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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.2.0 ）
（認定期間：2019/3/7 〜 2024/3/6）

当院は、㈶日本医
療機能評価機構の
認定病院です。

〒723-0014 広島県三原市城町三丁目7-1   T E L(0848)63-5088
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX(0848)63-0658
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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 木村真衣子 木村真衣子 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 平松万尚
①②（宮川美子） 午後休診

小松万寿美
②④（平松万尚）
①③⑤（松尾晃樹）

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 31 年４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
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松尾内科病院

平成31（2019）年４月号

1

医療法人　杏仁会の理念

　医療法人杏仁会は、愛と勇気と英知を持っ
て、地域のみなさまに信頼される質のよい医療
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。

松尾内科病院の基本方針

１　�私達は、患者さんの権利を尊重し、信頼と満足が得られる医療
サービスを提供します。

２　�私達は、内科専門病院として、地域との密接な連携を保ち、科
学的で、質の高い医療サービスを提供します。

３　�私達は、安心・安全かつ効率的で公正な医療を行います。
４　�私達は、情報を開示し、説明と同意に基づく医療を行います。
５　�私達は、確実な知識と技術の向上を図り、人材の育成・確保に

努めます。
６　�私達は、健全な経営を行い、安心して働ける職場をつくります。



　さて、今年は医療・介護サービス提供体制の変革が
大きく推進され、地域包括ケアシステムが有効に機能
し続けるよう強化が図られる年でもあります。こうし
た中、看護師の特定行為研修においても、2020 年 4
月から領域別パッケージ研修が開始される案を厚労省
が進めております。私たち看護職には、より高い看護
実践能力と役割拡大が求められており、多様な働き方
に対応していかなければならないと思う昨今です。
　この 4 月より看護副部長兼医療安全管理者として、
徳重　美登恵氏を迎えました。今後とも関係機関の皆
様方とさらなる「顔の見える関係づくり」に努めてい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

看護部長　　池庄司　和子

　平素より、当院との連携・ご支援を賜り誠にありが
とうございます。
　昨年を振り返ってみますと、７月には西日本豪雨によ
る甚大な災害が発生しました。長期にわたる断水の折、
衛生材料物資等のご支援や感染対策面でのご助言を頂
きましたこと、改めて心より厚くお礼申し上げます。
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　中野理学療法士が平成30年12月2日 第23回広
島県理学療法士学会にて「化学療法を施行した悪
性リンパ腫患者の在宅復帰までの経験について」
という演題で口述発表しました。

　村上理学療法士が平成30年12月2日 第23回広
島県理学療法士学会にて「入院患者に対する新規
褥瘡発生の予防に向けた当院リハビリテーション
科の取り組み」という演題でポスター発表しまし
た。
　リハビリ科ではポジショニングチームを発足
し、看護師と褥瘡予防に向けたカンファレンスを
行ってきました。今後の課題は、工夫しながら取
り組みを継続し、長期的な経過をみていくことで
す。

くらしに密着した総合地域医療をめざして

学会発表（リハビリ科）新年度にあたって（看護部）

広報KAMOME

新年度のご挨拶

看護副部長（兼医療安全管理者）としてのご挨拶

3病棟の責任者（師長心得）としての抱負

　私は、九州労災病院を起点に、３か所の労災病院を
転勤し仕事をして参りました。今回、ご縁をいただき
松尾内科病院で勤務をさせていただけることに、とて
も感謝しております。新しい職場で新たなる希望を
もって精一杯頑張りたいと思っております。
　第一の目標は患者さんや職員の皆さん、地域の関係
施設の方々に顔を覚えて頂き、少しでも貢献出来れば
と思っております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

の勉強を行い、師長不在時に主任の立場で代行業務を
行っておりました。現在、病棟責任者として職責を全
うできるだろうかと不安な気持ちでいっぱいです。今
後は、看護部長・看護副部長の指導・教育のもと、看
護部理念の「患者さんの立場で考える」を念頭に置き、
患者さんにとって安心・安全・満足のいく看護の提供
を目指していきたいと思います。
　地域の関係機関の皆様、どうぞよろしくお願いいた
します。

看護副部長 兼 医療安全管理者
　徳重 美登恵

　平成 31 年４月１日より看護副部長兼医療安全管理
者として、松尾内科病院へ着任いたしました。

第 3 病棟師長心得　三行　謙吾

　平成 31 年４月１日付、師長心得として 3 病棟の責
任者に任命されました。平成 29 年度に「認定看護管
理者ファーストレベル」を受講し、看護管理者として

健康診断のご案内
人間ドック
要予約となっておりますので、受付窓口へお問い
合わせ下さい。
受付窓口　TEL：0848-63-5088
　　　　　料金　30,000円（税別）

検査項目 検査内容

身体検査

身長測定
体重測定
胸囲測定
腹囲測定
体脂肪測定

一般検査 検尿一般
尿沈渣

眼科検査
視力検査
色神検査
眼底検査

循環器検査 血圧測定
心電図

内分泌学検査 糖負荷試験

血液学検査

末梢血液一般
血沈
血小板数
血液型検査

肝機能検査、腎機能
検査、胆のう検査、
膵臓検査　他

HBS抗原
RA
TPHA
ASLO
リパーゼ
尿酸
尿素窒素
クレアチニン
総蛋白
コリンエステラーゼ
γ-GTP
LDH
中性脂肪
総コレステロール
HDLコレステロール
LAP
蛋白分画

胸部検査 胸部CT検査
消化器検査
※任意選択

※胃レントゲン撮影
※胃内視鏡検査

オプション 超音波検査
骨塩定量検査
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