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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
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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                             　　　　　　        令和元年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
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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。



看護部

　５月 12 日（フローレンス・ナイチンゲールの誕生
日）の「看護の日」を含む日曜日から土曜日までの「看
護週間」に合わせ、当院では、５月 15 日（水）に健
康相談と「映画上映会」を院内で行いました。下記に、
行事を終えての感想を紹介いたします。
　また、日本看護協会が毎年実施しております「忘れ
られないエピソード」の受賞作においては、私たち看
護職の心に響く作品が多くあり、励まされております。

〈2018年度の診療実績〉
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くらしに密着した総合地域医療をめざして

新任医師紹介看護週間イベント

広報KAMOME

看護週間行事を終えて

看護週間イベント「健康相談」 　多くの人々に看護の心、ケアの心、助け合いの心を
育むきっかけとなるようにと 1990 年に「看護の日」
が制定され、全国で活動が行われております。
　当院では、入院患者さんには心を込めたメッセージ
カードをお渡しました。外来待合ホールでは血糖測定
や血管年齢測定等、健康相談を実施し 34 名の方の参
加がありました。測定結果の
説明や日頃の生活へのアド
バイスを行い、健康を意識す
る機会になったと喜んでい
ただきました。

院内研修コーナー

西村　碧 医師
　平成31年4月より松尾
内科病院にて内科勤務を
させて頂くこととなりま
した。生まれは父の祖国
トルコですが、幼少期の
父の死をきっかけに母の

実家のあった岡山へ戻りました。以来岡山育ち
で、平成29年岡山大学医学部を卒業しました。
　この度、御縁があり三原の地で勤務となりまし
た。初めての地での戸惑いもありましたが、先生
方やスタッフの皆様のプロフェッショナリズムと
暖かさに触れながら、環境にも慣れて参りまし
た。知識だけでなく、患者さん一人ひとりの立場
や価値観を尊重し広い視点を持って診療させて頂
く所存です。微力ながら地域の皆様のお力になれ
るよう頑張りますので、よろしくお願い申し上げ
ます。

看護週間「つむぐもの」映画上映会を終えて
　「つむぐもの」というタイトルと「人生とは介護と
は、何か」というテーマの結びつきがどんなふうに描
かれているのだろうかと関心がありました。人が最後
まで自分らしく生きること、高齢となり身体の自由が
効かなくなっても自分らしく生きたいという思いが心
にしみました。自分に正直な人たちが衝突し、やがて
心と心が通じ合い相手の生き方を尊重し思いやる事
で、言葉が通じなくても心と心は通じ合うことが出来
る事に感動しました。日々の業務を淡々とこなす人に
なっていないだろうかと考えさせられました。「人を愛
し心から相手を思いやる」という一番大切な事を忘れ
ずにして行きたいと思います。

訪問かもめステーション管理者

個人情報保護法と医療安全に　
ついて研修会が行われました。

講師：ACTAS 代表　　服部哲茂先生
　医療機関において身近に起こりうる事例を紹
介され、研修参加者が患者誤認の問題点につい
て意見を述べていきました。医療法の改正から
医療安全・個人情報の保護において求められる
点や考え方はとても勉強になりました。
　今回の研修をを受けて日々の業務に活かし、
安心・安全な医療の提供につなげていきたいと
思います。

落雷を想定した停電訓練を行い
ました。

6月26日
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地域への情報発信

●平均在院日数

●病床稼動率

●平均外来患者数（1 日／人）

年度 2016年度 2017年度 2018年度
平均在院日数 16.7日 15.1日 15.4日

年度 2016年度 2017年度 2018年度
病床稼動率 80.0％ 79.4％ 80.3％

年度 2016年度 2017年度 2018年度
平均外来患者数 126.1人 119.1人 109.5人


