
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。

手の減少についての課題です。
　現在、私たちは 2025年問題に対する地域医療
構想の真っただ中にいます。2025 年に必要とな
る病床数を４つの機能ごとに推計し、地域の病床
の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制
を実現する取組みです。この大きな変化
「Change」の波を恐れず、職員一同一丸「ONE 
TEAM」となって積極的に取り組みたいと思いま
す。今年も当病院の理念、基本方針を胸に、地域
に選ばれるサービスを提供していけるように推進
し努力してまいります。 
　年頭にあたり、皆様のご健勝とご発展を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様とともに元気に新春を迎えることができ、
本当にうれしく思っております。
　また、患者さん、利用者さん、そのご家族、並
びに地域の皆様からの温かいご支援とご協力を賜
り、無事新年を迎えることができましたことを心
より御礼申し上げます。
　昨年は台風や河川の氾濫などの自然災害により
甚大な被害がもたらされました。現在も復旧には
時間がかかっており、被災された方々に心よりお
見舞い申し上げます。
　さて、元号が新しく令和へ「Change」し、新
しい時代がスタートしました。また、ラグビーワー
ルドカップは盛り上がり、「ONE TEAM」という
言葉が多くの人の心に刻まれた一年でした。
　私たちの医療、介護、福祉の現場においても大
きな変革の波が押し寄せています。一つは 2025
年問題、またその先の 2040年問題の二つの大き
な課題が言われております。
　2025 年問題とは、日本の高齢化は 30%を超
え、本格的な少子高齢化の流れは今後も加速する
と推定されています。団塊の世代が 75歳以上と
なる2025年に急増する医療や介護などのサービ
スの提供体制についての課題です。
　また、2040 年問題とは、日本の総人口は減少
から、医療・介護の担い手となる生産年齢人口が
急速に減少し、2025年の 7,170 万人から 2040
年には 5,978 万人になると推計され、社会の支え
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くらしに密着した総合地域医療をめざして

　新年明けましておめでとうございます。謹んで新年
のお慶びを申し上げます。
　昨年は新年号となり新たな時代を迎えました。『令
和』は万葉集の序文「初春の令月にして、気淑く風和
ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」か
ら出典されています。『令和』の年号に込めた想いは、

　明けましておめでとうございます。皆さまには健や
かな新年をお迎えのことと、心から喜び申し上げます。
　今夏は、東京オリンピック・パラリンピックの開催
が予定されおり、多くの選手の活躍が期待されます。
一方、医療機関、医療従事者においては、海外からの
旅行者の増加による輸入感染症への知識と対策が直近
の課題であり、新興感染症のエボラウイルス感染症や

令和2年　年頭のあいさつ
厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅
の花のように、一人一人が明日への希望とともにそれ
ぞれの花を大きく咲かせることが出来るようにとの願
いを込めているようです。
　病院におきましては、超高齢化社会を抱えるなか
2025年問題が間近に迫っており、病院機能は病院完
結型医療から地域連携型医療（地域包括ケア）への変
換が求められています。当院も地域に密着した医療と
介護サービス提供をするため、地域包括ケア推進、在
宅医療の推進、病床機能の変更、医療・介護同時改定
による連携を推進しております。
　『令和』に込めた願いのように、患者様一人一人が
明日への希望を持ち、不安のない明るい未来を見据え
た病院作りをしていく所存であります。引き続き皆様
方のご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

中東呼吸器症候群（MERS）、蚊媒介感染症であるデン
グ熱やチクングニア熱、ジカウイルス感染症といった
国内では稀な感染症への心構えも重要と言われていま
す。これを機会に、日々の感染予防対策の再確認が重
要です。冬期のインフルエンザなどの予防策を振り返
りながら、基本となる手指衛生や手袋・マスク、エプ
ロン等の個人防護具の着用、そして充分な睡眠と食事、
笑顔で過ごすことも、感染予防のポイントです。今年
は夏期も「普段通りの」感染予防対策を継続していき
ながら、「平時の備えが有事の備え」を意識していきた
いと思います。
　さて、昨年はラグビーＷ杯に国内が湧きました。当
院もONE TEAMで、患者様とご家族が安心して日々
過ごしていただけるよう、地域との連携を密に行いな
がら、地域医療に貢献していく所存です。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。

医療法人杏仁会　
松尾内科病院　副院長

平松　万尚

医療法人杏仁会　
松尾内科病院　副院長

松尾　泰治

　昨年秋に環境省の補助をえて、院内の
空調設備の入れ替え工事を行いました。
　当院をご利用の患者さんに快適にお過
ごし頂けるよう院内の空調設備を一新し
ました。

空調設備の更新
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くらしに密着した総合地域医療をめざして
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院内研修コーナー院内研修コーナー院内研修コーナー
今一度「医療の質」とは何かを
考える～組織が目指す「質」を
一人ひとりが理解し、認識し、行
動に起こそう！～  講演を終えて

感染対策事例発表会

医療安全管理研修会

看護部長　池庄司 和子
　2019年11月1日（金）、武蔵野大学看護学研究
所講師の進士　君枝先生を迎え、当院にて上記
テーマで講演会が開催されました。
　多くの学びを得ることが出来ましたので、ご紹
介いたします。
●「医療の質」は、職員の質そのもので、診療の
質や業務の質および経営効率等を含めた組織活
動全体の質ともされている。
●第三者評価制度、例えば「病院機能評価」認定
は、組織の質を向上させ、安心・安全な医療サー
ビスを継続して提供する仕組みがあることの証
明にもなる。
　以上、この講演での学びを活かし、今後より質
向上に向け
実践的な活
動につなげ
ていきたい
と思います。

　各部門の感染対策の取り組みの事例発表が行わ
れました。

　11月20日（水）に開催した医療安全改善事例発
表会では、発生したインシデント事例から検討し
た対策および実施した成果の発表を行いました。
　また、医療安全川
柳を10部署から投稿
していただき優秀作
品を表彰しました。

2019年11月1日

2019年10月9日

2019年11月20日

　三原市消防本部主催の第 34回消火競
技大会にて、当院の代表として栄養部
門が参加し、第 2位に表彰されました。

第 34回消火競技大会

地域への情報発信地域への情報発信地域への情報発信

2019年11月8日
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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 dG：Ve 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

医療法人 杏仁会  松尾内科病院発行　医療法人 杏仁会　松尾内科病院　　広報誌編集委員
　　　広島県三原市城町三丁目 7番 1号　TEL0848-63-5088　FAX0848-63-0658

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 松尾郁枝 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２年１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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