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■ ブリランテスプリングコンサート　～ピアノトリオの饗宴～
■ 下垂体腫瘍
■ 医療保険・介護保険の同時改定　～介護老人保健施設の立ち位置～

■ 新入職員を迎えました
■ 退任の挨拶
■ 新任医師紹介
■ 学術活動1月～3月

当院ではWiFi 無料インターネット接続サービスがご利用いただけます。ご希望の方は受付までお問い合わせください。

《基本方針》
1 脳の専門病院として24時間、常に質の高い医療を提供します。
2 患者さんの権利を尊重します。
3 患者さんの安全と安心を確保し、医療事故の予防と対策に努めます。
4 急性期から慢性期、在宅までの地域の関連機関と連携を強化します。
5 翠清会の職員である誇りを持ち、プロとしての実力を高め、チーム医療に貢献します。

《病院理念》
Patient First　「患者さん第一」
ファースト・オピニオン（First Opinion）を提示でき、
セカンド・オピニオン（Second Opinion）を求められる病院に！

翠清会梶川病院
TEL：082-249-6411  FAX：082-244-7190
〒730-0053 広島市中区東千田町1丁目1-23
http://www.suiseikai.jp

1月6日　第１回AKI脳血管内治療セミナー　
小開頭直接穿刺法により治療した硬膜動静脈瘻の3例　脳神経外科医長　蛯子裕輔

1月16日　めいぷる技塾定例勉強会　
ASLによる脳灌流画像　放射線部　井口拓海

1月18日　hitoto広島まなぶあそぶキャンパス　
頭部外傷の話　脳神経外科医長　蛯子裕輔

1月21日　日台シンポジウム　
日本のチーム医療（多職種連携）　脳神経内科医長　中森正博

1月21日　認知症対応力向上講習会　
臨床検査部　西野真佐美　司会

1月23日　第６回認知症クリニカルネットワーク　脳神経内科部長　今村栄次　座長

2月4日　認知症対応力向上講習会　臨床検査部　西野真佐美　司会

2月18日　第43回広島県病院学会
当院におけるcold Xe CTとDynamic Susceptibility Contrast MRIの比較検討　放射線部　佐々木大樹
回復期リハビリテーション病棟における鬱の検討　看護部　松田健司

2月24日　平成２９年度認定認知症領域検査技師日臨技指定講習会
アルツハイマー型認知症早期発見のための神経心理学的検査の実際　臨床検査部　西野真佐美

3月3日　第35回広島県医学検査学会　
認定認知症領域検査技師の役割とかかわり方　臨床検査部　西野真佐美

3月15－18日　第43回日本脳卒中学会学術集会
急性期血栓回収療法において遠位塞栓を生じた症例の検討　
副院長・血管内治療部長　須山嘉雄
歯周病菌血清IgG抗体価は脳出血患者の3ヶ月転帰を予測する　脳神経内科医長　中森正博
脳卒中急性期における舌圧測定と嚥下造影検査の検討　看護部　船井美香
当院における回復期脳卒中患者の回復期病棟入棟時Berg balance scaleと退院時ADL自立度の関係
リハビリ部　崎田元紀

3月21日　ISLS中部コースー特別講演ー
当院における急性期脳卒中治療の現状　副院長・血管内治療部長　須山嘉雄

翠清会ニュース

編集委員：今村・山﨑・松岡・黒瀬・清水・吉岡智・深井・大歳・藤本

　広島大学本部跡地に「知の拠点」再生プロジェクトとして誕生した新しい街 “hitoto 広島” は、「人生を、そして広島
を豊かにする学べる遊びがあふれる街づくり」をコンセプトとしています。
　私ども翠清会もこのコンセプトに賛同し、当病院 2階のブリランテホールにおいて医療、福祉、介護関連の講演、会議、
セミナーなど様々な学術集会を行なって参りましたが、今回、新たな試みとして、クラシックコンサートを開催いたしま
した。
　3 月 17 日、18 日両日、東京や国内外でご活躍の気鋭の若手の音楽
家の方々にお越しいただき、ピアノ三重奏を中心にスプリングコンサート
を開催することができました。ブリランテ（brillante）とは「輝かしい」
という意味の音楽用語ですが、両日の演奏会はまさにブリランテなもの
でした。広島市内外からたくさんの音楽愛好家の方々に御来場いただき、
春のひと時、クラシック音楽を楽しんでいただいたことと自負しています。
　病院で演奏会が行われるスタイルは、日本でも最近少しずつ普及して
きましたが、欧米ではボランティアや広い意味での音楽療法として、古く
からさかんに行われています。今後も、ブリランテホールでの様々な催し
や音楽会を “hitoto 広島” の文化活動の一環として継続して参りたいと思
っております。大きなホールとはひと味違う、演奏者の息づかいが伝わ
るサロン風の空間で、楽器本来の音の響きをご堪能いただき、クラシッ
ク音楽をより身近に感じていただける場として親しんでいただければ幸甚
に存じます。

