
3．堅実な経営を行います。
　理念とは先日の挨拶で述べたように、『心の奥底
にある揺るがない思い、本質を磨き続けてゆく姿』
です。
　そして、それを実現するための基本方針、これ
は、行動する際の目標となります。
これらの言葉を胸に、伴に頑張って行きましょう。
　新入社員の皆さんは、これから、先輩や上司な
どから指導を受けることもあるかと思いますが、
患者、その家族、引いては自分自身のために、ま
た各専門分野のプロとして、職務に邁進してくだ
さい。

　近年、病院で行われる医療の質向上と安全に関
する関心が高まり、様々な取り組みが行われてい
ます。臨床指標は実際に行われている医療の経過
や結果、病院に求められる役割や機能を数値化し
たものです。臨床指標を分析して改善を促すこと
により、医療の質の向上を図るとともに、患者さ
んに分かりやすい医療情報を提供することを目的
としています。学会等で各種の指数が提唱されて
いますが、病院規模や種類、患者さんの年齢層、
取扱う疾患によって臨床評価は異なるため、それ
ぞれの病院の特徴にあった評価と改善をしていく
必要があると考えます。当院もホームページに臨
床指標の公開を開始し、評価項目を今後も継続的
に追加更新してく予定です。当院では院内感染対
策の一環として、平成 28 年 11 月より抗生剤適正
使用チーム（AST）を発足し、耐性菌報告や検出
菌に合わせた抗生剤再考、抗生剤長期使用防止の
取り組みなどを行っています。院内感染対策の臨
床指標として、特定抗生剤届出率や同一抗生剤投
与停止率（13 日以内）などを評価項目に掲げてい
きたいと考えております。また輸血に関して、当
院は H26 年 4 月より輸血機能評価認定（I&A）の
認定施設となり安全な輸血に対する取り組みを強
化しています。輸血の臨床指標としては、輸血用
血液破棄率、輸血後感染症実施率を評価項目に掲
げていきたいと考えております。
　今後も患者さんに安全に安心して診療を受けて
頂くともに、地域の皆様に信頼される質の良い医
療と介護を提供していく様より一層、研鑽を積ん
で参りますので宜しくお願い致します。
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曜　　日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

第 1 診察室
午前 松尾晃樹 松尾晃樹 松尾恵輔 松尾晃樹 松尾恵輔 松尾恵輔

午後 松尾恵輔 午後休診 松尾恵輔

第２診察室
午前 松尾恵輔 春田祐郎 春田祐郎 松尾泰治 松尾晃樹 松尾泰治

午後 春田祐郎
( 甲状腺 ) 午後休診 松尾晃樹

第３診察室

午前 清家圭介 清家圭介 平松万尚 宮川美子 小松万寿美 宮川美子

午後 平松万尚 保田智之
（宮川美子） 平松万尚 午後休診

小松万寿美
②④（平松万尚）
①③⑤（松尾泰治）

北台靖彦

第４診察室
午前 松尾泰治 春田祐郎

午後

内視鏡センター
( 内視鏡室 )

午前 松尾泰治 二宮悠樹 松尾晃樹 松尾恵輔 平松万尚 日山　亨

午後 平松万尚
松尾泰治 二宮悠樹 宮川美子 午後休診 平松万尚 日山　亨

リハビリ室 午後 関　聰介

松尾内科病院　外来診療の御案内                             　　　　　　        平成 30 年７月１日現在

松友トータルケアセンター
松尾内科病院

日本医療機能評価機構
認定第 JC1951 号

1

松尾内科病院 院長

松尾　晃樹

臨床指標について

松尾内科病院 副院長

平松　万尚

平成30年度入社式 
院長訓示
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　かもめ診療所は、三原
市鷺島に平成12年12月
に開設し、平成30年3月
迄の18年間、地域医療
に尽力してまいりまし
た。島民の皆さまの温か
いご支援の元、当院の理
念でもある「地域社会に
貢献」できたことに感謝
いたします。

