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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

▲

2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 7：40 ▼  9：05 ▼  10：05 ▼  12：20 ▼  13：20

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

JA尾道総合病院送迎バス 松永線 の時間が変わります

尾道総合病院からのお知らせ

平成31年4月1日より新ダイヤ開始 1日往路2便、復路1便となります。

●月～金曜日に運行しています。（祝日、休院日を除く）

松
永
駅

　↓

　病
院

バス停

8:00

8:01

8:02

8:03

8:04

8:05

8:06

8:07

8:08

8:10

8:29

9:00

9:01

9:02

9:03

9:04

9:05

9:06

9:07

9:08

9:10

9:29

１便 ２便

松永農協会館前バス停

松永スポーツセンター前バス停

松永駅南口バス停

はきもの博物館前バス停

天理教前バス停

松永駅前バス停

松永バス停

末広大橋バス停

高諸神社バス停

西藤口バス停

尾道総合病院

病
院

　↓

　松
永
駅

バス停

12:50

13:08

13:10

13:11

13:12

13:13

13:14

13:15

13:17

13:18

13:19

１便

尾道総合病院

西藤口バス停

高諸神社バス停

末広大橋バス停

松永バス停

松永駅前バス停

天理教前バス停

はきもの博物館前バス停

松永駅南口バス停

松永スポーツセンター前バス停

松永農協会館前バス停

vol.928



新任医師のご紹介

（くりはら けいすけ）

広島大学病院より参りました。消化器内科の胆膵領域
を専門としております。尾道の医療に貢献できるよう精
進いたします。よろしくお願い申しあげます。

栗原  啓介
消化器内科

（おくだ やすひろ）

4月より赴任いたしました奥田康博と申します。不慣れ
な事も多く色々とご迷惑をおかけしますが、尾道の医療
に貢献できるよう精進致します。

奥田  康博
消化器内科

（あみおか みちたか）

広島大学病院より参りました。これまで学んできたこと
を活かして貢献できるように精進致します。どうか宜し
くお願い致します。

網岡  道孝
循環器内科

（もとむら あい）

大好きなふるさとの尾道で小児医療に従事できること
を嬉しく思っております。一人でも多くの子どもとその
ご家族の笑顔が見られます様に頑張ります。

本村  あい
小児科

（いけだ もりと）

沖縄県立宮石病院から参りました。離島医療での経験
を活かして尾道の医療に貢献できるように精進いたし
ます。よろしくお願いいたします。

池田  守登
消化器内科

（まえだ じゅんじ）

呉医療センターより赴任いたしました前田潤二と申しま
す。至らぬ所も多いと思いますが、尾道の医療に貢献
できるように頑張ります。宜しくお願いします。

前田  潤二
循環器内科

（ふじかわ ひろき）

4月より赴任しました藤川と申します。尾三地区の子ど
も達の笑顔のため、頑張っていきたいと思っています。
よろしくお願い致します。

藤川  皓基
小児科

（むらかみ みきこ）

呉医療センターより参りました。尾三地区の小児医療に
貢献できるよう精一杯頑張りますので、宜しくお願い申
し上げます。

村上 未希子
小児科

（おの こうすけ）

広島大学病院より参りました。地域の医療に貢献でき
るよう日々精進いたします。ご指導宜しくお願い致し
ます。

小野  紘輔
外科

（さとう かつとし）

心臓血管外科全般と大動脈瘤・末梢血管の血管内治療
を専門に仕事をしておりました。スタッフ全員で地域に
貢献できるように頑張りたいと思います。

佐藤  克敏
心臓血管外科

（くらよし まなぶ）

4月より赴任いたしました倉吉学と申します。消化器外
科分野において尾道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。

