
新型コロナワクチン接種（医療従事者対象）が行われました（４月下旬～）
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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
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くらしに密着した総合地域医療をめざして

新型コロナウィルス感染症への対応新型コロナウィルス感染症への対応新型コロナウィルス感染症への対応

新型コロナワクチン一般接種の開始

コロナ禍における医療情勢

病院入り口における検温実施へのご協力のお願い

　新型コロナの世界の感染者は、2.1 億人を超し、
死者は 440万人を超しました（2021年 8月 26
日時点）。日本の予防策は、「３密回避」が基本で、
マスクと手洗いが基本中の基本です。そして、ス
テイホーム・家飲みで、自粛生活の要請です。
　今日、東京都等では「災害レベル」で感染が猛
威を振るう非常事態が続いています。重症患者が
急激に増加し、現状の新規陽性者数が継続するだ
けでも、救える命が救えない事態になると警告し
ています。
　今回、広島県は３回目となる、８月 27日から
９月 12日までの期間の”緊急事態宣言対象”に
追加されました。湯崎広島県知事は、人と人の接
触を一層減らす重要性を強調し、自身の行動を見
直してほしいと訴えました。８月 27日からの宣
言では、県全域の酒やカラオケを提供する飲食店

を原則休業等とする。これらを提供しない店は午
前５時から午後８時までの範囲内で営業時間を短
縮してもらい、協力金を支払う。応じなければ、
罰則付きの命令を出せるというものです。県民に
は、引き続き、外出の半減、出勤者の７割削減、
同居家族以外との会食自粛、県外往来の自粛など
を求められます。
　中でも、「エッセンシャルワーカー」職種にとっ
て、出勤者の「７割削減」は、中々不可能な数値
です。
　一方、厚生労働省は「オンライン診療・オンラ
イン服薬指導の特例措置の恒久化」を 2022 年
度から実施するとしています。今、オンライン診
療がメインで動いているのは、普通のクリニック
ですが、病院も来年度に向けて研究する必要があ
ります。　　　　　　　　　2021.8.26  事務長

　当院では、７月３日から
新型コロナワクチン個別接
種を行っております。
　予約受付はワクチンの供
給状況により変更しますの
で、三原市のホームページ
にて確認の上ご連絡いただ
きますようお願いします。

【接種場所】松尾内科病院
【受付方法】木曜日・日曜日・祝日以外の14時から16時まで電話にて受付
【対 象 者】16歳以上の接種券をお持ちの方
【重要事項】２回目の接種は、１回目から３週間後の同じ曜日になります。
　　　　　  市が行う集団接種との重複申し込みはできません
【予約当日】   「接種券」「予診票」「本人確認できるもの（健康保険証など）」を
　　　　　  ご持参ください
　　　　　  また、半袖など肩の出しやすい服装でお越しください

　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を配置していますので、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。
2021年10月1日時点の面会状況：面会禁止
20 21年10月1日時点の入館制限状況：緊急事態宣言及びまんえん
防止等重点措置の発令されている地域からの来訪の方

22



くらしに密着した総合地域医療をめざして

3

広報KAMOME

　昭和 57年 11 月に、院内託児所のかもめ託
児所が開所されて以来、当法人に従事している
職員の新生児から 3歳児までを対象に、安心で
きる環境の中で子供達の健康や安全に留意しな
がら、約 40年間運営してまいりました。
　しかしながら、施設設備・環境の老朽化など
の事情により、昨年度末をもっ
て閉所いたしました。永らくの
ご愛顧ありがとうございました。

　寝たきりの方や身体動作の制限から通常の浴
槽を利用することが難しい患者さんが安全に
入浴できるシャワーバスの更新を行いました。
オープン型のシャワーバスで患者さんがより安
全により快適に入浴できるようになりました。

院内託児所（かもめ託児所）の閉所院内託児所（かもめ託児所）の閉所院内託児所（かもめ託児所）の閉所

2021年６月

特殊浴槽を更新しました特殊浴槽を更新しました特殊浴槽を更新しました

　5月 16 日（日）当院の電子カルテシステム
の機器更新を行いました。
　当院をご利用の方に影響の少ない休診日に機
器搬入・更新作業を行いました。
　電子化された効率的なカルテにより、スムー
ズな診療に繋げていきたいと思います。

電子カルテシステム機器更新電子カルテシステム機器更新電子カルテシステム機器更新

新任医師紹介新任医師紹介新任医師紹介
内視鏡検査　
壷井 章克 医師

　2021年4月より木
曜日の内視鏡検査を担
当させていただく壷井
章克と申します。ここ
三原の地で幼少期を過

ごし、大学入学後からは三原とは縁遠い生活と
なっていましたが、医師として三原で医療に従
事できることを大変嬉しく思っています。微力
ではありますが、故郷に恩返しができるよう、
またコロナ禍という未曾有の危機に見舞われて
いますが、少しでも皆様に安心、安全な検査態
勢で内視鏡検査を受けていただけるよう精一杯
頑張りますので、よろしくお願いします。

2021年５月2021年３月
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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 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 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 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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