
 

 

・ 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 

基 本 方 針 

た か の 橋 通 信 

医療法人社団 仁鷹会 たかの橋中央病院    広報委員会 

理 念 

入社式を迎えて 

今年は例年になく寒い日が続き、 

4月1日に開花宣言されました。 

翌日の4月2日、仁鷹会は、新しく16名

の方を迎え入社式を挙行しました。 

一人一人が、がんばりますと決意を表明

し、理事長・看護部長より、歓迎の言

葉とともに、社会人としての責任を果た

すよう努力して欲しいと激励されました。 

また、同席した職員に対し、皆で大切に

育てて欲しいと話されました。 

少子高齢化が進む中、医療・介護に求

められる役割や期待は大きくなるばかり

ですが、皆で協力し、担っていく力を感じ

た入社式でした。 

新任医師紹介 

岡山大学大学院医学研究科卒業以来広島市民病院で35年間、一貫して心臓血管外科

に関する仕事を行ってきた専門馬鹿です。しかし、後半の10年間は幹部職員として増改築や

経営改善にも取り組んできましたが、今回定年退職いたしました。 

過って妻がたかの橋中央病院の健診部門でお世話になっていた関係で、特に何が出来るとい

うことでもありませんが週に一日、水曜日に働かせて頂くことにいたしました。最初は長年にわ

たって市民病院で診療してきた患者さまの受け皿として術後の健康管理に当たりたいと思って

いますが、循環器に関係する患者さまで問題があれば一報ください。特に、情報化社会のも

と、高齢化、合併症を有する重症化に対する治療法の選択など、これまでの経験をふまえて

相談させていただきます。どうぞよろしく御願いいたします。 
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た か の 橋 通 信 

4月より泌尿器科に再赴任しました井上と申します。平成元年に広島大学泌尿器科入局

し、15年間広島大学病院をはじめ広島での医療に携わり、たかの橋中央病院でも平成6年

より2年間勤務しておりました。平成15年からは宮崎大学医学部泌尿器科へ移動し、一般

的泌尿器科疾患はもとより神経疾患や加齢に伴った排尿困難、尿失禁や間質性膀胱炎

などの排尿障害を専門に臨床経験を積んでまいりました。排尿にかかわる問題は泌尿器科

に受診されていない方、とりわけ在宅医療の場でも大きな課題で、それに対する医療の実践

には泌尿器科医以外にも多岐にわたるコメディカル専門職との連携が重要と感じており、多

職種との連携の実践にも今後チャレンジしたいと思っています。もちろん、たかの橋中央病院

では尿路結石患者さまをはじめ数多くの患者さまが受診されており、その治療にも精一杯取

り組むつもりです。泌尿器科疾患、特に排尿に関することで悩まれている方は気軽にご相談

下さい。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

4月より呼吸器内科の非常勤医師として毎週金曜日の午後外来を担当させていただくことに

なりました。浜井と申します。平成15年に広島大学を卒業し、大学病院で2年間研修した

後、安佐市民病院呼吸器内科に3年5ヶ月勤務しました。その後大学院に入学しましたが、

平成22年より2年間県立広島病院臨床腫瘍科で腫瘍内科医として勤務し、平成24年4月

からは大学院に復学しています。呼吸器内科の専門医は取得していますが、呼吸器内科

医として勤務するのは実質2年ぶりであり、緊張の日々を過ごしています。 

不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

内科 池永 寛樹 

内科 麻奥 良子 

内科 浜井 宏介 

内科 平田 学 

泌尿器科  

井上 勝己 

H24年4月に赴任致しました内科の麻奥良子です。内科外来での診療を中心に勤務させて

いただいております。気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰを中心とした内科疾患が持ち領域です。 

また最近は東洋医学のよさを再認識し、漢方薬を併用した医療を行っています。 

明るく元気な内科となるよう尽力致しますのでよろしくお願い致します。 

本年4月より内科に着任いたしました平田と申します。 

平成1年に卒業し、主に消化器疾患を中心に診療をして参りました。 

患者さまにできるだけわかり易く説明するように日々努力をしております。 

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

初めまして。この度平成24年4月に赴任してきました池永といいます。 

これまでJA尾道総合病院で臨床研修医として勤務し、広島市民病院で5年間勤務してき

ました。専門は循環器内科です。主に水曜日の午前に心エコーを中心として診療させていた

だきます。拙い診療でご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが、一生懸命診療いたしま

すのでよろしくお願い致します。 



 

 