倉吉  学
外科

（しだはら ひでとし）

福山市・鹿児島大学出身の志田原幸稔と申します。尾
道で働けることが嬉しいです。精一杯頑張りますので、
宜しくお願い致します。

志田原 幸稔
外科

（きやま やすゆき）

和歌山県立医科大学出身の木山泰之と申します。趣味
はジャズ演奏とカープ観戦です。尾道に住むのは初めて
ですが、精一杯頑張って参ります。

木山  泰之
産婦人科

（こんどう たくま）

4月より赴任しました近藤拓馬と申します。尾道の医療
に微力ながらも貢献できるよう精進して参りますので、
よろしくお願い致します。

近藤  拓馬
眼科

（あびこ まさる）

この度脳神経外科で勤務させて頂くことになりました。
尾三地区の医療に貢献できる様に日々の診療を行って
いこうと思います。よろしくお願い致します。

阿美古  将
脳神経外科

（くしはた あずさ）

県立広島病院より異動して参りました。尾三地区の医
療に貢献できるよう日々精進いたします。よろしくお願
いします。

串畑 あずさ
皮膚科

（もりもと こうだい）

広島大学出身の森本皓大と申します。尾道の医療に貢
献できるよう日々精進いたします。ご指導のほど、よろ
しくお願いいたします。

森本  皓大
研修医

（こばやかわ りょうた）

初期研修医の小早川亮太と申します。社会人としての
1年目をこの土地でむかえることをうれしく思います。
よろしくお願いします。

小早川 亮太
研修医

（あきやま こうすけ）

高知大学出身の秋山耕亮と申します。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、ご指導
よろしくお願いいたします。

秋山  耕亮
研修医

（おおたがき しん）

広島大学出身の大田垣真と申します。尾道市出身で、
地元である尾道で医者としての第一歩を始められるこ
とを大変うれしく思います。宜しくお願い致します。

大田垣  真
研修医

（さいとう こうへい）

広島大学出身の齊藤皓平と申します。呉市出身です。
1年間精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。

齊藤  皓平
研修医

（うまこし けんこう）

広島大学出身の馬越健幸です。2年間の初期研修を地
元である尾道で出来ることを嬉しく思っています。精一
杯頑張りますので、よろしくお願いします。

馬越  健幸
研修医

（ないとう のぶあき）

山口大学出身の内藤伸昭と申します。サイクリストの生
地尾道で研修できることを嬉しく思います。よろしくお
願い致します。

内藤  伸昭
研修医

（やまなか ゆうき）

千葉県出身、山口大学を卒業しました。風光明媚なこの
尾道の街で研修できることを大変嬉しく思います。日々
精進致します。宜しくお願い致します。

山中  雄城
研修医

よろしくお願いします !

