
Residents of 2022

Welcome to ONOMICHI !!

尾道いいとこ、一度はおいで。
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因島水軍花火祭り



尾道市について

• 広島県 東部

• 人口 15万人

• 二次医療圏：尾三地区（尾道・三原・世羅／20万人）

三原市

世羅郡

広島市
福山市
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尾道市のおすすめポイント

●地域医療から高度医療まで学べる

・地域内連携が充実（尾道市医師会主催の開業医との懇親会が毎月開催！）

・しまなみ海道とやまなみ街道の交差点に位置

→交通の便がよく、通院も救急搬送も医療圏を越えて広域に。

●プライベートも充実

・「坂の街」「文学の街」「映画の街」

・美味しいの宝庫。おしゃれなカフェやこだわりの強い居酒屋 多数。

・「サイクリングの聖地」としても有名。
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〇名 称 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院（通称：「おのそう」「農協病院」）

〇病院長 田妻 進

〇開設日 1957年11月

〇病床数 393床

〇標榜科 31科

〇医 師 111名（研修医15名含む）

【主な施設認定】

・地域救命救急センター

・地域がん診療連携拠点病院

・地域周産期母子医療センター

・小児救急医療拠点病院

・地域医療支援病院

・災害拠点病院

【主な診療実績（R3年度）】

1）外来患者数 717人 / 日

2）入院患者数 323人 / 日

3）手術件数 5,134件 / 年

4）救急搬送件数 3,691件 / 年

5）分娩件数 424件 / 年

尾道総合病院について
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2011年に新築移転しました。

Entrance

Coffee Shop

病室

CT室

病棟 廊下
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研修医室

バス・トイレ付き専用当直室完備（３室）

研修医専用のお部屋です
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「地域包括ケア」は、尾道から全国へ。
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1994年尾道市医師会が市内全域を対象に地域包括ケアシステム「尾道方式」を構築

当時の医師会長であった片山 壽氏は、地域包括ケアの理念を明確化した上でさらに広く

市全域で推進するために、1994年「尾道市医師会高齢者医療ケアシステム整備・基本

コンセプト」を策定。地域において、多職種協働による包括的かつ継続的な医療・福祉

サービスを柔軟に提供できるシステムを構築しました。

1994年といえば介護保険制度が開始される６年も前であり、その時点から

長期的視野に立って基本コンセプトを策定し、それに沿って着実に一つ

一つの課題を解決してきた結果として、今日の非常に柔軟性の高い

「尾道方式」(地域医療連携とケアマネジメントの融合による

包括的・継続的サービス提供モデル）として結実しました。

●地域包括ケアシステムとは？

高齢化が進む中で、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域や自宅で日常生活を送られる

ように、「住まい・医療・介護・予防・生活

支援」の5つのサービスを一体的に提供でき

るケア体制を構築しようとする試み。

2025年問題の対策として、厚生労働省主導

のもと各市区町村が地域特性に応じたシステ

ム構築を進めている。

川越雅弘「我が国における地域包括ケアシステムの現状と課題」海外社会報奨研究. 2008: 162.

“地域包括ケア”の概念が初めて生まれたのは 1980年代の尾道市！ (旧御調町)

「地域包括ケア」という言葉が初めて使われたのは、なんと今から30余年も前のことです。

尾道市（旧御調町）にある公立みつぎ総合病院の医師 山口昇氏が、全国と比べても高齢化の進んだ

その地域で、医療・福祉・行政の連携・統合の重要性を述べる際に使用したのがその始まりです。

国策としての「地域包括ケア」が生まれた2003年

「地域包括ケア」が初めて国の文書に登場したのは、介護

保険制度が始まって３年後の2003年6月のことでした。

厚労省老健局長の私的研究会「高齢者介護研究会」

のまとめた報告書『2015年の高齢者介護』の中で、

「地域包括ケアシステムの確立」として登場しま

した。

以降、尾道市で生まれたこの概念は国のまちづくり

や地域社会の再生と結びつけた政策のいわば基本方針

として、今日まで存在し続けています。
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「地域包括ケア」は、尾道から全国へ。

