
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。

　私たちの理念にも「地域社会の一員として責任
をはたし貢献します。」とあり、各自一人ひとりが
自分にできることは何かを考えて、行動・変革す
る努力が求められます。
　今年は卯年です。その愛らしい姿で「家内安全」
や、跳躍する姿で「飛躍・向上」を象徴するもの
とされております。
　これまでの努力が実を結び、一気に飛躍する素
晴らしい一年となることを心より祈念致しまし
て、私からの年頭の挨拶とさせて頂きます。

　皆さん、あけましておめでとうございます。
　謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　昨年を振り返りますと、冬季北京オリンピック・
パラリンピックの開催、その直後のロシアによる
ウクライナへの軍事侵攻が起こり不安定な世界情
勢の中で過ごす 1年となりました。
　医療面では2022年の新年早々にまん延防止重
点措置となった新型コロナウイルス感染症の第 6
波、行動制限しない夏休み中に拡大したオミクロ
ン株（BA.5 株）による第 7波、そして現在も持
続する第 8波と、新型コロナウイルス感染症との
闘いは丸３年を迎えました。
　しかし、患者・利用者の方々、またそのご家族
の方々、更に職員や関係者など多くの皆さんの協
力をいただき、無事に新しい年を迎える事ができ
心より感謝申し上げます。
　現在、私たちは今後の高齢化や労働人口減少に
伴う、医療や社会のニーズ変化を見据え、より質
の高い医療の提供できる体制を構築する地域医療
構想のもと、尾三地域での病床の機能分化や連携
に向けた調整を重ねてきております。地域でも医
療が大きく変わる年となります。

医療法人杏仁会　松尾内科病院
院長　松尾　晃樹
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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 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 5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

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
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くらしに密着した総合地域医療をめざして

 広島大学保健
管理センター
の日山亨先生
をお招きして、
医療安全管理
研修会を行い
ました。

医療安全管理研修会 ９月７日
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　なぜ私たちは頭では良くないと分かっているの
に、大切な何かを傷つけてしまうのでしょうか？
苦しくて仕方ないとき、自分や他者を傷つけてし
まう事があります。どうすれば、苦しくても傷つ
けずにこれからを生きていくことができるでしょ
うか？そして、誰かが目の前で苦しんでいると
き、あなたに何が出来るでしょうか？
　このような問いから始まる、『折れない心を育てる
いのちの授業』を今年度、看護部の方を中心とした
メンタルヘルス研修として実施させて頂いていま
す。私はこのコンテンツの認定講師として、行政・
法人・学校現場でいのちの授業を行っています。
　研修では、自分の苦しみや大切な支えに気付く
セルフワーク、相手の話を丁寧に聴く為の方法
「反復・沈黙」のロールプレイを含め、職員同士
で対話しながら丁寧に進めていきます。
　「相手がどんな事を大切に感じているのか初め
て知った」「相手の話を聴いていたつもりになって
いた」「自分が辛くてもう駄目だと思ったとき乗り

越えられたのは大切な友達や家族がいたからと改
めて感謝した」「趣味や好きな本も私にとっては大
切な支えなんだ…」など感想を頂いています。
　この「いのちの授業」は法人内の研修にとどま
らず、市役所職員研修や小・中学校の道徳の授業
として、また地域の保護者の集まりの学びとし
て、地域の中で広がり始めています。子供から大
人までが自分を大切だと思える、苦しむ人に気付
き共に歩んでいける、そのような暖かなマインド
が循環する法人・地域であるよう継続していきた
いと思います。

　季節性うつ病とは、1984 年に精神科医のロー
ゼンタールらにより「冬期うつ病」として初めて
報告された精神疾患で、秋から冬にかけてうつ症
状が現れ、春先の 3月頃になるとよくなるとい
うパターンを繰り返すのが特徴です。
　季節性うつ病は、冬場の日照時間不足が原因で
あると考えられています。特に、現代の生活では
屋内で過ごすことが多く、日光にあたる時間が少
なくなっています。光が不足すると脳内でセロト
ニンの分泌が減り、そのためにやる気がなくなる
などの症状が見られ、うつ病になりやすくなると
考えられています。
　季節性うつ病では、①過眠、②過食、③体重増
加といった典型的なうつ病とは異る症状が多く、
精神面でも「意欲低下や思考が進まない」「倦怠

感がある」などの抑制症状の方が、憂鬱感などの
抑うつ症状よりも目立つことがあります。
　絶対的な予防法はありませんが、①太陽の光を
浴びる、②バランスの良い食事をとる、③周りの
環境を整えることが効果な予防法となります。寒
くなる時期ですが、出来るだけ屋外に出て日光に
当たり、バランスの良い食事を採ることを心掛け
ましょう。また、落ち込んだ気持ちを１人で抱え
ていると余計に悪化してし
まいます。辛い気持ちは溜
め込まずに、誰かに話して
みるようにしましょう。そ
うすることで少しでも季節
性うつ病になることの予防
に繋がります。
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2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ2022年度「インフルエンザ予防接種」のお知らせ

診療放射線技師の仕事とは診療放射線技師の仕事とは診療放射線技師の仕事とは

接種期間　　2022年 10月 17日～

接種時間　　月曜日～土曜日（診察日）の午後（15：00～ 16：00まで）（木曜日は午後休診）
　　　　　　※予約はできませんのでご了承ください。
　　　　　　※期間であってもワクチンがなくなり次第終了となります。
　　　　　　※診察と併せて接種される場合は、診察時に実施いたします。

接種対象者　　高校生以上接種料金：4,400 円（65歳未満）
　　　　　　　65歳以上（住民票が三原市の方）無料 (10/1 ～ 1/31)
　　　　　　　・お住まいの町によっては自己負担額が異なります。

ご不明な点がありましたら、当院医事課受付（0848-63-5088）までご連絡ください

　当院の放射線科では 3名の放射線技師で検査
を行っています。
　胸のレントゲンや骨塩定量検査等の一般撮影、
全身のCT撮影、胃や腸等の消化管撮影を行う透
視検査に加え、超音波検査も担当しています。
　特にCT検査は専門の読影医師により読影され
ており、その所見は主治医や他の医師と共有し、
画像診断報告書の確認漏れがないようにシステム
が整っています。現代の医療には画像診断は欠か
すことのできない検査です。しかしながら、X線
検査には放射線被ばくが付きものです。
　当院でも毎年、医療放射線に関する安全研修会
を開き、放射線の安全な利用に関する知識の修得、
周知に努め、適切な線量管理の元に安全に十分注
意して検査を行っています。

　また、従来の機器より診断能が高く、被ばく低
減機能も併せ持つ最新の CT 装置、FPD 等の医
療機器を導入し、ハード面でも大幅な被ばく低減
が可能となっています。
　スタッフ一同、病気の早期発見につながる迅速
な検査、正確で
診断のしやすい
画像を提供でき
るよう、また患
者さん一人一人
に優しく、丁寧
で安全な医療
サービスが提供
できるよう心が
けています。

　医療安全の取り組
みとして、各部門で
医療安全推進ポス
ターの作成を行いま
した。

季節性うつ病について季節性うつ病について季節性うつ病について季節性うつ病について季節性うつ病について季節性うつ病について

メンタルヘルス研修会メンタルヘルス研修会メンタルヘルス研修会
『折れない心を育てるいのちの授業』『折れない心を育てるいのちの授業』『折れない心を育てるいのちの授業』

医 療 安 全 の 取 り 組 み
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一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会
認定エンドオブライフ・ケア援助士

認定 ELCファシリテーター
鎌　田　直　子