平成 23 年度入院患者さまアンケート調査結果  

た か の 橋 通 信 

新緑のまぶしい季節になりました。外で過ごすのにも気持ちのいい気候ですね。 

新しい先生や職員を迎え、たかの橋中央病院にもフレッシュな風が吹いています。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。                                福利厚生・広報 菅原・井上 

 編 集 後 記 

当院では平成23年12月～24年1月の期間、入院患者さまを対象に貴重な意見を伺い、 

当院の提供する医療サービスなどが適切であるかを検討するためにアンケートを実施しました。 

その結果、以下の様なご意見をいただきましたので一部紹介させていただきます。 

 

〈病棟に対するご意見〉 

ナースステーションの話し声がうるさくて眠れなかったことがある 

機械の扱い方が雑な事があり不快になった 

環境面ではトイレ、風呂、手洗い場が汚いので気持ちの良いものではなかった 

 

〈回答、対策〉 

ナースステーションの話し声については 

患者さまの休養を妨げたことを反省し注意していきます 

器具などの取り扱いも 

患者さまの視線が常に有ることを自覚して行うようにしていきます 

環境面は、気づいたときに各自が環境整備をする意識を持つようにします 

 

職員一同は常に患者さまの立場に立ち、 

気持ちよく入院生活を送れるように日々努力してまいります。 

内科 石垣 尚志 

外科 佐伯 吉弘 

はじめまして、2012年4月に赴任いたしました石垣と申します。広島出身です。 

広島大学病院で初期研修を行った後、2年間ほど済生会呉病院に勤務しました。 

現在は主として広島大学病院の消化器・代謝内科に所属し、消化器のなかでも胆膵系の

臨床や研究を中心に活動しています。 

内視鏡検査と超音波検査を担当させていただきますので、よろしくお願いします。 

4月から勤務することになりました佐伯と申します。これまで中国労災病院、ＪＡ尾道総合病

院、広島大学病院、土谷総合病院、因島医師会病院と勤務し一般外科・透析医療など

に携わってきました。本年度4月より広島大学大学院で膵癌に関わる癌免疫の研究を開始

しています。月・火曜日と週2日の勤務ですが、お役に立てればと思います。 

宜しくお願いします。 



 

 

広島市中区国泰寺町2-4-16  TEL082-242-1515 

URL http:/www.jinyoukai.or.jp/ 

外来診察担当医表 

た か の 橋 通 信 

診療科   月 火 水 木 金 土 

耳鼻咽喉科 午前 院長 院長 院長 院長 院長 院長 

 午後 院長 院長 院長  院長 手術  

泌尿器科 
午前  

 林/井上 林/井上/岡 林/井上/岡 林/井上 林/井上 林/井上/岡 

 
排尿障害外来      

10：00～12：00 

井上 

 

午後  
 林/井上 林/井上/岡 

手術  
林/井上 

 
 

排尿障害外来  
15：00～17：00 

井上  

外科 午前  佐伯 手術/佐伯 森本 森本 森本  

 午後  手術/佐伯 佐伯 森本  手術/森本  

血管外科 午前  春田 手術     春田  

 午後  手術 手術 春田  手術  

乳腺外来 
午前       

片岡 

（第1週以外） 

舛本（第1週） 

内科 

午前 

１診  保澤（糖尿）  大庭 麻奥 保澤（糖尿）  

 ２診 麻奥 小泊 大森 小泊 麻奥 大森 

 ３診 平田 中村 平田 平田 中村 中村 

 循環器外来   池永    

 

午後 

１診   田妻（胆石） 大庭 

  

  

   ２診 小泊 小泊 麻奥 浜井 

 ３診  （中村） （平田） 中村 平田 

整形外科 午前 久保田  久保田 久保田 久保田 下瀬 

 午後 久保田 久保 久保田   久保田   

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 

皮膚科 午前 安永  安永  安永  

脳神経外科 午前       秋光   橋詰 

（ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ治療） 午後   秋光 秋光   秋光    

※泌尿器科においては、一部予約制となっています。排尿障害外来は予約制となっています。 

※脳神経外科においては、ガンマナイフ治療のため紹介患者のみの外来となっています。 

※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。 

               診療時間  

平日 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで） 

 ※ 火曜日、整形外科午前休診 

 ※ 火曜日、10：00～12：30歯科口腔外科腫瘍外来 

 ※ 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 

 ※ 歯科口腔外科は受付12：30まで 

 ※ 外科午前休診 

午後             休診  

   ９：００～１３：３０ （受付８：３０～１３：３０まで） 


