
 

 

 4月1日付で病院長に就任しました。

長年広島市民病院で心臓血管外科

を専門として担当し、最後の４年間は

病院長として働き、定年退職後は呉

共済病院顧問、広島シーサイド病院

長を経験して来ました。当院には市民

病院定年退職以来非常勤として１週

間に一日だけ外来診療を手伝ってき

ました。病院を外から見た経験を活か

し、病院スタッフ一丸となって地域住

民に選んでいただける病院になれるよ

う努力していきます。皆さんのご協力を

お願いいたします。 

 ４月１日付けで事務長に就任いたしました。これまで県職員として、

総務局、地域政策局、環境県民局、健康福祉局、商工労働局、

土木建築局、県議会、公安委員会と多様な職務について参りまし

たが、この度、「たかの橋中央病院」にお世話になることとなりました。 

 病院の運営に携わるのは初めてで、また、新たな経験となります

が、1日も早く現場を知り、患者さんや医師を始めとする職員の皆様

のお役に立てるよう努力していきたいと思います。 

気持ちを新たに、県での経験を生かしながら、事務方として病院経

営を支え、職場環境の向上に努めてゆきたいと考えております。 

 どうぞよろしくお願いします。   

新 事 務 長 挨 拶 

新 病 院 長 挨 拶 

たかの橋中央病院に新病院長が就任致しました 

・ 患者さまの権利を守ることを第一とする 

・ 患者さまとのコミュニケーションを大切にする 

・ 常に医療倫理の元に行動する 

・ 医療安全管理の基本を怠らない 

・ 良い接遇は良い医療を生み出すことを銘記する 

 ・ 良質で心温まる医療 

 ・ 奉仕の精神 

 ・ 研鑽と謙虚 
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   2000年1月当施設にガンマナイフセンターが開設され、17年が経過いたしました。ガンマナイフ治療は病変に

集中的にガンマ線を照射する放射線治療です。これまでに6000例以上の脳腫瘍、脳動静脈奇形等の治療を

行っています。頭部をピン固定して行うガンマナイフ治療は照射精度の高さを最大の特徴とする定位放射線手

術（Stereotactic Radio Surgery：SRS）です。2000年に導入されたガンマナイフ治療装置はBタイプと呼ばれ

るもので、照射位置をマニュアルで操作するタイプでした。2006年にAPS（オートマティック・ポジショニング・システ

ム：自動位置合わせ装置）が装着された４C（フォーシー）タイプにバージョンアップをすることで、短い治療時間で

より精度の高い治療を行うことが可能となりました。しかし、機械も、それを取り扱う医療者も経年劣化してきて

おり、この度更にオートメーション化されたガンマナイフ治療装置 Icon（アイコン）の導入を行うこととなりました。 

 新機種Iconの特徴は、高精度な放射線治療装置に必要な治療部位確認のためのコーンビームCTが機械に

直接取り付けられたことです。治療前のMRI画像を基に立てた治療計画に、そのコーンビームCTで撮影した患

者の体位の情報を治療計画装置にフィードバックさせて、実際の治療位置に補正し照射できるようになりまし

た。また、赤外線による監視システムで患者の身体の動きをリアルタイムでトラッキングすることができ、患者が動

いた場合には即座に治療を中止し安全を確保することができます。 

 また、マスク固定システムを導入することで、頭部をピン固定することなく、これまで制限のあった大きな病変やリ

スクが高い部位での治療も赤外線監視システムを使用し分割照射を行うことができ、定位放射線治療

（Stereotactic Radio Therapy：SRT）が可能となりました。通常の1日での治療(SRS)では基本的にピン固

定で行いますが、患者の希望によりマスク固定による治療も選択できます。 

 APSは頭部のフレームの位置座標を自動で合わせる装置でしたが、 Iconはベッド全体が可動して位置座標を

変えるPPS（ペイシェント・ポジショニング・システム）となり、患者は一度セットされた体位を変えることなく、多発

性に病変があっても1回のセッションですべての病変の高精度照射を行えます。身体への負担がさらに軽減され

ており、快適な治療を提供することができます。 

 つきましてはIcon入れ替え工事に伴い、ガンマナイフ治療を下記の期間一時中断させていただきます。大変ご

迷惑をおかけしますが、2017年7月24日より新規ガンマナイフ治療機 Iconにて速やかに治療ができるよう精進致

しますのでご容赦下さい。 

                                             ガンマナイフセンター 秋光知英 

ガンマナイフ治療装置新規導入のお知らせ 
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脳内疾患のための高精度定位放射線治療装置 

