
ん-13.4％、大腸がん-10.2％、肺がん-6.4％と減
少していました。また、病期別（1-4期）でみた場
合、１期の診断数は胃がん-17.4％、大腸がん
-13.9％、肺がん-5.8％と消化器がんの早期発見
数の減少が目立ちます。
　2021年のがん検診は受診率が改善しつつある
と報告されているものの、コロナ前と比べるとま
だ受診抑制が続いている現状があります。検診受
診者の減少は、がんの早期発見の減少をもたら
し、将来の進行がんの増加につながってゆきま
す。がん検診はコロナ下でもきちんと感染対策を
行えば安全であり、もっと多くの方に受診して頂
けるように周知してゆく必要があります。
　当院では、この３月に新しい内視鏡システムへ
更新しました。高解像度で鮮明な画像となり、新
規の画像強調技術も加わったことで、がんの早期
発見・早期治療に貢献できるものとなっておりま
す。また、新しい極細径スコープを導入し、患者
様の検査負担もより軽くなっております。
　コロナ下であっても必要な検査が遅れることの
ないよう、がん検診、内視鏡検査に関してもご不
安な方は、当院にご相談よろしくお願いいたしま
す。

　春の気配も整うこの頃となり、陽春の三原港を
行き交う船の景色を楽しんでおります。
　日本対がん協会の報告によると、５つのがん
（胃・大腸・肺・乳・子宮頚）について、コロナ前
後の2019年と2020年のがん診断件数を比較す
ると、2019年は88,814件　2020年は80,660
件と9.2％も減少していました。がんの進行度に
ついてみると、早期の件数が大きく減る一方、進
行期の件数の差は少ない傾向でした。がんに罹患
する人の割合は急に変化しないと考えられるた
め、今後の進行がんでの発見件数が上昇するので
は、と心配されます。
　内科診療で関わりの多い胃・大腸・肺がんにつ
いて詳細をみると、がん診断数の減少幅では胃が

コロナ下でのがん検診

医療法人杏仁会　松尾内科病院
副院長　松尾  泰治
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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４（2022）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
睡眠時無呼吸症候群とは・・・睡眠時無呼吸症候群とは・・・睡眠時無呼吸症候群とは・・・

　当院は最新のハイビジョン内視鏡
システムへ更新しました。三原市内
で初の導入となります。従来の内視
鏡に比べ、多彩な機能に加え新技術
も搭載されており、粘膜組織の微細
な変化を観察することができ、病変
の早期発見・早期治療につなげます。
また、より患者さんへの負担が少な
く検査を行うために最新細径のス
コープも導入しております。内視鏡
検査をご希望の方はご相談下さい。

訪問診療のご紹介訪問診療のご紹介訪問診療のご紹介
訪問看護ステーション管理者　内方　春美

　訪問看護ステーションかもめは、かかりつけ医の指示を
受け、病気や障害をもたれた方がご自宅で、その人らしい
療養生活が送れるように、自立から看取りまでの在宅ケア
を行っています。病院受診が困難な方には、松尾内科病院
の医師とご自宅へ伺います。在宅で診察からお薬の処方や
注射の実施、医療機器の管理、血液検査等を行なうことが
できます。リハビリを必要とする利用者の方には、専門の
リハビリスタッフが支援を行います。
　一人一人のニーズを把握し関わる事で、その人らしく安
全で安心した生
活が送れるよう
に、地域で切れ
目無く見守り、
その地域に根差
した訪問看護ス
テーションとし
て活動していま
す。

最新の内視鏡システム導入最新の内視鏡システム導入最新の内視鏡システム導入

　「傍らで寝てる方のいびきがひどくて寝れない」
ということはよく聞かれると思います。
　睡眠時無呼吸症候群とは、「いびき」や睡眠中
に 10秒以上の「呼吸停止」が頻回に起こり、日
中のこらえきれない眠気や頭痛、倦怠感といった
症状が出ることで、交通事故をはじめとするあら
ゆる事故を引き起こす危険性が高まる病気です。
また睡眠時無呼吸症候群による合併症は、高血圧、
心臓病、糖尿病、脳血管疾患などその危険性は健
常者に比べ高くなっています。
　当院では無呼吸が睡眠中どれだけ
あるかまた血液中の酸素が無呼吸に
なることでどれだけ下がるかをご自
宅で測定できる簡易式 PSG検査や、
一晩入院して睡眠効率を調べる終夜