看護部長　池庄司 和子
　病院機能評価認定病院として４年が経過し、更新に
向け職員が一丸となって準備を開始しております。今
回は、この受審を契機に多職種連携を進めたい！さら
に医療の質向上を図りたい！！という思いで取り組ん
でおります。
　この4月18日（水）には院外講師を招いて、病棟ラウ
ンド、部署訪問、ケアプロセス調査の模擬訓練を行い
ました。特に、ケアプロセス調査においては、患者さ
んのケアの流れをイメージして行いました。多職種の
関わりを組み立てる練習を中心に実施した結果、情報
共有やカンファレンスの内容、患者説明時の同席者記
録の不備が目立ちました。
　模擬訓練を終えてとにかく本番（受審当日）に、記録
の整備がされていることが使命と改善に早速取り組ん
でいる姿が各部署で見受けられます。
　病院機能評価は、認定されることも大切ですが、準
備段階で業務改善を図ることが大切だと思います。こ
の機会を利用して、病院体制の一層の充実と医療・看
護の質向上を目指そう！を合言葉に、頑張っておりま
す。

　当院の松尾恵輔会長
が、長年にわたるかもめ
診療所の運営貢献によ
り、三原市より表彰され
ました。

　平成30年５月15日、三原ロータリークラブにて当
院の松尾泰治副院長が「日本人と大腸がん」について
講演を行いました。
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　4月11日（水）に「インフォームドコンセントを考え
る」をテーマに講演会が開催されました。講師は
ACTAS代表　服部哲茂先生で、医療倫理にもかか
わる難しいテーマに対し、事例を挙げながら分かりや
すく説明して下さいました。「インフォームドコンセン
トとは？」ただ単に「説明と同意」ではなく「十分な説明
と納得した上での同意」であると話されました。看護
師の立場として、患者さんやご家族がどの程度理解
されているのかを常に確認しながら、自己決定が支
援できるような関わりをしていきたいと思います。

　看護週間行事の一貫として、昨年に引き続き、5 月
9 日（水）に「中山美紀先生」の指導の下【ストレス
を癒し、ストレスに強くなるヨーガ体験】の企画で
行いました。初心者でも行い易い呼吸法から、なか
なか難しいポーズまで、ゆっくりと穏やかに、先生
の優しい癒しの声に励まされながら、日頃動かして
いなかった身体を動かし伸ばしていきました。
　時間があっという間に過ぎ、終了時には心身共に
すっきりし、とてもリフレッシュすることが出来まし
た。

　院内感染対策研修会は平成30年５月16日SARA
YA の新人講師岡田さんに講義をいただきました。
病院の感染対策の始まりから手洗い・手指消毒・ハ
ンドケアのチェックポイントと、医療関連機関でも
課題となっている手指遵守向上の取り組みと盛り
沢山でした。チェッカーでの汚れの調査は爪の周り
や手首が多くなりました。あとは必要なタイミング
で手指衛生が行える環境作りや職員同士で声を掛
け合える雰囲気作りが鍵となります。当院の目標と
していつでもどこでも手指衛生をする姿を見る当
たり前の環境にしていきたいと思います。皆さんで
頑張っていきましょう！

くらしに密着した総合地域医療をめざして

研修会だより

広報KAMOME

病院機能評価受審（更新）に
　　　　　　向けての取り組み
～1回目、模擬サーベイを終えて～

かもめ診療所閉所

松尾恵輔会長 三原市より
表彰される

三原ロータリークラブ講演

「インフォームドコンセント」
講演を終えて

ヨガを楽しんでリフレッシュ！

手指衛生の重要性と実践及び
手洗い講習会について
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当院をご利用の皆様に快適にお過ごし
頂けるよう、外来患者用駐車場補修を
行いました。　　　　平成 30 年３月 25 日

　この度、４月１日付で配属になりました。
　地域医療連携室では医療福祉・介護連携・患者相
談に始まり地域医療機関・社会福祉施設・介護関連
施設との連携、入退院・転院及び在宅療養支援と幅

広い調整を行っております。今後は、病棟看護師長
としての経験を活かしながら、効率的で円滑な連携・
支援を目指していきたいと思います。どうぞ、よろ
しくお願いいたします。　 地域医療連携室長　矢野

地域医療連携室「室長」の紹介


