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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                             　　　　　　        令和元年 10 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。

BLS 研修実施風景



　6 月より地域包括ケア病棟の増床を行いました。
（10 床から 20 床へ増床）
　それに伴い、急性期一般病棟が 45 床から 35 床へ
減床しましたが、地域のニーズに応じた病院を目指し
ています。
病院概要
　診療科目：内科　110 床
　急 性 期 一 般 病 棟：35 床
　地域包括ケア病棟：20 床
　特殊疾患療養病棟：55 床

地域包括ケア病棟とは？
　一般病棟で治療が終わった後、もう少し療養期間が
必要な場合、すぐ退院することに不安がある場合等、
自宅や介護施設へ退院するまでの間、リハビリや在宅
へ復帰するための支援、退院後のご相談等を行う病棟
です。

各病棟の面会時間のお知らせ
　平　日　13:00-20:00
　土日祝　10:00-20:00

くらしに密着した総合地域医療をめざして
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お知らせ

広報KAMOME

地域包括ケア病棟を増床しました

院内設備のご案内
1F 案内図

院内研修コーナー

ストレスコントロールと医療安全
日山  亨 講師

　より安全な医療を提供するために、広島大学
保健管理センター准教授の日山亨先生を講師に
お招きして医療安全研修会を開催しました。 
　医療の現場では安全でより質の高い医療・看
護が求められます。今回の研修で、医療者とし
て各個人の責任とチームで補い合うことの必要
性を改めて学ぶことができました。医療現場は
ストレスが多い場所ですが、上手なストレスコ
ントロールと良好なチームワークで、さらに安
全でより質の高い医療・看護に努めていきます。

7月17日

三原国際ホテル
　当院の松尾晃樹院長が「当院で行っている
訪問看護・訪問診察（経管栄養）について」
のテーマで講演を行いました。
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新任医師紹介
内科　
木村真衣子 医師

　ご縁あって松尾内科
病院に着任し、ちょう
ど１年になりました。
現在、月曜日と火曜日
の外来および、訪問診

察を担当しております。
　一般内科のほか、血液内科を専門としていま
す。普段あまり耳慣れない分野かもしれません
が、頻度の高い貧血や、高齢化社会において
年々増えているリンパ腫や骨髄異形成症候群、
多発性骨髄腫などの領域で、少しでも皆様のお
役に立てればと思っています。
　現在岡山県在住ですが、風光明媚な三原の土
地で診療できることを、とても誇りに思ってい
ます。
　患者様にはできるだけわかりやすい説明を心
がけ、一人一人のライフスタイルに寄り添った
かかりつけ医を目指しますので、今後ともどう
ぞよろしくお願いします。

患者サロン
営業時間：10:00-15:00
病院 1F 売店内にあります。
どなたでもお気軽にご利用下さい。

▲    ■
患者サロン

売店
営業時間：8:45-16:30
病院 1F にあります。
診察待ち時間、入院時の
ご利用、お気軽にご来店
ください。

自動販売機コーナー
売店入口に設置していま
す。
※3Fの病棟ステーション
横にもございます。

三原市医師会学術講演会 三原ＰD講演会

地域への情報発信

7月24日 9月18日 松尾内科病院
　当院において、三原ＰD講演会が開催されま
した。
　近畿大学医学部 腎臓内科 坂口美佳 講師によ
る「腹膜透析における管理のポイント」のテー
マで講演がありました。


