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病院敷地内は全面禁煙となっています。
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駐車場のご案内

利用者専用シャトルバスのご案内

駐車料金

▲

1時間無料、その後1時間ごとに100円
診察を受けられた方は無料となります。

尾道バイパス・平原インターから約3分車

●尾道駅（山陽本線）尾道駅前－JA尾道総合病院前下車
　（おのみちバス：JA尾道総合病院線・尾道市立大学線・瀬戸田線の３路線）

●新尾道駅（新幹線）新尾道駅－尾道駅前下車（乗り換え）
　（中国バス・おのみちバス）尾道駅前－JA尾道総合病院前

バ ス

●三原方面

※詳しくは総合案内にてお訪ねいただくか、病院ホームページをご覧ください。

JR三原駅西口発（所要時間約30分・途中の停留所７か所）
発車時間 7：40 ▼  9：05 ▼  10：25 ▼  11：35 ▼  13：25 ▼  14：28

●松永方面 松永農協会館前発（所要時間約30分・途中の停留所９か所）
発車時間 8：00 ▼  9：00

ACCESS

●私たちは生命の尊さと人間愛を基調に、力を合わせて病める人々を守ります。
●私たちは、地域の基幹病院としての自覚を持ち、常に新しくより高い知識の習得と技術の研鑽に励みます。

病院
理念

農業協同組合員によって創設されたJA尾道総合病院は、公的病院として保健・医療・福祉・介護活動を通じて、地域に貢献します。基本
方針

医療従事者の方に感謝の花を！

令和２年５月22日（金）に尾道市緑化委員会様より『感謝の花』を寄贈していただきました。

現在もコロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されており、当院といたしましても予断を許さ

れない状況が続いておりますが、引き続き地域の救急医療に貢献できるよう努めていきたいと思

います。

尾道市緑化推進委員会様、この度は心安らぐ花をありがとうございました。

vol.966



消化器内科の花田敬士先生と小野川靖二先生が米国ベストドクターズ社から、医師同士の

評価によって選ばれる“The Best Doctors in Japan 2020-2021”に選出されました。花田先生

は2010年以降、小野川先生は2016年以降毎年選出されています。

ベストドクターズ社は米国に本拠を置き、世界各国で病状に応じた適切な治療やセカンドオ

ピニオン取得のための名医紹介などを行っている会社です。

ベストドクターズ社の名医選出方法は、膨大な数の医師に対して、「もし、あなたやあなたの

家族が、あなたの専門分野の病気にかかった場合、どの医師に治療をお願いしますか？」とア

ンケートを行い、その中で治療能力、研究結果、最新医療情報への精通度などを考慮した上

で、ある一定以上の評価を得た医師を名医（Best Doctors）と認定するというものです。

緩和ケア認定看護 緩和ケア認定看護師

藤原 ちえみ
緩和ケア認定看護師

島居  孝恵

看護のチカラ

「人生会議」～ACP（アドバンス・ケア・プランニング）って知っていますか？

緩和ケア内科でも「人生会議」を行っています。

これは、厚生労働省が作成され、反響があり

すぐに削除されたポスターです。

とても反響がありましたが、世間の人々が知る

きっかけになったのではないかと思っています。

ぜ ひ、病 気 に

なっている方も病

気になっていない

方も考えてもらい

たい取組みだと

思っています。

広島県が推奨している冊子です。広島

県医師会のホームページもしくは、当院

1F医療福祉支援センタ－にありますので

気になる方はお寄りください。

1.  患者本人、家族（代理決定者）と
　  医療者と話合いを行うこと
2.  一度決めたことでいつでも変更可能

ポイント

お知らせ

緩和ケア内科受診を希望される方

①医療スタッフに相談
②主治医に相談
③医療福祉支援センターに相談
④生活のしやすさの質問票（化学療法中、放射線治療開始・
　終了時、緩和ケア内科）に「希望する」にチェック