医療法人翠清会　理事長　若林伸一

職員の愛犬紹介
まるちゃん

　平成30年4月 2日に入社式を行い、医師2名、薬剤師2名、看護師7名、準看
護師2名、診療放射線技師1名、理学療法士1名、作業療法士1名、言語聴覚士1名、
社会福祉士1名、診療情報管理士1名、医局秘書3名、保健師(包括)1名の計23
名が入職いたしました。
　皆様どうぞよろしくお願いいたします。

新入職員を迎えました

退任の挨拶

脳神経内科医長　前谷勇太

　四月より赴任いたしました。私の幼い頃から「頭は梶川！」
とまわりの大人は言っていました。今でもそれは変わらない
のではと思います。広島の一市民
として、そして当院の一員として、
皆様のご健康をサポートさせてくだ
さい。

脳神経内科　林　有紀

　はじめまして。今回４月から梶川病院で勤務することになりました脳神経内科の
立山佳祐 ( タチヤマケイスケ ) と申します。医師６年目となります。出身は福岡県
でありますが、出身大学は広島大学で、医師３年目より再び
広島県で働いております。脳卒中含めた脳神経疾患の中核
を担う梶川病院で働かせていただけることを大変うれしく思
います。少しでも皆様のお力になれますよう頑張りたいと思
いますのでよろしくお願いいたします。

脳神経内科　立山佳祐

新任医師紹介

 　この度、3月末をもちまして退職することとなりました。脳神経内科医として平成27年4月から2年間
勤務させていただきました。何かと至らぬ私でしたが、救急、外来でも多くの患者さんと関わらせていた
だき、大変貴重な経験をさせていただきました。当院で学んだことを今後の診療に生かしていきたいと思
います。これからも皆様のご健康、ご活躍をお祈り申し上げます。
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～ピアノトリオの響宴～～ピアノトリオの響宴～



　脳の中心にある小さな器官で、その主な役割はホルモンを産
生することです（図参照）。
　下垂体の重量は 0.6g 程度で、脳全体の 0.1% 以下の大きさ
です。下垂体が産生するホルモンには成長ホルモン、副腎皮質
刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、性腺刺激ホルモンなどが
あり、体の成長、血圧の維持、抗ストレス作用、性周期の調整
など多岐に渡る重要な機能を司っています。下垂体は小さいな
がら重要な器官であることが伺えます。

脳神経外科医長　金子 聡

下 垂 体 腫 瘍
下垂体とは？

　下垂体部にできる腫瘍には下垂体腺腫、ラトケ嚢胞、頭蓋咽頭腫などがありますが、最も多いのが下垂体腺
腫です。下垂体腺腫の年間発生頻度は原発性脳腫瘍全体の 20%程度と言われています（脳腫瘍全国集計調査）。

疫　学

　下垂体のすぐ近くには左右の視神経が合流する部分（視交叉といいます）があります。下垂体腫瘍が大きくな
ると視交叉を圧迫し、両方の視野の外側（耳側）が欠ける特徴的な視野欠損が起こります。
　また、大きくなった下垂体腫瘍が正常な下垂体を圧迫することで、下垂体の機能が低下し、様々な症状を起こ
すことがあります。具体的には、易疲労感、体重増加、乳汁分泌、性周期の乱れなどの症状がみられます。
稀に下垂体腺腫内に出血を起こし、激しい頭痛やめまいといった急性の症状を起こすことがあります。これを下垂
体卒中といいます。

症　状

　下垂体腫瘍の外科治療の最大の特徴は、その解剖学的位置を利用して
行われる、経鼻的内視鏡手術です（図参照）。
　歴史的には、下垂体腫瘍も以前は他の脳腫瘍と同様に開頭手術が行
われてきました。1960年代に Hardy らが顕微鏡を用いて鼻孔から腫瘍を
摘出する方法を行い、さらに内視鏡と呼ばれる機械が導入され、現在の
ような安定した手術法が確立されていきました。

　開頭手術と異なり術後に外側から見える創が頭に出来ないので、喜ば
れる患者さんも多いかと思われます。

治　療

医療保険・介護保険の同時改定

～介護老人保健施設の立ち位置～
介護老人保健施設ひばり　施設長　梶川咸子

　平成 30 年 4月に医療保険、介護保険の 6年ぶりの同時改定がありました。

　今回の同時改訂に先立ち、昨年（平成 29年 6月2日公布）介護保険法が改正され、「介護老人保健施設とは、
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必要
とする者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」となり、平成 30 年 4 月からの実施となった
次第です。