睡眠ポリグラフィー検査（PSG）があります。
　治療は CPAP という機器を使用して、装置か
ら送られてくる風の圧力を利用してふさがった気
道をひろげ、無呼吸を解消させる方法があります。
また歯科と連携して無呼吸用のマウスピースを使
用することもあります。
　CPAP 療法は、検査結果の指標
に応じて保険適応となります。
　心地よい睡眠が取れるよう私た
ちスタッフがサポートしていきま
す。睡眠でお悩みの方はご相談ください。

PSG：polysomnography（睡眠ポリグラフ）　
CPAP： Continuous Positive Airway Pressure

（経鼻的持続陽圧呼吸療法）
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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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看護部について看護部について看護部について

広報KAMOME

　コロナ禍において医療や看護
の状況は大きく変化しています
が、現状を見極め地域の皆さま
から信頼され求められる医療・
看護が提供できるよう今年度も
努力してまいります。
　今年度は「個々の役割を理解

し、専門職人としての責務を果たす」を看護部目
標に掲げ、チームの一員としての自覚を持ち自律
できる人材を育成し看護の質向上を目指すことと
しました。今までも新人教育やラダー教育を実施
しキャリア開発に努めていましたが、更に進化で
きる看護部となれるよう看護職員一丸となって取
り組んでいきたいと考えています。

　2 病棟は特殊疾患病棟で、
主に重度の身体障害や意識障
害の患者さん・パーキンソン
病などの神経難病の患者さん
が入院されています。ADL 全
介助の方が多数を占めており、
看護スタッフは患者さんの僅
かな変化に気付き早期に対応

できる観察力や判断力を持ち、より安全で安楽な
療養生活が送れるように日々患者さんに寄り添っ
た最善の看護・ケアを検討し実施しております。
　現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延により
病院では面会ができない状況が長期間に及んでい
ることで、患者さんやご家族の方の不安は大きい
と感じています。オンライン面会以外にも患者さ
んとご家族の間がつながるような関わりを工夫
し、少しでも安心を届けられるよう心がけていま
す。

　一般病床35床、地域包括ケ
ア病床20床の計55床の病棟で
す。消化器疾患、呼吸器疾患、
脳血管疾患、心疾患、腎疾患、
血液疾患、ターミナル期など
幅広い看護を実践しています。
受け持ち看護師を中心に患者
さんやご家族の思いに寄り

添った看護をしたいと日々頑張っています。高齢

化に伴い寝たきりの患者さんが増加傾向にあり、
多職種と連携した褥創予防対策や栄養管理にも力
を入れ在宅復帰ができるよう支援しています。
　また他にも多職種によるチーム活動として、4
分割法を用いた倫理カンファレンスを開催し患者
さんがその人らしく治療や生活できるように支援
することや、緩和ケアチームで早期から患者さん
の苦痛の予防と緩和を図りＱＯＬの維持改善がで
きるように取り組んでいます。私達は笑顔と優し
さをモットーに、一人一人の患者さんに寄り添え
るよう、心をこめて看護を行っています。

　外来には内科の中でも主に
消化器系疾患・糖尿病・慢性
腎臓病の患者さんが多く、特
殊疾患では甲状腺・血液疾患
の方も来院されています。当
院は検査のため来院される方
も多く、不安なく検査を受け
ていただけるようにパンフ

レットを作成し、わかりやすい説明と丁寧な対応
を心がけています。患者さんが住み慣れた地域で
安心して治療が継続できるように、他職種や地域
と連携しながら看護に取り組んでいます。
　外来は患者さん以外にも、ご家族・他医療機関
スタッフ・来客者など多くの方と接する機会が多
い場所です。また、患者さんも長年通院されてい
る方から、初めての方まで様々です。病院の顔と
して笑顔で、優しく、声をかけやすい雰囲気を心
がけ頑張っています。

看護師　矢野享子

外来部署紹介外来部署紹介外来部署紹介

看護部長　徳重美登恵

看護主任　奥重 教

看護師長　三行謙吾

2病棟部署紹介2病棟部署紹介2病棟部署紹介

3病棟部署紹介3病棟部署紹介3病棟部署紹介
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三原駅三原駅
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山陽本線
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ヤマダ電機

三原港
フェリーターミナル

医療法人　杏仁会医療法人　杏仁会医療法人　杏仁会

松尾内科病院
医療法人　杏仁会医療法人　杏仁会医療法人　杏仁会医療法人　杏仁会

松尾内科病院松尾内科病院松尾内科病院

松友トータルケアセンター
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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

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

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 大山矩史 大山矩史 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４年４月１日現在

車椅子寄贈ありがとうございます
　H・Y様より、車椅子３台を
当院に寄贈していただきまし
た。ご厚意に心より感謝申し上
げます。
　頂きました車椅子は、患者の
方や面会に来られる方等、車椅
子が必要な方に、大切に使用さ
せていただきます。


