
 

 

 

 

病院理念 「城山病院は患者さまのために存在します」 

http://www.shiroyama-hsp.or.jp/ 

城山病院 広報誌 医療法人 春秋会 
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訪問看護ステーション内 訪問看護ステーション入口 担当職員 

 毎週月曜日の朝から相談苦情会議を行っています。その中で患者様から意見箱 

の設置を要望するお問い合わせを多数頂いておりました。意見箱を設置する事で 

患者様の病院に対する意見や感想や苦情等を伺い、患者様へのサービス向上を目 

指すと共に、職員への患者サービス意識を強化する目的で設置する運びとなりま 

した。意見箱に投函された意見用紙は毎日回収し、内容を確認、仕訳を行い該当 

部署へ院内メールで報告させて頂いてます。該当部署より1週間以内に回答を受け

取り、その後「患者様の声」としてエントランスホールにあるホワイトボードに 

掲示させて頂いてます。頂いた内容は、各部署の患者様への接遇についてや、診

療、会計の待ち時間に対する御意見等の抗議、苦情、不満を頂いていますが、初めて入院生活された方より先生や看護

師、リハビリの方に親切にして頂いたと感謝の言葉もあります。今後もより良い城山病院となるようスタッフ一同努め

ていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

医療法人春秋会 城山病院訪問看護ステーション・ケアプランセンター開設 意見箱の設置 ガンマナイフについて 

城山病院の移転後10年 城山ニューロフォーラム開催 新入職Drのご紹介 平成29年度新入職 

所長 北川 淑江 

 平成29年5月1日（月）に、「城山病院訪問看護ステーション」並びに「城山病院ケアプランセンター」を開設する運び

となりました。これからの超高齢化社会のニーズに合わせ、急性期病院での治療を終えられた患者様に、医療から在宅看

護・リハビリが連携したサービス提供を行う事ができる様になります。地域の皆様が住み慣れた自宅で暮らし続けたいと

いう思いにこれまで以上にお応えしていきたいと考えております。 

 担当する訪問看護師、理学療法士は、急性期で培った観察力を活かし「やすらぎと笑顔のある在宅療養生活を支援しま

す。」という理念に基づき精一杯、患者様のお力になりたいと思っております。皆様におかれまして、何卒ご支援、ご鞭

撻を承ります様よろしくお願い申し上げます。 

      
   住所：大阪府羽曳野市はびきの2丁目8番3号  TEL：072-958-1000 FAX：072-958-1171 

   営業日：月曜日～金曜日 祝日、12月30日～1月3日までを除く 

 営業時間： 8:30～17:00   サービス提供時間 9:00～17:00  

 URL:http://www.shiroyama-hsp.or.jp/houkan/    E-mail：info@shiroyama-houkan.jp 



 

 

 昨年のガンマナイフ治療は228件で、その多くは転移性脳腫瘍です。先述のようにガンマ 

 ナイフは脳の深部に届くだけでなく、転移する腫瘍に繰り返し照射できるからです。 

 他医療施設の癌患者さんが脳に転移した場合、当院のガンマナイフ治療を受けに来られる 

 ケースも多いです。また、聴神経腫瘍の治療もガンマナイフが第1の選択になります。正常 

 神経に影響しないため、合併症（顔面麻痺や聴覚障害等）がほとんどありません。更に三 

 叉神経痛へのガンマナイフ治療は昨年、保険適用になり、高齢者、再発された方の受診が 

 増えています。 

                                  

◆ ガンマナイフとは 

 1968年にスウェ―デンのカロリンス大学脳神経科、レクセル教授によって開発されました。日 

本では1991年から臨床応用され、当院では1997年から治療を開始しています。放射線の中でも深 

部まで届きやすいガンマ線の細かいビームをレンズの焦点のように集めて病巣部のみに集中照射 

する治療法です。照射の誤差は±0.5㎜ と高精度なので、重要な組織が密集している頭蓋内でも 

正常な組織にほとんど影響を与えず、まるでナイフのように鋭く治療ができるため「ガンマナイ

フ」と名付けられました。病巣が脳の深部にあり、手術が困難な場合や開頭手術後の残存病変の 

治療にも適しています。近年は他の放射線を使った治療法も行われるようになりましたが、これ

らは深部の病巣に届くまでの減衰率が高く、正常組織に影響を与える可能性も高いことから繰り

返し治療ができません。その点、ピンポイントで繰り返し照射できるガンマナイフの方が優れて

いる点が多いです。今回導入した新機種は、治療時間が短くなり、患者さんはベッドに寝たまま

体ごと移動するため、頸部への負担が軽減されました。 

 

◆ 適応疾患 

◆ 治療手順 

 当院では2泊3日で治療を行っています。1日目は術前検査を受けていただき、2日目に治療を行います。午前中に頭部に

フレームを装着しCT、MRI、脳血管撮影等を行い、その検査結果から病変部位と照射部位の位置を決め、コンピューターに

より放射線の照射線量や照射時間の決定を行います。フレームは座標目盛り付きの金属フレームで、4本のスクリューで固

定しますが、局所麻酔をしますので、患者さんの9割の方は「思っていたより痛くなかった」とおっしゃいます。午後から

治療が始まります。ベッドが移動し頭部が装置に入り、ガンマ線1回の照射は約10〜15分間、病巣の位置や形状により数度

繰り返して照射しますが、照射時間は平均2時間程度です。治療終了後、翌日退院となります。「こんな場合はガンマナイ

フ治療は受けられますか？」等の質問については、お気軽に脳・脊髄・神経センターの外来でお聞きください。 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1診 - ★村尾 近藤 - 盛岡 - - - 近藤 -

