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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

2018年12月16日（日）14：00より、しまなみ交

流館テアトロシェルネにおいて市民公開講座『お

のみち乳がんアカデミア』を開催しました。

本講座は当院の有志が集まり、地域の皆さん

に乳がん検診の重要性と最新の治療法について

理解を深めて頂くことを目的としております。

当日は当院の杉田孝病院長の挨拶で開会し、

乳腺疾患に携わる医師をはじめ医療従事者が講

演を行いました。また、講演以外にも展示ブース

や体験ブースを設け、来場者の方に実際に目で見

て、触れて頂き大変好評でした。

当日はあいにくの空模様となりましたが、220

名もの方が参加下さいました。ご参加下さいま

した皆さん、誠にありがとうございました。

今後も地域の皆さんに『乳がん』にかかる情報

を発信できればと考えております。

市民公開講座『おのみち乳がんアカデミア』
コ ラ ム

後藤 祐司
事務次長・施設資材課長
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如水館高校チアリーディング部 WA
VES

縫 合

腹腔鏡

JA尾道市ブース

ALSOKヨーヨー釣り

白衣体験

ヒコア(交通安全体験車)

司
会
で
す
！

ちびっこ抽選会縫合・腹腔鏡体験

岡崎修司さん

平原町内会長
挨拶

病院長 挨拶

STU48

笑い文字JAアンテナショップ日比崎小学校合唱団

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

それいけ！アンパンマン 握手会・撮影会

今年の10月27日に第７回笑in祭が開催されました。
メインステージ（1Fブース）では、AKB48グループから瀬戸
内7県を中心に活動されているSTU48より、新谷野々花さん、
田中皓子さん、土路生優里さんのお三方。また、元ドラゴンフ
ライズ所属、現ドラゴンフライズアンバサダーの岡崎修司さん
がスペシャルゲストで来て下さいました。子供から大人まで参
加していただき、会場は幸せで温かい雰囲気に包まれました。
毎年、恒例となった日比崎小学校合唱団による合唱や如水
館高等学校チアリーディング部『WAVES』による、笑顔あふれる
チアリーディングを披露していただきました。
さらに今年は、子供達の憧れのヒーロー『それいけ！アンパ

ンマン』による握手会・撮影会も行われました。
屋外ブースでは、おのみち家族の台所より多数の飲食店や
施術店やアコーディオン演奏者、岡崎修司さんによるバスケット
ボール講座、交通安全体験車『ヒコア』の体験型イベントにより
大変な盛り上がりを魅せました。
1Fブースでは笑い文字コーナーやキッズ制服体験、そして今
年は新たに身体測定コーナー、高齢者体験などさまざまな体
験型ブースがあり、こちらも大変盛り上がりました。
多くの方のご協力により、今年は、1000人を超える地域の
方々にお越しいただくことが出来ました。心より感謝申し上げ
ます。

薬剤部 薬剤科 栗原 大貴

第7回

2018.10.27sat
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脳卒中リハビリテーション看護

