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─やさしさで寄り添う病院─
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松尾 直人
松尾病院理事長

つさいあ長事理

　2022年6月23日、念願であった新病院の開院を迎えました。

1955年開設以来、半世紀以上に渡り、いわきの医療機関と共

に地域医療に邁進して参りました。脳神経外科、整形外科専門

医の指導のもと、急性期直後より慢性期まで最新設備による

リハビリテーションを軸に据えた医療を提供させて頂いてお

ります。

　近年、高齢者人口の増加などにより医療の効率化がうたわ

れ、各病院の機能分化が進められております。当院は、地域

におけるリハビリ機能を担っております。回復期リハビリ病

棟は365日一日も欠かさず充実したリハビリテーションを患

者様に提供し、以前の生活に支障なく戻れるようお手伝いし

ております。一般病床では、神経難病を含めた多種疾患にわ

たる患者様の全身管理を行い、また療養型病床では、医療の

必要な患者様に、長期に渡る安定した医療を提供させて頂い

ております。さらに新病院には医療後の安心できる介護を提

供する介護医療院を新設しました。

　新病院移転に伴い当院の指針を実現するため、「やさしさで

寄り添う病院」を理念の根幹に掲げ、いわきの医療に貢献で

きるよう日々努力しております。患者様、職員を含めすべて

のいわき市民が安心できる医療を提供する病院を目指してお

ります。
デイケアセンター訪問リハビリテー

ション
グループホーム
まつの実

介護医療院

　医療法人松尾会は、地域の皆様のさまざまなご要望に
お応えするため、多彩な関連施設を展開しています。

一般病床　47床
回復期リハビリテーション病床　49床
療養病床　49床
※個室15室

病 床 数

頭痛外来　脊椎外来専門外来

松尾直人院 長

働きやすい環境で、やさしい医療を提供。

いわきの医療機関と協力し、
地域の皆様に信頼される医療を提供。

患者さんとご家族の声を聞き、寄り添う医療を提供。

やさしさで寄り添う病院 診療科目 内科　神経内科　胃腸内科
外科　整形外科　脳神経外科　泌尿器科
リハビリテーション科　放射線科　歯科

病 院 理 念 病 院 概 要

医療法人松尾会

関 およびサービス連 施 設

昭和30年６月　旧平市大町に松尾病院開院
昭和39年４月　医療法人松尾会設立
昭和49年９月　いわき市平字愛谷町に移転
令和４年６月　いわき市平字新田前に移転

沿 革

令和４年３月末日 竣工
設計：伊藤喜三郎建築研究所　施工：大成建設
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色特の院当 回復期リハビリテーション病棟 49床

　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を中心に、起床
から就寝までの入院生活すべてをリハビリと捉え、でき
る限りご自身の力で生活できるように支援・サポートし
ています。機能訓練と並行して、病棟での動作練習や在
宅におけるホームプログラム指導も行っています。

リハビリテーションチーム

急性期を脱した後、病状が安定し始めた回復期に集中的な
リハビリテーションを受け、低下した能力を再び獲得する
ことを目的とする病棟です。

ADL室

リハ空デッキ（屋外リハビリテーション）

言語聴覚室

作業療法室

理学療法室

リハビリテーション施設

ADL室リハ空デッキ

※ADLとは、Activities of Daily Living（日常生活動作）の略称です。

　最新機器を備えた広いリハビリテーションスペースの
ほか、明るい日差しの下でリハビリテーションできるよ
う屋外に設置された “リハ空デッキ”、自立支援に欠か
せないトイレや入浴などの日常生活動作訓練を行う
“ADL室※” などの施設が充実しています。

　当院は地域に密着した医療を目指しています。他の医
療機関と連携をはかり、継続的な治療が必要な患者様に
対し入院治療、看護・介護ケア、リハビリテーションを
行っています。

　当院の回復期リハビリ病棟では、いわき市の病院に先
駆けて365日リハビリテーションを行っています。他に
も、一般病棟では「急性期リハビリテーション」、療養
病棟においては「維持的リハビリテーション」を中心と
した、患者様に応じた内容で理学療法・作業療法・言語
聴覚療法を行っています。

リハビリテーション１

　当院では、脳神経外科と整形外科の専門医が、看護・
介護・リハビリテーションスタッフと連携して、それぞ
れの患者様に合った治療を行います。回復期は社会復帰
や日々の生活における心配事や不安を抱えている時期で
もあり、チームでの治療を進めていきます。

回復期を支える専門医３

　慢性の頭痛に悩まされている患者様のための専門外来
です。さまざまな頭痛症状に対し、診察・検査・診断・
薬の処方を行います。

頭痛外来４

　摂食嚥下機能が低下すると、誤嚥による肺炎や窒息だ
けでなく低栄養や脱水など全身状態に悪影響を及ぼす原
因となります。当院では、専門分野のプロフェッショナル
が連携をして、患者様の“食べる”をサポートしています。

SUPPORT STAFF
摂食・嚥下障害看護
認定看護師 言語聴覚士 歯科医師管理栄養士

摂食嚥下サポート２
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●Ｘ線　　●ポータブルＸ線　　●ＣＴスキャナ
●エコー　　●胃内視鏡　　●嚥下内視鏡
●Ｃアーム