「尾道方式」の特徴：「多職種協働によるケアカンファレンス」

かかりつけ医を中心に、患者の在宅療養を支援する中で高齢者医療・介護の

長期的に継続的なケアを実践するための手法として、多職種の協働に

よるケアカンファレンスが行われています。

このカンファレンスの中で患者さんのケアに関する分担を

決めるなどの協働を行うことで、高齢者の在宅療養が

可能となり、地域住民は住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができるように

なります。

退院前カンファレンス

急性期病院へ入院が必要になった場合、退院および

在宅復帰へのスムーズな移行のために、患者、家族、

病院スタッフ、在宅スタッフや介護サービス事業者が

参加し、自宅退院後の生活を支援するためのカンファ

レンスを行います。

カンファレンスを通じて、患者・家族と医療・福祉

従事者の間に信頼関係が生まれ、より豊かな在宅療養

が可能となります。

現在では高齢者にかかわらず、担がん患者の終末期

医療には欠かせないシステムとなっています。



「膵癌早期診断プロジェクト」について

• 膵癌早期発見・早期治療のための地域連携システム

– 「尾道方式」に由来する既存の良好な地域連携の仕組みを発展させることで、
予後不良疾患である膵癌の早期発見に活用。

– このシステムの構築、充実に尽力したのが当院 内視鏡センター長 花田医師。

• 「膵癌早期診断プロジェクト」の概要

：複数の膵癌リスク因子を抱える患者のスクリーニング超音波検査を

地域のかかりつけ医に実施してもらい、異常があった場合には

すぐに当院 内視鏡センターに紹介してもらう仕組み。

• 成果：膵癌の５年生存率 20%に（日本全国平均 9.6% 2019年）
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地域交流にも力を入れている病院です。

【地域住民への還元】

• 病院祭（笑in祭）

• 院内外における市民への疾患勉強会

– 糖尿病教室

– すいがん教室

– 心臓いきいき教室

– IBD教室

• ふれあいサロン

• アピアランスケア相談会

【地域医師会との連携】

• 地域の医師向け研究会・懇親会

– 地域連携の集い（年１回）

– 廿日会（毎月20日）

• 地域の医療従事者向け勉強会

– 地域連携パス勉強会

– オープンカンファレンス

– 尾三地域がん連携フォーラム

– 心臓いきいきキャラバン研修

• 尾道医師会ソフトボール大会 等

ソフトボール大会

病院祭／研修医は縫合体験ブースを担当 心臓いきいきキャラバン研修

地域連携パス勉強会

出前講座

13



TABLE OF CONTENTS

● 尾道市について

● 尾道総合病院について

● 尾道総合病院での研修

● 研修医の一日

● 処遇、その他

14

千光寺から見る尾道とロープウェイ



入職時オリエンテーション
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研修ローテション

協力病院

■精神科：三原病院、小泉病院

■地域医療：百島診療所、みつぎ総合病院、因島医師会病院、因島総合病院

１年次

２年次
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消化器
8週

循環器
8週

腎臓
4週

呼吸器
4週

麻酔
4週

外科
4週

小児
4週

産婦
4週

内科：24週 救急：12週 必修12週

救急総合診療
8週

精神科
4週

地域医療

4週
麻酔科
4週

緩和ｹｱ+百島

4週 自由選択32週

自由度がとっても高い！



研修ローテション：百島研修について

百島診療所
• 百島までは尾道から船で25分

• 院長：次田 展之 医師

• 次田先生の想い

「水上飛行機で瀬戸内の全ての島を周り診察したい」

→ ヘリコプターや船舶を自ら操縦し、島外へ往診されている.

• 研修２年目には地域医療実習として百島での実習！

笑顔で患者と言葉を交わす次田先生
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■消化器内科 ■腎臓内科 ■呼吸器内科 ■循環器内科

■小児科 ■小児外科

■呼吸器外科 ■消化器外科 ■乳腺外科

■脳神経外科 ■心臓血管外科 ■整形外科

■産婦人科 ■皮膚科 ■泌尿器科

■眼科 ■耳鼻咽喉科 ■放射線科 ■麻酔科

■精神神経科 ■緩和ケア内科 ■救急科 ■病理診断科

• 上記の診療科から自由に選択！

• 直前までローテンション内容の変更可能！

• 自分の選択したい診療科がない場合は 連携病院での研修が可能です！
（広島大学病院・JA廣島総合病院など）

研修ローテション：自由選択について
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当直業務について

研修医が「臨床力」をつける一番の場面、それが当直。

当院の当直では、研修医は必ず上級医と一緒に当直。屋根瓦方式ではありません。

だからこそ余計な不安なく、しっかりとfeedbackを受けながら当直業務を行い、

着実なレベルアップが可能です。

救急処置室

【救急部 実績】(R3年度)

■救急外来対応：12,864件（うち時間外：9,609件）

■１日平均件数：35.2件（うち時間外：26.3件）

■救急車取扱件数：3,691件（うち時間外：2,670件）

第３当直

小児救急

第２当直

Walk-in

第１当直

救急車

【研修医の当直業務】

■”ファーストタッチ” は 研修医

■月５回（それ以上は希望に応じて何度でも）

■当直明け、帰宅OK！
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実際に経験した手技（一部抜粋）

上部消化管内視鏡

内視鏡下生検

腹腔穿刺

胸腔穿刺

胸腔ドレーン挿入

尿道バルーン留置

各種採血 (静脈血、動脈血、血液ｶﾞｽ)