脳卒中は日本人の死亡率第3位、さらに介護が必要となっ

た原因の第1位です。命を脅かす病気である上再発しやす

く、後遺症を残す病気です。後遺症は麻痺（手足が動かなく

なる）・嚥下障害（飲食が出来なくなる）・失語（言葉が話せ

ない、理解できなくなる）などたくさんあり、その後の自宅で

の生活を難しくする原因となっています。しかし脳卒中を早

期に発見し治療すれば、命が救われ後遺症が軽くなる可能

性があります。

脳卒中を疑う代表的な症状をご紹介します。このような

症状があれば、迷わず救急車を呼んでください。または、専

門的病院（脳神経外科など）を至急受診してください。

脳卒中には様々な治療がありますが、急性期に行われる

代表的な治療法を２つご紹介します。rt-PA（アルテプラー

ゼ）と呼ばれる血栓溶解薬の点滴静脈内注射と、急性期血

栓回収療法（EVT）です。両者とも適応は厳しく判断されま

すが、著明な改善が期待できる治療法です。いずれも脳卒

中発症からの経過時間が制限されるため、できるだけ早く

病院に受診する必要があります。

もし脳卒中になった場合でも、JA尾道総合病院では専門

的な医療チームで、患者様・ご家族様の生活の再構築のお

力になります。ぜひご相談ください。

脳卒中を疑う代表的な症状

脳卒中急性期の治療法

脳卒中リハビリテーション看護
認定看護師

小林  雄一

rt-PA（アルテプラーゼ）という
血栓溶解薬を、点滴静脈内注射する。

血栓が溶解され、血流が再開通する。

血栓にカテーテルを挿入する。

ステントを展開し血栓をからめて
回収することで、血流が再開通する。

【 血栓溶解療法 】 【 血栓回収療法 】

高齢者体験
キッズボールランド

第7回

輪投げ

人体パズル

薬剤師体験

おの
みち

家族の台所

尾道総合病院 華道部

スタンプラリー・リアル脱出ゲーム 非常食

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

新任医師の

ご紹介 木村  俊介（きむら しゅんすけ）

小児科

コメント

よろしくお願いします !
地域のみなさまに心暖かい医療を提供し、子ども
達の明るい未来を支えることを目標に頑張ります
のでよろしくお願いいたします。

市民公開講座
第10回 JA尾道総合病院 市民のための

がん最前線MRI の有用性がマスメディアなどで取り上げられる

ことが多くなるにつれ、当院のドックでMRI を受けら

れる人は増加しています。

頭部MRI、MRAとは
強い磁石と電磁波を使って体内の状態を断面像と

して描写する検査で、脳を立体的に見ることができ、

MRAでは造影剤を使用せずに血管を描き出すことが

できる検査です。

頭のMRI、MRA検査で分かること
●症状のない脳梗塞や脳出血

●脳腫瘍の有無

●くも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤の有無

や血管奇形などの発見

●脳梗塞につながる頸部の血管の狭窄

MRCPとは
MRCP はMRI の検査の一つで、胆汁や膵液を強調

させる撮像法であり、膵管・胆管・胆のうを内視鏡

や造影剤を使わずに描出できる画期的な画像診断法

です。MRCP は膵管の拡張や狭窄の程度や囊胞性腫

瘍との位置関係を容易に評価可能です。さらに膵管

と交通のない囊胞性病変も描出すことができ、MRCP

は胆膵疾患の早期発見に大変有用な検査とされてい

ます。

MRCP用経口消化管造影剤の使用
MRCP は水分（胆汁や膵液）を強調させる撮像法

です。上腹部では胆汁や膵液が満たされた胆管や膵

管と一緒に、胃や十二指腸などの消化管内の水分も

高信号として描出されるため、診断の妨げとなる場

合があります。　そこでMRI 用経口消化管造影剤を

飲んで検査することで胆管や膵管の描出能が向上し

ます。

MRCPで分かること
膵臓がんや胆管がんの多くは膵管、胆管に異常を

きたすため、MRCPで膵管、胆管の異常をとらえる

ことにより膵臓がんや胆管がんの早期発見につなが

ります。

膵臓の嚢胞や膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）があ

る人は膵がんのリスクが高まりますので、これらを発

見することで膵がんの早期発見につながります。

痛みなど自覚症状がない胆のう結石、総胆管結石

などもMRCP によって発見できます。

MRI のメリット
●放射線を使わないのでの被曝がない。

●造影剤を使わないので CTなどの造影剤の副作用

のある方なども検査が出来る。検査に痛みがない。

●心臓にペースメーカを使用している方

●脳動脈にクリップのある方

●体内に金属が入っている方

●妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方

●閉所恐怖症の方

●人工内耳を埋め込まれている方

ただし、デバイスのタイプや金属の材質によって

は検査可能な場合もありますので、事前にご相談し

てください。

膵管が狭くなっていることが
分かります。

胆石もはっきり分かります。 造影剤を使わなくても血管がはっきり
分かり、動脈瘤も発見できます。

下記の方は検査を受けられない可能性があります。

ドックのMRIについて
放射線科

平成30年10月6日（土）に尾道駅前にあるしまなみ

交流館（テアトロシェルネ）にて、第10回JA尾道総合

病院市民公開講座を開催しました。

第1部「市民のためのがん最前線」と、第2部「がん

に負けないトークショー」の2部構成で、約680名の

方にご参加いただき、盛況のうちに終えることがで

きました。

第1部では、内科部長・内視鏡センター副センター

長の中土井医師より『大腸がんの予防と早期発見の

重要性』、がん診療支援チーム緩和ケア認定看護師

の藤原看護師より『緩和ケアに紹介されたらどうな

るの？』を講演して頂きました。

また、第2部では 夫婦漫才の第一人者、関西お笑

い界の大御所である宮川大助・花子さんをお招き

し、宮川大助・花子の「生き生きライフ」というテー

マで講演をして頂きました。

幾多の困難に出会いながらも、夫婦の絆を糧に

乗り越えたエピソードを笑いと、時には涙を交えな

がらお話しして頂きました。その中で何度も「病院

の医師を信頼し、きちんと健診を受けることが大事」

と言われておりました。サプライズで参加された、

宮川さゆみさんとの親子共演も感動的で、とても楽

しい時間があっという間に過ぎて行きました。

当院では、地域がん診療連携拠点病院として、市

民の皆様に最新のがん情報をお届けするため、年1

回市民公開講座を開催しております。

今後も多くの方のご参加をお待ちしております。
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して描写する検査で、脳を立体的に見ることができ、

