
はもちろんのこと、定期的な内視鏡室の換気を
行っています。また無症候性感染者も一定数存在
していることを念頭に、スタッフは個人防護具

（PPE：Personal Protective Equipment）の徹底
をしております。内視鏡検査は飛沫拡散やエアロ
ゾール発生の高い検査となりますので、サージカ
ルマスク（当院ではN95マスクを基本）、袖付き
ガウン、手袋、フェイスシールドまたはゴーグ
ル、ヘッドキャップの着用を徹底して行っていま
す。スタッフの自己管理も徹底して行い、症状が
ある人（※）は内視鏡検査には当たらないようにし
ています。
　今後も感染状況に応じて、対策をアップデート
していく次第です。
　必要な検査が遅れないよう、内視鏡検査に関し
ては当院にご相談ください。

※臨床的にCOVID-19を疑う症例（スタッフも同様）
① 持続する感冒症状や発熱、息苦しさ、強いだる

さがある場合
② 2週間以内の新型コロナウイルス患者やその疑

いがある患者との濃厚接触歴
③明らかな誘因のない味覚・嗅覚異常
④ 明らかな誘因なく4-5日続く下痢等の消化器症状

　当院の内視鏡センターは、消化器内視鏡専門
医・指導医５名が在籍し検査に当たっています。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって皆様の
生活はガラッと変わってしまいましたが、医療に
関しても同様で、様々な変更や改善を強いられる
のが現状です。内視鏡検査に関しては、緊急性の
ない内視鏡検査（例えば無症候者の検診）について
は延期も考慮するとされていますが、このコロナ
下で、患者様からの検査控えによって病気の発見
が遅れてしまう事例も出てきています。
　当院では安心して内視鏡検査が受けられるよう
に、日本消化器内視鏡学会の『新型コロナウイル
ス感染症への消化器内視鏡診療についての提言』
に従い、感染対策を講じております。
　まずは検査前の問診や発熱などのチェック（※）

コロナ下での内視鏡検査について

医療法人杏仁会　松尾内科病院
副院長　平松  万尚
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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
●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

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 平松万尚 松尾泰治 松尾晃樹 ①③⑤松尾晃樹

②④平松万尚

午後 春田祐郎
( 甲状腺 ) 平松万尚 午後休診 松尾晃樹

第３診察室
午前 住居優一 住居優一 松尾泰治 松尾郁枝 小松万寿美 松尾泰治

午後 平松万尚 田中秀典 午後休診 小松万寿美

第４診察室
午前 春田祐郎

午後

内視鏡センター
( 内視鏡室 )

午前 松尾泰治 壷井章克 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 壷井章克 松尾泰治 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３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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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。

広報KAMOME

松尾内科病院広報誌

〒723-0014 広島県三原市城町三丁目7-1  
 TEL(0848)63-5088   FAX(0848)63-0658
http://www.mihara-matuohp.or.jp

医療法人 杏仁会　

松尾内科病院

令和３（2021）年４月号
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くらしに密着した総合地域医療をめざして

3

広報KAMOME

新型コロナウィルス感染症への対応

発熱外来を開設しました

病院入り口における検温実施への
ご協力のお願い
　病院入口に体表面温度計測サーマルカメラを設
置しています。来院時に体温の測定にご協力をお
願い致します。

※病院入口にス
タッフが控えて
いますので、受
診・面会状況等、
ご不明な点があ
りましたら、お
気軽にお尋ねく
ださい。

　面会制限・面会禁止時にオンライン面会をご利
用いただけます。

オンライン面会概要
（面会制限・面会禁止時）
● 入院中の方と来院された

面会希望の方でタブレッ
ト端末を用いてビデオ通話が可能です。

　※時間制限があります。
　各フロアの病棟サービスステーションにお尋ね
ください。

　　

※ 4 月 1 日時点の面会状況です。

　最新の面会状況については、病院ホームページご参照ください。

　ホームページはこちら
※スマートフォンのカメラから QR コードを読み込んでアクセスできます。

　当院ではベックマンコールターの DxH900 を導入し
ました。
　フローサイトメトリー技術も進化をして１検体当た
り 8000 個を超える白血球細胞を分類することで統計
学的信頼性を高めていま
す。
　３D スキャッタープ
ロットではより立体的に
表現して細胞の重なりの
把握や異常細胞集団の検
出など役立ちます。
　また、準備時間が短縮
し、患者さんに迅速に結
果をだせるようになり、
精度も向上しています。

院内研修コーナー

感染対策研修会
　サラヤ（株）担当者による院内感染対
策講演会「手指衛生の重要性と実践」を
開催しました。

2020年７月15日（水）

新任医師紹介 院内血球計数器DxH900導入

内科　住居 優一 医師

　令和２年４月に松尾内科病院に着任
し、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
般内科の他に、血液内科を専門として
おります。普段あまり耳慣れない分野
かもしれませんが、血液内科では、主
に貧血を始め、白血球や血小板数異常
の原因を調べ、治療を行っておりま
す。今後も引き続き、地域の皆様に安
心・安全で質の高い医療を提供できる
ように取り組んでまいります。どうぞ
宜しくお願いいたします。

面会体制について

　新型コロナウィルス感染
症の感染拡大を受けて、発熱
外来を設置しました。
　発熱外来の診察室内には、
空気感染・飛沫感染の可能性
を防ぐ目的で、室内の空気を
屋外に排出する陰圧装置を
設置しています。 発熱外来通路

診察室内及び陰圧装置 洗面台
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