検査設備

松尾病院へ受診を希望される患者様へ

● 窓口にてお体の状態やかかりつけの病院があるか等、お伺いさせ
て頂きます。その際書類のご記入を頂く場合がございます。

● ほかの病院にかかりつけのある方は紹介状等を持参して頂きます。
● 状態によって当日受診できない場合や、長時間お待ち頂く場合が
ございます。事前にお電話でのご相談もお受けしております。

● 当院は予約診療は行っておりませんので、受付順となります。（体
調や検査内容によっては順番が前後することがございます。）

● 受診の際、保険証をご持参下さい。

初めての方・しばらく診察を受けていない方

総合受付　外来診療待合　診察室　処置室
薬局　検査室　相談室　CT室　一般撮影室
歯科診療室　発熱外来　デイケアセンター

外来・デイケアセンター１Ｆ

リハビリテーション室　ADL室　言語聴覚室
デイルーム　面談室
介護医療院居室　サービスステーション

リハビリテーションセンター・介護医療院２Ｆ

病室　リハ空デッキ（屋外リハビリテーション）
デイルーム　面談室　スタッフステーション

回復期リハビリテーション病棟３Ｆ

病室　デイルーム　面談室　スタッフステーション
療養病棟４Ｆ

病室　デイルーム　面談室　スタッフステーション
一般病棟５Ｆ

会議室　研修室
管理棟６Ｆ

49床
療養病棟

主に慢性期の疾患で、長期にわたって療養を必要とする
患者様に医療と看護・介護を提供する病棟です。

　自宅でのケアに不安があ
る患者様などに対し、長期
的な医療とともに、身体機
能の低下を予防するための
リハビリテーション・看護・
介護を行います。

　検査、手術が必要な患者様、肺炎、腎盂腎炎などの感
染症、高齢者の陥りやすい脱水症など、集中的な治療が
必要な時期（急性期）から症状が少し安定してくる時期
までの患者様を受け入れています。

47床
一般病棟

外科・整形外科および内科の急性期疾患や慢性期疾患が
悪化した患者様の治療を行う病棟です。

　高齢の患者様が多く通院
されており、スタッフは、
患者様とご家族が安心して
地域で生活していけるよう、
業務にあたっています。

内科・脳神経外科・神経内科・整形外科外来などのほかに、
頭痛外来や脊椎外来など特徴的な外来診療もあります。

外来

● 地域連携室　TEL 0246-22-4421

入院・受診のご相談はこちらから

入院の可否判断のため、情報の
聞き取りや必要書類（紹介状等）
の案内を行いますので、当院相
談員までお問い合わせください。

ほかの病院に入院中
または
通院中の方、
かかりつけの病院が
ない方

当院医師、看護師、相談員へ
お申し付け下さい。

当院がかかりつけ
である方
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主に慢性期の疾患で、長期にわたって療養を必要とする
患者様に医療と看護・介護を提供する病棟です。

　自宅でのケアに不安があ
る患者様などに対し、長期
的な医療とともに、身体機
能の低下を予防するための
リハビリテーション・看護・
介護を行います。

　検査、手術が必要な患者様、肺炎、腎盂腎炎などの感
染症、高齢者の陥りやすい脱水症など、集中的な治療が
必要な時期（急性期）から症状が少し安定してくる時期
までの患者様を受け入れています。

47床
一般病棟

外科・整形外科および内科の急性期疾患や慢性期疾患が
悪化した患者様の治療を行う病棟です。

　高齢の患者様が多く通院
されており、スタッフは、
患者様とご家族が安心して
地域で生活していけるよう、
業務にあたっています。

内科・脳神経外科・神経内科・整形外科外来などのほかに、
頭痛外来や脊椎外来など特徴的な外来診療もあります。

外来

● 地域連携室　TEL 0246-22-4421

入院・受診のご相談はこちらから

入院の可否判断のため、情報の
聞き取りや必要書類（紹介状等）
の案内を行いますので、当院相
談員までお問い合わせください。

ほかの病院に入院中
または
通院中の方、
かかりつけの病院が
ない方

当院医師、看護師、相談員へ
お申し付け下さい。

当院がかかりつけ
である方



http://matsuo-iwaki.or.jp/

〒970-8026　福島県いわき市平字新田前２番地の５

TEL 0246-22-4421　FAX 0246-21-3282

松尾病院　いわき

松尾病院
医療法人 松尾会

MATSUO  HOSPITAL

第２、４、５土曜日は休診となります。ご注意下さい。

月曜日～土曜日
午前８:15－12:15（受付は11:30まで）
午後13:15－17:15（受付は16:50まで）

診療時間

交通アクセス
いわき駅

常磐線

夏
井
川

新川

イオン

マルト

コジマ×
ビックカメラ

GS セブン
イレブン

セブン
イレブン

柏屋

郵便局

消防署

LATOV みずほ銀行

77銀行

本町通り

国道399号（旧6号）

鹿
島
街
道

松尾病院
MATSUO  HOSPITAL

新田橋

イオン駐車場

十五町目
新川町

JR常磐線「いわき駅」より徒歩
15分、またはタクシーで４分
敷地内駐車場　27台（無料）
※敷地外にもございます。
敷地内駐輪場　10台（無料）

イオン
立体駐車場

ネモト
内科

松尾病院
MATSUO  HOSPITAL

至 国道399号

松尾病院
医療法人 松尾会

MATSUO  HOSPITAL

─やさしさで寄り添う病院─

※国道399号（旧６号）からは、右折では入れません。
　手前で右折して、裏側より入って頂きます。