MRAでは造影剤を使用せずに血管を描き出すことが

できる検査です。

頭のMRI、MRA検査で分かること
●症状のない脳梗塞や脳出血

●脳腫瘍の有無

●くも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤の有無

や血管奇形などの発見

●脳梗塞につながる頸部の血管の狭窄

MRCPとは
MRCP はMRI の検査の一つで、胆汁や膵液を強調

させる撮像法であり、膵管・胆管・胆のうを内視鏡

や造影剤を使わずに描出できる画期的な画像診断法

です。MRCP は膵管の拡張や狭窄の程度や囊胞性腫

瘍との位置関係を容易に評価可能です。さらに膵管

と交通のない囊胞性病変も描出すことができ、MRCP

は胆膵疾患の早期発見に大変有用な検査とされてい

ます。

MRCP用経口消化管造影剤の使用
MRCP は水分（胆汁や膵液）を強調させる撮像法

です。上腹部では胆汁や膵液が満たされた胆管や膵

管と一緒に、胃や十二指腸などの消化管内の水分も

高信号として描出されるため、診断の妨げとなる場

合があります。　そこでMRI 用経口消化管造影剤を

飲んで検査することで胆管や膵管の描出能が向上し

ます。

MRCPで分かること
膵臓がんや胆管がんの多くは膵管、胆管に異常を

きたすため、MRCPで膵管、胆管の異常をとらえる

ことにより膵臓がんや胆管がんの早期発見につなが

ります。

膵臓の嚢胞や膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）があ

る人は膵がんのリスクが高まりますので、これらを発

見することで膵がんの早期発見につながります。

痛みなど自覚症状がない胆のう結石、総胆管結石

などもMRCP によって発見できます。

MRI のメリット
●放射線を使わないのでの被曝がない。

●造影剤を使わないので CTなどの造影剤の副作用

のある方なども検査が出来る。検査に痛みがない。

●心臓にペースメーカを使用している方

●脳動脈にクリップのある方

●体内に金属が入っている方

●妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方

●閉所恐怖症の方

●人工内耳を埋め込まれている方

ただし、デバイスのタイプや金属の材質によって

は検査可能な場合もありますので、事前にご相談し

てください。

膵管が狭くなっていることが
分かります。

胆石もはっきり分かります。 造影剤を使わなくても血管がはっきり
分かり、動脈瘤も発見できます。

下記の方は検査を受けられない可能性があります。

ドックのMRIについて
放射線科

平成30年10月6日（土）に尾道駅前にあるしまなみ

交流館（テアトロシェルネ）にて、第10回JA尾道総合

病院市民公開講座を開催しました。

第1部「市民のためのがん最前線」と、第2部「がん

に負けないトークショー」の2部構成で、約680名の

方にご参加いただき、盛況のうちに終えることがで

きました。

第1部では、内科部長・内視鏡センター副センター

長の中土井医師より『大腸がんの予防と早期発見の

重要性』、がん診療支援チーム緩和ケア認定看護師

の藤原看護師より『緩和ケアに紹介されたらどうな

るの？』を講演して頂きました。

また、第2部では 夫婦漫才の第一人者、関西お笑

い界の大御所である宮川大助・花子さんをお招き

し、宮川大助・花子の「生き生きライフ」というテー

マで講演をして頂きました。

幾多の困難に出会いながらも、夫婦の絆を糧に

乗り越えたエピソードを笑いと、時には涙を交えな

がらお話しして頂きました。その中で何度も「病院

の医師を信頼し、きちんと健診を受けることが大事」

と言われておりました。サプライズで参加された、

宮川さゆみさんとの親子共演も感動的で、とても楽

しい時間があっという間に過ぎて行きました。

当院では、地域がん診療連携拠点病院として、市

民の皆様に最新のがん情報をお届けするため、年1

回市民公開講座を開催しております。

今後も多くの方のご参加をお待ちしております。
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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

2018年12月16日（日）14：00より、しまなみ交

流館テアトロシェルネにおいて市民公開講座『お

のみち乳がんアカデミア』を開催しました。

本講座は当院の有志が集まり、地域の皆さん

に乳がん検診の重要性と最新の治療法について

理解を深めて頂くことを目的としております。

当日は当院の杉田孝病院長の挨拶で開会し、

乳腺疾患に携わる医師をはじめ医療従事者が講

演を行いました。また、講演以外にも展示ブース

や体験ブースを設け、来場者の方に実際に目で見

て、触れて頂き大変好評でした。

当日はあいにくの空模様となりましたが、220

名もの方が参加下さいました。ご参加下さいま

した皆さん、誠にありがとうございました。

今後も地域の皆さんに『乳がん』にかかる情報

を発信できればと考えております。

市民公開講座『おのみち乳がんアカデミア』
コ ラ ム

後藤 祐司
事務次長・施設資材課長
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