2019年4月1日よりJA尾道総合病院・病院長に就任いたし

ました。広島大学第一内科（消化器内科）および広島大学総

合内科・総合診療科で40年余り臨床・教育・研究に従事し

てまいりましたが、今や“世界が注目する尾道”の地で医療を

通じて地域社会への貢献に努めております。どうぞ宜しくお

願い申し上げます。

JA尾道総合病院は1957年に農業協同組合によって開設

され、尾道市を中心に広島県東部の地域医療を担ってまい

りました。その間、地元のみなさまから信頼される医療機関

となるべく安全で質の高い診療に努め、常に新しい知識の

習得と技術の研鑽に励むとともに、生命の尊厳と人間愛を

大切にしてまいりました。その理念「良質で安全な医療提

供」は歴代の病院長以下スタッフによって醸成・継承されて

おり、今後も次世代に引き継ぎ、『令和』という新しい時代に

おいても全力で社会貢献に努めます。

当院は2011年5月に平原台に新築移転し、2017年には開

設60周年を迎えました。その間、高度急性期に対応する公

的病院として、①がん医療、②救急医療、③小児・産科医療、

④災害医療の分野を重点的に担う一方、医育機関として次

代を担う医療人を育成すべく医学生・研修医・専攻医の教

育・指導も行っております。多職種がかかわるチーム医療教

育を実践する臨床実習教育研修施設として、わが国の次世

代医療人養成を通じた社会貢献も果たしております。

さて当院の正面玄関ロビーでは壁に飾られた平山郁夫画

伯作『天かける白い橋』が目に入ります。2019年初頭の

ニューヨークタイムズ誌「2019年に行くべき52か所」に日本

から唯一選ばれた【しまなみ海道】の来島大橋を描いた名画

です。尾道を起点として瀬戸内の9つの島を繋いだ四国への

連絡路は当院が医療を通じて推進する地域社会貢献の広域

性を高める導線と駆動力として期待されます。

当院の理念は、“Innovation, Safety, and Amenity　次世

代に受け継がれる「良質で安全な医療提供」”の推進です。

質の一層の向上に向けて、JA尾道総合病院の総力を結集し

て一層注力したいと存じますので、今後とも従来と変わらぬ

ご支援とご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

病院長就任のご挨拶病院長就任のご挨拶 JA尾道総合病院  病院長
田妻　進

vol.922 vol.92 3



新任医師のご紹介

（くりはら けいすけ）

広島大学病院より参りました。消化器内科の胆膵領域
を専門としております。尾道の医療に貢献できるよう精
進いたします。よろしくお願い申しあげます。

栗原  啓介
消化器内科

（おくだ やすひろ）

4月より赴任いたしました奥田康博と申します。不慣れ
な事も多く色々とご迷惑をおかけしますが、尾道の医療
に貢献できるよう精進致します。

奥田  康博
消化器内科

（あみおか みちたか）

広島大学病院より参りました。これまで学んできたこと
を活かして貢献できるように精進致します。どうか宜し
くお願い致します。

網岡  道孝
循環器内科

（もとむら あい）

大好きなふるさとの尾道で小児医療に従事できること
を嬉しく思っております。一人でも多くの子どもとその
ご家族の笑顔が見られます様に頑張ります。

本村  あい
小児科

（いけだ もりと）

沖縄県立宮石病院から参りました。離島医療での経験
を活かして尾道の医療に貢献できるように精進いたし
ます。よろしくお願いいたします。

池田  守登
消化器内科

（まえだ じゅんじ）

呉医療センターより赴任いたしました前田潤二と申しま
す。至らぬ所も多いと思いますが、尾道の医療に貢献
できるように頑張ります。宜しくお願いします。

前田  潤二
循環器内科

（ふじかわ ひろき）

4月より赴任しました藤川と申します。尾三地区の子ど
も達の笑顔のため、頑張っていきたいと思っています。
よろしくお願い致します。

藤川  皓基
小児科

（むらかみ みきこ）

呉医療センターより参りました。尾三地区の小児医療に
貢献できるよう精一杯頑張りますので、宜しくお願い申
し上げます。

村上 未希子
小児科

（おの こうすけ）

広島大学病院より参りました。地域の医療に貢献でき
るよう日々精進いたします。ご指導宜しくお願い致し
ます。

小野  紘輔
外科

（さとう かつとし）

心臓血管外科全般と大動脈瘤・末梢血管の血管内治療
を専門に仕事をしておりました。スタッフ全員で地域に
貢献できるように頑張りたいと思います。

佐藤  克敏
心臓血管外科

（くらよし まなぶ）

4月より赴任いたしました倉吉学と申します。消化器外
科分野において尾道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。

倉吉  学
外科

（しだはら ひでとし）

福山市・鹿児島大学出身の志田原幸稔と申します。尾
道で働けることが嬉しいです。精一杯頑張りますので、
宜しくお願い致します。

志田原 幸稔
外科

（きやま やすゆき）

和歌山県立医科大学出身の木山泰之と申します。趣味
はジャズ演奏とカープ観戦です。尾道に住むのは初めて
ですが、精一杯頑張って参ります。

木山  泰之
産婦人科

（こんどう たくま）

4月より赴任しました近藤拓馬と申します。尾道の医療
に微力ながらも貢献できるよう精進して参りますので、
よろしくお願い致します。

近藤  拓馬
眼科

（あびこ まさる）

この度脳神経外科で勤務させて頂くことになりました。
尾三地区の医療に貢献できる様に日々の診療を行って
いこうと思います。よろしくお願い致します。

阿美古  将
脳神経外科

（くしはた あずさ）

県立広島病院より異動して参りました。尾三地区の医
療に貢献できるよう日々精進いたします。よろしくお願
いします。

串畑 あずさ
皮膚科

（もりもと こうだい）

広島大学出身の森本皓大と申します。尾道の医療に貢
献できるよう日々精進いたします。ご指導のほど、よろ
しくお願いいたします。

森本  皓大
研修医

（こばやかわ りょうた）

初期研修医の小早川亮太と申します。社会人としての
1年目をこの土地でむかえることをうれしく思います。
よろしくお願いします。

小早川 亮太
研修医

（あきやま こうすけ）

高知大学出身の秋山耕亮と申します。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、ご指導
よろしくお願いいたします。

秋山  耕亮
研修医

（おおたがき しん）

広島大学出身の大田垣真と申します。尾道市出身で、
地元である尾道で医者としての第一歩を始められるこ
とを大変うれしく思います。宜しくお願い致します。

大田垣  真
研修医

（さいとう こうへい）

広島大学出身の齊藤皓平と申します。呉市出身です。
1年間精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。

齊藤  皓平
研修医

（うまこし けんこう）

広島大学出身の馬越健幸です。2年間の初期研修を地
元である尾道で出来ることを嬉しく思っています。精一
杯頑張りますので、よろしくお願いします。

馬越  健幸
研修医

（ないとう のぶあき）

山口大学出身の内藤伸昭と申します。サイクリストの生
地尾道で研修できることを嬉しく思います。よろしくお
願い致します。

内藤  伸昭
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山中  雄城
研修医
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ました。広島大学第一内科（消化器内科）および広島大学総

合内科・総合診療科で40年余り臨床・教育・研究に従事し
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病院長就任のご挨拶病院長就任のご挨拶 JA尾道総合病院  病院長
田妻　進
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最近もの忘れが増えた、うっかりミスが多い、言いたい言