2020 年 4月より緩和ケア内科外来の日程が変更されております。月・水・金の午前中です。予約制です。

当院の花田医師と小野川医師が
ベストドクターズに選出されました
当院の花田医師と小野川医師が
ベストドクターズに選出されました

Best Doctors

vol.962 vol.96 5



新任医師のご紹介

（ほそや たかつね）

広島市民病院より参りました細谷尭永と申します。尾
三地区の医療に貢献できるよう精一杯頑張りますので
よろしくお願い致します。

細谷 尭永
呼吸器内科

（きたむら しょうすけ）

中国労災病院より参りました。専門は消化器内視鏡で
す。尾道は私の地元にも近く大好きな土地です。尾三
地区の医療に貢献できるよう日々頑張ります。

北村 正輔
消化器内科

（さいらく あきのり）

2度目の勤務となります。地域の患者様に必要かつ十分
な循環器医療をお届けして参ります。

西樂 顕典
循環器内科

（おおした あきひこ）

消化器外科全般、なかでも肝胆膵外科を専門として研
鑽を積んでまいりました。尾三地域の医療に貢献でき
るよう精進いたしますので、宜しくお願い申し上げます。

大下 彰彦
外科

（すみ ゆうすけ）

4月から外科に赴任いたしました寿美裕介と申します。
尾道の医療に貢献できるよう頑張って参りますので、よ
ろしくお願いいたします。

寿美 裕介
外科

（よしやま ともゆき）

4月より赴任しました吉山知幸と申します。尾三地区の
乳腺の医療に貢献できるように精一杯がんばります。
よろしくお願い致します。

吉山 知幸
乳腺外科

（やまだ なおと）

市立三次中央病院より参りました山田直人と申します。
尾道の医療に貢献出来る様、日々精進致します。よろし
くお願い申し上げます。

山田 直人
脳神経外科

（かわさき こうへい）

尾三地区での診療期間が長く、この地域に愛着をもっ
ております。皆様のお力になれるよう日々精進していく
所存です。宜しくお願い致します。

川﨑 広平
呼吸器内科

（きたじま たくま）

大阪の堺市立総合医療センターで内科研修を修了し4
月より呼吸器内科に着任しました北島拓真と申します。
尾道の呼吸器診療に貢献できるよう頑張ります。

北島 拓真
呼吸器内科

（やまもと たくや）

頑張りますので宜しくお願い致します。

山本 卓哉
消化器内科

（たなか きよと）

4月より赴任致しました田中清人と申します。尾道の小
児医療に微力ながら貢献できますように尽力致します。
宜しくお願い致します。

田中 清人
小児科

（きたさき なお）

4月より赴任いたしました北崎直と申します。広島県出
身、広島大学出身です。尾道の医療に少しでも貢献でき
るよう日々精進いたしますので宜しくお願いします。

北﨑 直
外科

（いたもと しんご）

4月より赴任しました板本と申します。尾道の医療に
貢献できるように日々精進致します。よろしくお願い
致します。

板本 進吾
外科

（かわばた しんご）

済生会呉病院より参りました。患者様に寄り添う医療
を目指して一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。

川端 紳悟
整形外科

よろしく
お願いします !
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（のむら なおふみ）

4月より赴任しました野村と申します。尾三地区の医療
に貢献できるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願
いいたします。

野村 直史
泌尿器科

（かとう しゅんぺい）

東広島医療センターより参りました加藤俊平と申しま
す。尾三地区の産婦人科医療に貢献できるよう頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。

加藤 俊平
産婦人科

（いけだ つよし）

広島大学病院より参りました。尾三地区の医療に少し
でも貢献できるよう日々精進して参ります。よろしくお
願い致します。

池田 豪
麻酔科

（みしま たけふみ）

6月から広島大学病院より参りました三島健史と申しま
す。尾道地区の歯科医療に貢献できるよう、日々精進し
て参りますので、よろしくお願いします。

三島 健史
歯科口腔外科

（かない はるな）

広島大学出身の金井陽奈と申します。尾道の医療に貢
献できるよう日々精進してまいります。何卒よろしくお
願い致します。

金井 陽奈
研修医

（てらもと ともき）

広島大学出身の寺本知生と申します。尾道の医療に貢
献できるように日々精進します。ご指導のほど、よろし
くお願いします。

寺本 知生
研修医

（みしま ひろと）

香川大学出身の三島寛人と申します。初めて住むこの
尾道で、常に新鮮な気持ちで日々精進致します。よろし
くお願いいたします。

三島 寛人
研修医

（わたなべ しおり）

広島大学出身の渡辺詩織と申します。1年間精一杯頑
張ります。よろしくお願いいたします。

渡辺 詩織
研修医

（おちあい じゅんいちろう）

三原市出身で信州大学を卒業しました。脳卒中医療を
盛り上げられるように頑張りたいと思います。宜しくお
願い致します。

落合 淳一郎
脳神経外科

（うやま たくと）

4月より赴任いたしました宇山拓澄と申します。尾三地
区の医療に貢献できるよう精一杯頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。

宇山 拓澄
産婦人科

（ふじた まりこ）

臨床研修医から引き続きお世話になります。風光明媚
な尾道で働けることを嬉しく思っております。未熟者で
すが、精一杯頑張りますのでお願い致します。

藤田 真理子
産婦人科

（おおた ひろき）

順天堂大学出身の大田啓貴と申します。尾道の医療に
貢献できるよう、精一杯頑張りたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

大田 啓貴
眼科

（あんどう えりこ）

福岡大学出身の安藤絵莉子と申します。新たな土地で
不安はありますが、尾道の医療に貢献できるよう日々精
進いたします。宜しくお願いします。

安藤 絵莉子
研修医

（きし やすまさ）

広島大学出身の岸泰正と申します。尾道の医療に貢献
できるよう日々努めてまいります。ご指導のほど、よろ
しくお願いいたします。

岸 泰正
研修医

（のだ のぞみ）

広島大学出身の野田望と申します。自然豊かな尾道で
初期研修を行えることを嬉しく思います。ご指導のほ
ど、よろしくお願い致します。

野田 望
研修医

（やすはら あきひろ）

大阪医科大学出身の安原明宏と申します。少しでも尾
道に貢献できたらと考えています。よろしくお願いし
ます。

安原 明宏
研修医
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