腰椎穿刺

脱臼整復

皮膚生検

気管挿管

胃管挿入

硬膜外・脊椎麻酔

動脈路確保

中心静脈路確保

気管支鏡検査

気管切開

帝王切開

腹腔鏡下胆嚢摘出術

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術

その他多数
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研修医による学術活動 ―尾道から世界へ。

学術活動に対して手厚い支援・指導が受けられるのも当院の特徴です！
21

初期研修医が筆頭著者となった学術論文
2020年 高橋 和希「直腸癌術後の経過観察時に偶然発見された横行結腸間膜Castleman病の１例」（広島医学）

高橋 和希「腹腔鏡下に修復した鈍的外傷による小腸穿孔の1例」（広島医学）

木戸 裕之「胆嚢捻転症の術前診断で単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例」（広島医学）

2021年 安藤 絵莉子「ESBL(extended-spectrum β-lactamase)産生大腸菌による大腿部壊死性軟部組織感染症に対し

迅速なデブリードメントを行い下肢切断を免れた1例」（日本病院総合診療医学会雑誌）

2022年(予定) 岸 泰正 「a case of periosteal chondroma of cervical vertebra incidentally discovered due to weakness

symptoms after a fall」

野上 剛 「保存的加療で軽快した孤立性内臓動脈解離の4症例」（日本救急医学会誌）

初期研修医が筆頭演者となった学会発表
2020年 金井 陽奈「ペムブロリズマブによるMPO-ANCA陽性の肺胞出血の一例」（日本呼吸器学会中国・四国地方会）

安藤 絵莉子「ラジオ波焼灼療法直後の肝腫瘍生検により確定診断に至った肝細胞癌の2例」（日本消化器病学会）

2021年 寺本 知生「心筋逸脱酵素の著明な上昇を認めた急性心不全の1例」（日本内科学会中国地方会）

金井 陽奈「審査腹腔鏡が有用であった結核性腹膜炎2症例」（日本内科学会中国地方会）

岸 泰正 「 SARS-CoV-2抗原検査偽陽性と判断した歯類感染症の1例」（日本救急医学会総会・学術集会）

岸 泰正 「転倒後歩行時の脱力症状を契機に偶発的に発見された頚骨軟骨腫の一例」（中国・四国整形外科学会）

岸 泰正 「Helicobactor pylori除菌治療にて著明に縮小した胃 Inframatory Fibroid Polypの一例」

（日本消化器内視鏡学会中国支部例会 研修医奨励賞）

柴村 奈月「TACE及び集学的治療により低血糖症状の改善を認めた機能性NEN肝転移の1例」

（日本消化器病学会 研修医奨励賞受賞）

片山 大奨「筋弛緩薬を併用し終日腹臥位療法を実施した重症COVID-19感染症の一例」（日本内科学会中国地方会）

2022年(予定) 安部倉 萌「胸痛を主訴に救急搬送された食道固有動脈瘤の破裂による縦隔血腫の１例」（日本病院総合診療医学会）

安部倉 萌「フレイルチェストへの外科的肋骨固定が人工呼吸管理期間の短縮に有用であった

高齢者における多発外傷の1例」 （日本集中治療医学会学術集会）

野上 剛「腹痛・腰背部痛を主訴に救急外来を受診した急性B細胞性リンパ性白血病の一例」（日本病院総合診療医学会）

野上 剛「下腿蜂窩織炎を合併したCOVID-19の1例」（日本内科学会中国地方会）

中川 哲志「肝過誤腫を伴う胆管内乳頭腫瘍（ITNB）に対して尾状葉合併肝左葉切除を施行した一例」

（広島外科会総会・日本臨床外科学会広島支部学術集会）



研修医旅行、あります！

・研修医２学年全員で休みを合わせて旅行へ！

・病院から旅費の補助もあります。

・2021年はコテージを借りてBBQをしました。
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研修医旅行は海外もOK！ 2018年は台湾へ！



仕事も遊びも一生懸命な研修医です！

24
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しまなみ海道とサイクリスト



【内科新患カンファ】

週末に新規入院された患者に関する申し送りの

ためのカンファレンスでの発表は研修医の大事な

仕事です。

限られた時間の中で効率よく、各患者について

発表する必要があり、発表はもちろん要点を押さ

えて思考を整理する訓練にもなります。

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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【新患外来】

内科ローテート中には、健診異常などで

来院された患者さんの問診や診察を行うこと

も研修医の大事なお仕事です。

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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【救急対応】