葉が出にくい、今日出会った人の名前が出てこない…こんな

ことはありませんか？自分は認知症なんじゃないかと心配し

たり、逆にあまり考えないようにしようと目を背けたりしてい

ませんか？

認知症は高齢化に伴い、テレビ・新聞などで頻繁に取り上

げられています。しかし、正しく認知症を理解されている方は

まだまだ少なく、誤解や偏見が根強くあるのが現状です。

今回は、認知症の基本的なことを、ほんの少しだけですが

紹介させて頂きます。

「もの忘れ」は認知症？

昨日の夕食のメニューは、ご飯と、お味噌汁と、あとはな

んだっけ？

これは、認知症ではありません。人は誰でも年を重ねれ

ば、もの忘れが増えるのはごく自然な現象です。このような

「加齢によるもの忘れ」は、日常生活に大きな支障がないの

が特徴です。

認知症は、何らかの病気によって、脳の働きが悪くなり、

様々な症状から日常生活に支障が出る状態のことをいいま

す。代表的な症状に、「記憶障害」があります。これは身の回

りに起こった出来事そのものを忘れたり、数分から数時間

前のことを忘れたりするのが特徴です。昨日夕食を食べた

のに、メニューどころか食べたこと自体忘れてしまいます。

その他に、日時や今いる場所がわからなくなったり、段取り

よく行動することが難しくなったりします。病状が進行すると

理解力や判断力も低下します。

認知症は他人事？

認知症になる原因は多種多様ですが、「加齢」が一番の原

因です。医療が発達し長生きができるようになった日本で

は、生涯に半数の人が認知症にかかると言われています。

私たちの周りには認知症を持ちながらも、工夫や援助を受

けて地域で生活をされている方はたくさんいらっしゃいま

す。認知症は、誰がなってもおかしくないごくありふれた症

状です。

認知症は治らない？

認知症は治らないというイメージがありませんか？認知症

には必ず原因があり、原因によっては早期に発見して適切な

対処をとることで治るものもあります。また、症状が進行して

いくアルツハイマー病等も、早い段階で治療をすれば進行

を遅らせたり、症状を軽減することが期待できます。

認知症かどうかチェックしてみよう！

以下に記していますのは、認知症の疑いがあるかどうか

を、ごく初期の段階で簡単に判断する目安のチェックリスト

です。これだけで認知症かどうかを判断することはできませ

んので、6項目以上に心当たりのある方は、早めにかかりつ

け医に相談してみましょう。

認知症看護認定看護

当院は1991年に県内初の【ストーマ外来】を開設

し今年で28年目を迎えました。

『ストーマ』とは病気などに

より、手術を受け『人工肛門』

や『人工膀胱』を造設されお腹

から便や尿が出てくる排泄口

のことを総称して呼びます。

ストーマからは便や尿が自分の意志とは無関係

に出てくるため、専用の袋状の装具をつけて生活を

することになります。

ストーマ外来では、ストーマ造設者や家族を対象

に装具交換指導、トラブルが生じた際の対処方法

やその予防方法、個々の生活背景に合わせた装具

の紹介などを行います。

また排泄の方法が変わっても手術前と変わらず

社会生活が送れるようアドバイスをしています。

ストーマ外来の開設当初約30年前は、直腸に病

気があると生涯にわたりストーマをもつ（永久ス

トーマ）手術が多くありましたが、近年は医学の進

歩・発展により、手術後

半年程度はストーマを

有し（一時的ストーマ）

管理していきますが、

その後元に戻し手術前

と同様に肛門から排泄

する手術が多くなっています。

現状としてストーマ造設術に限らず、手術患者の

高齢化が進み認知面や手先の動きなど（巧緻性）を

考慮した個別性の高いストーマケア指導が必要と

なるケースも多くなっています。

必要に応じて訪問看護ステーションをはじめ、院

外との連携を行い退院後も継続的なフォローがで

きる体制をとっています。

また、ストーマ造設後に治療として化学療法を行

う患者さんも増加しています。

化学療法の影響で皮膚障害が発生しやすくなる

こともあり、より愛護的なケアを行いながら注意深

く診ていく必要があります。

当院は1階、2階の多目的トイレにストーマ用トイ

レを3箇所設置し、また、外来を行う外科処置室に

ストーマ専用の洗浄器も完備しストーマ保有者の

ニーズに対応できる体制を整備しています。

現在年間延べ約300人を超えるストーマ外来受

診があります。

今後も医療の高度化、患者の高齢化が進む中で

当院の【ストーマ外来】を継続さらには発展させ、退

院後もより良い生活がおくれるように支援させてい

ただきたいと思います。

□ 今日の日付や曜日がわからないことがある
□ 住所や電話番号を忘れてしまうことがある
□ 何度も同じことを言ったり聞いたりする
□ 買い物でお金を払おうとしても計算できないことがある
□ ものの名前が出てこないことがある
□ 置き忘れ、しまい忘れが多くなった
□ 慣れた道で迷ってしまうことがある
□ ささいなことで怒りっぽくなった