ガンマナイフ Icon(アイコン)の特徴 

コーンビームCTを搭載 
高精度な放射線治療装置に必要な治

療部位の確認をコーンビームCTで行い、

治療計画装置にフィードバック 

位置を補正し照射を行う 

マスク固定システムの導入 

 ピン固定フレームが不要 

 分割照射に対応  
 ・比較的大きな病変 

 ・リスクの高い部位の治療 

患者監視システムを搭載 

赤外線により患者の身体の動きをリアル

タイムでトラッキングすることができる 

患者が動いた場合には即座に治療を中

止し、安全を確保 

 追記：脳腫瘍、脳動静脈奇形の治療以外に、外科手術が困難な高齢の方への

「薬物療法による疼痛管理が困難な三叉神経痛に対するガンマナイフ治療」が

2015年7月に保険適用となりました。  

入社式を終えて 

 4月3日、仁鷹会は、新しく14名（たかの橋中央病院 8名、陽だ

まり 6名）の方を迎え入社式を行いました。理事長、新病院長、

看護部長より、歓迎の言葉とともに、医療安全に対する心構えに

ついてのお話がありました。また、新入社員も緊張感をもって配属

部署で笑顔で頑張っていく決意を表明されました。高齢化社会を

迎え、医療・介護に求められる役割や期待はどんどん大きくなりま

す。新たな戦力を得、更なる社会貢献に向けて奉仕の精神を持

ち、医療技術を謙虚に研鑽し、良質で心温まる医療を展開してい

きましょう。 
歓迎会 



 

 

外来診察担当医表 

診療科   月 火 水 木 金 土 

耳鼻咽喉科 午前 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 

 午後 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹）  林（鷹） 手術  

泌尿器科 
午前  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 （林睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 
（林睦）/井上/

岡 

    手術 手術   

 

午後  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 

手術  

林（睦）/井上/岡 

  排尿障害 

尿失禁外来 
 

15：00～17：00 

井上 
15：00～17：00 

井上 

外科 午前  河内 手術/広大   河内  

 午後  手術/河内  広大病院  手術/河内  

血管外科 午前  春田 手術   硬化療法 春田  

 午後  手術  春田  手術  

乳腺外来 
※完全予約制 午前       片岡 

内科 

午前 

１診  保澤（糖尿）  大庭 麻奥 保澤（糖尿） （石井）

 ２診 麻奥 小泊 阪田 小泊 麻奥 阪田 

 ３診 盛生 中村 西田  中村 中村 

 循環器外来   北川    

 

午後 

１診   田妻（胆石） 大庭 

  

 保澤（糖尿） 

   ２診 阪田 阪田 麻奥 阪田 

 ３診  （中村）  中村  

整形外科 午前 久保田/手術 瀬分 久保田 久保田 久保田/手術 山崎 

 午後 久保田 瀬分 久保田 手術  瀬分   

歯科口腔外科 
午前 吉賀 

9：00吉賀 
10：00～12：30 

腫瘍外来 
吉賀 吉賀 吉賀 吉賀 

 午後 手術 
全身麻酔 

手術 
手術  手術 

全身麻酔 

手術 

脳神経外科 午前 秋光  秋光（橋詰）  秋光（橋詰） 秋光  秋光（橋詰） 橋詰 

 午後   秋光（橋詰）  秋光（橋詰）   秋光（橋詰）   

皮膚科 午前 江草   江草    

※脳神経外科においては、紹介患者のみの予約外来となっています。        田妻Dr  第1（火） 16：00～18：00 

※乳腺外来・歯科口腔外科外来につきましては、要予約となっています。             他（火）  14：30～ 

※血管外科の硬化療法は要予約となっています。                    

※泌尿器科の林（睦）医師の土曜日の診察は、第4土曜日のみとなります。 

  また、第4木曜日は休診となりますので、ご注意ください。 

               診療時間  

平日 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 水曜日、泌尿器科は受付12：00まで 

午後  １４：３０～１８：００ （受付１８：００まで）  ※ 水曜日、泌尿器科午後休診 

木曜 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 泌尿器科は受付12：00まで 

午後             休診  

土曜 
午前    ９：００～１３：３０ （受付８：３０～１３：３０まで） 

 ※ 歯科口腔外科は受付12：30まで 

 ※ 外科午前休診 

午後             休診  
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