日中は近隣の病院から内科宛に急患受け入

れの要請があることも。上級医と一緒に救急

対応から治療までを勉強します。



【昼食】

美味しい職員食堂あり！

尾道で一番の尾道ラーメンとの噂も！

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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【気管支鏡検査】

呼吸器内科においては診断のために非常に

重要な検査です。

気管支鏡に限らず、事前に十分な練習と勉

強をしておけば、様々な手技のチャンスがあ

ります。

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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実際に経験した手技（一部抜粋）

上部消化管内視鏡

内視鏡下生検

腹腔穿刺

胸腔穿刺

胸腔ドレーン挿入

尿道バルーン留置

各種採血 (静脈血、動脈血、血液ｶﾞｽ)

腰椎穿刺

脱臼整復

皮膚生検

気管挿管

胃管挿入

硬膜外・脊椎麻酔

動脈路 確保

中心静脈路 確保

気管支鏡検査

気管切開

帝王切開

腹腔鏡下胆嚢摘出術

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術

その他多数
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【当直】

尾道市だけではなく周辺地域の救急医療の

中核である当院には、時間外にも老若男女が

様々な主訴で来院されます。

当直は、手技の習得にも重要な時間です。

時には緊急オペが必要な場合に、研修医が

そのまま助手として入室することも。

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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【勉強会】

半月に一度の勉強会。

上級医に症候別で救急対応を教えてもらいま

す。

研修医同士で症例振り返りをすることも。

研修医の一日（呼吸器内科）

8:00- 内科新患カンファ

9:00- 病棟回診

10:30- 新患外来

12:00- 昼食

13:00- 気管支鏡検査

16:00- 呼吸器カンファ

17:00- 当直

18:00ｰ 勉強会
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処遇

■勤務 月〜金 8：30〜17：00（その他に当直 5回/月）

■給与 支給実績：１年次 約650万円、２年次 約680万円

基本給： １年次 基本給 300,000円/月、賞与 400,000円/年

２年次 基本給 310,000円/月、賞与 500,000円/年

当直手当：宿直 8,000円/回、日直 7,000円/回

（当直時には別途、実働時間分の時間外手当が支払われます。）

住宅手当：家賃の4分の３（自己負担が家賃の1/4相当額となります。）

その他：通勤手当、時間外手当等 支給

■医療費補助 自己負担額 全額還付（年25万円まで）

■休暇 土日祝祭日、年末年始

有給休暇（1年次 11日・2年次 12日）

特別有給休暇：リフレッシュ休暇 (9日)、結婚休暇、忌引休暇など
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募集要項

■募集人数：7名

■応募期間：令和4年7月1日〜7月31日

■採用試験：令和４年８月15日（月）・８月22日（月）

■採用方法：小論文、面接試験

■応募資格：令和5年3月の医師国家試験合格予定者

■採用実績（出身大学）

広島大学、山口大学、島根大学、愛媛大学、

香川大学、高知大学、福岡大学、産業医科大学、

関西医科大学、大阪医科大学、昭和大学、東海大学、

ハンガリー国立ペーチ医科大学 など
35



初期研修後の進路 ― 尾道から全国へ。

36

初期研修終了後の主な進路は

もちろん広島大学の各医局ですが

それ以外にも日本全国の病院へと羽ばたいています。

＜広島大学関連病院以外の進路（過去8年）＞

産業医科大学病院、横浜保土ヶ谷中央病院、

JCHO大阪病院、岡山大学医学部附属病院、

大阪住友病院、静岡県立こども病院

長崎大学医学部付属病院、千葉大学医学部付属病院

長い人生の中の２年間を

初期研修医として

情緒と人情で溢れた街・尾道で

過ごしてみませんか？



病院見学について

• 当院では随時、病院見学を受け入れています。

• 学年不問。

• １日で希望の診療科を２科まで見学していただけます。

• 研修医室で研修医との意見交換もできます。

• 昼食は当院自慢の職員食堂でお好きなものを無料で提供！

• 交通費補助あり！

• 宿泊施設あり！

ぜひ見学に来て

当院自慢のアットホームな雰囲気を、肌で感じてください！

希望者には研修医との
飲み会もあるよ！

37



尾道いいとこ、一度はおいで。

当院は、程良い人数で楽しく、自分らしく研修ができる病院です。
みなさんも「おのそうで研修」考えてみませんか？
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Contacts

JA尾道総合病院
〒722-8508 広島県尾道市平原一丁目10番23号

0848 – 22 – 8111 (代表)

ri.onomichi@hirokouren.or.jp (人事課／臨床研修担当)

臨床研修科

Facebook ページ

Facebookページでは

研修医の日々の様子を

アップしています！

Facebook.com/OnomichiGeneralHospital

病院ホームページ

onomichi-gh.jp