□ ガスや火の始末ができなくなった
□ 今まで使っていた洗濯機やリモコンなどを使いこなせなくなった
□ 本の内容やテレビトラマの筋がわからないことがある
□ 財布や時計などを盗まれたと思うことがよくある
□ 会話の途中で言いたいことを忘れることがある
□ だらしなくなった
□ 身体の具合が悪いわけではないのに、何もやる気が起きない

引用参考資料：尾道市版認知症ガイドブック（認知症ケアパス）

認知症看護認定看護師
森明  千晴

認知症の早期発見のためのチェックリスト

ストーマ外来の軌跡 皮膚・排泄ケア認定看護師
豊田  明美

毎週木曜　午後1時から5時
完全予約制

● ストーマ外来日

医療・福祉相談支援センター
● 予約受付

看護のチカラ
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J A  O N O M I C H I  G E N E R A L  H O S P I T A L  N E W S尾病ニュース

レジオネラ症について
臨床研究検査科

レジオネラ症とは、レジオネラ属菌により引き起こされる細菌感染症です。主な病型として、重症の肺炎を引

き起こす「レジオネラ肺炎」と、一過性で自然に改善する「ポンティアック熱」が知られています。レジオネラ肺

炎は別名「在郷軍人病」とも言われ、米国の在郷軍人集会で集団肺炎として発見されたことから命名されまし

た。これに対して、ポンティアック熱は、米国のポンティアックという場所で起こった集団感染にちなんで命名

されました。健常者も罹患しますが、乳幼児、高齢者、糖尿病患者、透析患者など抵抗力の弱い人が罹患しや

すく、病気の進行が早いため急激に重症化し、死亡すること

もあります。レジオネラ属菌は、土壌や水などに広く分布す

る細菌で、温泉や噴水、加湿器などに潜んでおり、近年で

は、温泉施設での集団感染例も報告されて話題となってい

ます。日本では、感染症法にて4類感染症に指定されてお

り、全数把握対象疾患となっていて、年間1,000件以上の発

症例があると報告されています。

レジオネラ症の検査には、培養、血清抗体価の測定、PCR

法および尿中抗原の検出があります。この中で、特異性が高

く簡便で迅速に検査することができる尿中抗原の検出検査

が広く普及し使われています。

検査・診断

尿検体を
採取する

付属の
スポイトで吸う キットに滴下する 15分後に判定する

患者さん用の駐車場出入口が変わりました！！患者さん用の駐車場出入口が変わりました！！

この度、5月1日より駐車場出入口が変更となりました。その為、

料金ゲートが1つとなっております。お車でお越しの際は、マップの

赤い矢印にしたがってお進みください。

高齢者総合ケアセンター
ひらはらの郷

自動車進路

薬局

JA尾道総合病院

市営住宅

※当院の敷地ではありません。
（ここに駐車しないでください）
※当院の敷地ではありません。
（ここに駐車しないでください）

料金ゲート料金ゲート

正面玄関正面玄関

車イス乗降スペース車イス乗降スペース

進入禁止進入禁止

バ
ス
通
り

P

P
P

令和元年5月1日（水）～利用開始日

診察を受けられた患者さん等
無  料
1） 1時間を超えた場合は会計窓口へ駐車券を提示してください。
 無料処理させていただきます。
2） 入退院、検査、手術等をされる患者さんの送迎をされる方、
 また病院から呼び出しがあった方につきましては、当日に限り
 無料処理させていただきます。

その他の利用者
1時間まで無料。後1時間毎に100円が加算されます。

利用料金

ご利用上の注意 〇入院の場合等で日をまたいで駐車される場合は、無料の対象となりません。
　入院、検査等で当日お帰りになることが出来ない場合には公共交通機関をご利用ください。
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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

▲

2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 7：40 ▼  9：05 ▼  10：05 ▼  12：20 ▼  13：20

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

JA尾道総合病院送迎バス 松永線 の時間が変わります
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平成31年4月1日より新ダイヤ開始 1日往路2便、復路1便となります。

●月～金曜日に運行しています。（祝日、休院日を除く）
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