2診 島野 - 島野 - ★住岡 - 安田 - 三輪 -

3診 盛岡 - 井上 ★三宅 井上 - 三輪 - 髙井 -

5診 -
★中野

（神経内科）

★今井
（神経内科）

★今井
（神経内科）

- -
★三宅
（受付

11：00迄）

-
★真屋

（神経内科）
-

金曜月曜 火曜 水曜 木曜

※曜日によって受付時間が異なる場合がありますのでご注意ください。 

※真屋医師の診察受付時間は、第2・4週目のみ11：00迄です。 

※赤字は女性医師 
 

★→予約のみの診察となります。 

受付時間：月～金曜日／午前 8：30～12：00   

診療時間：月～金曜日／午前 9：30～12：30 

            

脳神経外科 

副センター長 

ガンマナイフ室 室長 

◆ 脳・脊椎・神経センター外来担当表 



 

 

 

城山病院の移転後10年 

シリーズ⑤ 救急搬送受入件数について 

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

救急搬送

受入件数 
4,498件 3,960件 4,030件 4,333件 5,316件 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

救急搬送

受入件数 
4,988件 4,752件 4,760件 4,720件 4,639件 

  

 

 平成29年3月9日(木)に当院の3階カンファレンスホール 

 にて「城山ニューロフォーラム」が開催されました。 

 本会は、城山病院の脳・脊髄・神経センターと地域の先生 

 方との連携強化、最新の診療技術に関する情報提供を目的 

 に開催しております。 

 今回は「てんかん治療」に主眼を置き、関西医科大学神 

 経内科学講座の三宅 浩介先生と、独立行政法人国立病院 

 機構奈良医療センター院長の星田 徹先生より講演を頂きました。 

   三宅先生からは、「脳卒中と抗てんかん薬」をテーマに、脳卒中後のてんかんの病態 

  と直近の城山病院におけるデータもふまえた現状を解説されました。複数の薬剤を併用 

  される病態であることから、薬剤個々の選択だけでなく相互作用も視野に入れた治療の 

  組み立てについて臨床に即応用できるノウハウを共有頂きました。 

 

 星田先生からは、「てんかん発作とその対応について 

～新規抗てんかん薬の位置づけ～」をテーマに、てんかん

診療に携わる全ての医療者が知っておくべき考え方につい

て、実際の症例ビデオを見ながら丁寧に解説されました。

発作時の対応については環境要因による予測から危険回避

まで非常に実践的な内容で、熱のこもった講義となりまし

た。薬物管理においても、服薬指導や副作用の把握から、 

新薬の使用経験まで多くの臨床経験に基づいた情報を教えて頂くことができました。 

 今後も、地域の脳・脊髄・神経疾患の核を担う病院として、連携施設やコメディカル 

も含めた診療のレベルアップに繋がる活動を継続し、地域医療の発展を通じて患者様に 

貢献していきます。 

奈良医療センター院長 

星田 徹先生 

関西医科大学  

神経内科学講座 

三宅 浩介先生 

 城山病院は平成18年に現在の場所に移転してから 

10年を迎えました。この10年の成長をご覧ください。  
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〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

患者サポート部 地域医療連携室 

福祉医療相談員（ＭＳＷ） 
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜関連病院・施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

脳神経外科 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚科

心臓血管外科 乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平田
ひ ら た

 好正
よしまさ

医師 澤村
さわむら

 尚
ひさし

医師 

 平成29年度4月、新たに消化器内科2名、

形成外科1名、循環器科1名、整形外科2名、 

臨床研修医1名の医師が着任いたしました。 

本紙をもってご紹介させて頂きます。 

 

 山中
やまなか

 祐輝
ゆ う き

医師 

横田
よ こ た

 悠太
ゆ う た

医師 

和田
わ だ

 浩伺
ひ ろ し

医師 

平井
ひ ら い

 佳宏
よしひろ

医師 

杉島
すぎしま

 慎太郎
しんたろう

医師 

 平成29年度、城山病院には計66名の新しい力が加わり

ました。これからの活躍にどうぞご期待下さい。 

・形成外科 

・4月から赴任した形成外科の澤村 尚 

  です。誠心誠意に努めてまいります 

  ので、よろしくお願いします。 

・消化器内科 

・がんは早期発見、早期治療で完治  

  可能です。是非、胃カメラを！！ 

・循環器科 

・地域に根ざした医療を目指します。 

  何卒よろしくお願い致します。 

・整形外科 

・4月から赴任しました和田と申しま 

  す。気軽にご相談下さい。 

・整形外科 

・何でも気兼ねなく相談して下さい。 

・消化器内科 

・どうぞよろしくお願いします。 

・臨床研修医 

・城山病院では急性期医療を提供して 

  いる病院ですので、自分の様子がお 

  かしいと感じたらすぐお越し下さい。 

宜しく 

お願いします 