　介護保険（介護保険法）の入所施設には、1）リハビリ機能、看護、医療機能を有し、在宅復帰支援を主
目的とする介護老人保健施設、2）生活支援・生活施設を主目的とする介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
のほか、新年度から新たに 3）長期療養・生活施設として制定された介護医療院があります。これは、従来
の介護療養型病床と医療療養型病床等が転換（6年の猶予期間）する施設です。
　医療法人翠清会　介護老人保健施設ひばりは今年 8 月 1日に開設 15 年になります。新しい理念や役割に
すぐに対応は困難な面が多々ありますが、厚生労働省の目指す地域包括ケア、高齢者の在宅での生活をバッ
クアップし、要介護高齢者の在宅復帰ケアの中心となる施設として職員一同励んでいきたいと思います。

介護老人保健施設が持つ「在宅支援」機能

入所サービス
短期入所
療養介護

（ショートステイ）

通所
リハビリ
テーション

訪問
リハビリ
テーション

その主旨を要約すれば、介護老人保健施設は、

ということです。

〇要介護者の在宅支援・在宅復帰のための地域拠点となる施設
〇リハビリテーションを提供する機能維持・回復の役割を担う施設

介護保険施設の
分類と比較 介護老人保健施設 介護医療院 介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

概　要

根拠法

リハビリ等を提供し、
在宅支援・在宅復帰の
ための施設

長期療養・生活施設 生活施設

介護保険法
医療法：医療提供施設

介護保険法
医療法：医療提供施設

介護保険法
老人福祉法

図引用：「東海大学医学部脳神経外科」ホームページ

図引用：「先端巨大症ナビ」ホームページ
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■ ブリランテスプリングコンサート　～ピアノトリオの饗宴～
■ 下垂体腫瘍
■ 医療保険・介護保険の同時改定　～介護老人保健施設の立ち位置～

■ 新入職員を迎えました
■ 退任の挨拶
■ 新任医師紹介
■ 学術活動1月～3月

当院ではWiFi 無料インターネット接続サービスがご利用いただけます。ご希望の方は受付までお問い合わせください。

《基本方針》
1 脳の専門病院として24時間、常に質の高い医療を提供します。
2 患者さんの権利を尊重します。
3 患者さんの安全と安心を確保し、医療事故の予防と対策に努めます。
4 急性期から慢性期、在宅までの地域の関連機関と連携を強化します。
5 翠清会の職員である誇りを持ち、プロとしての実力を高め、チーム医療に貢献します。

《病院理念》
Patient First　「患者さん第一」
ファースト・オピニオン（First Opinion）を提示でき、
セカンド・オピニオン（Second Opinion）を求められる病院に！

翠清会梶川病院
TEL：082-249-6411  FAX：082-244-7190
〒730-0053 広島市中区東千田町1丁目1-23
http://www.suiseikai.jp

1月6日　第１回AKI脳血管内治療セミナー　
小開頭直接穿刺法により治療した硬膜動静脈瘻の3例　脳神経外科医長　蛯子裕輔

1月16日　めいぷる技塾定例勉強会　
ASLによる脳灌流画像　放射線部　井口拓海

1月18日　hitoto広島まなぶあそぶキャンパス　
頭部外傷の話　脳神経外科医長　蛯子裕輔

1月21日　日台シンポジウム　
日本のチーム医療（多職種連携）　脳神経内科医長　中森正博

1月21日　認知症対応力向上講習会　
臨床検査部　西野真佐美　司会

1月23日　第６回認知症クリニカルネットワーク　脳神経内科部長　今村栄次　座長

2月4日　認知症対応力向上講習会　臨床検査部　西野真佐美　司会

2月18日　第43回広島県病院学会
当院におけるcold Xe CTとDynamic Susceptibility Contrast MRIの比較検討　放射線部　佐々木大樹
回復期リハビリテーション病棟における鬱の検討　看護部　松田健司

2月24日　平成２９年度認定認知症領域検査技師日臨技指定講習会
アルツハイマー型認知症早期発見のための神経心理学的検査の実際　臨床検査部　西野真佐美

3月3日　第35回広島県医学検査学会　
認定認知症領域検査技師の役割とかかわり方　臨床検査部　西野真佐美

3月15－18日　第43回日本脳卒中学会学術集会
急性期血栓回収療法において遠位塞栓を生じた症例の検討　
副院長・血管内治療部長　須山嘉雄
歯周病菌血清IgG抗体価は脳出血患者の3ヶ月転帰を予測する　脳神経内科医長　中森正博
脳卒中急性期における舌圧測定と嚥下造影検査の検討　看護部　船井美香
当院における回復期脳卒中患者の回復期病棟入棟時Berg balance scaleと退院時ADL自立度の関係
リハビリ部　崎田元紀

3月21日　ISLS中部コースー特別講演ー
当院における急性期脳卒中治療の現状　副院長・血管内治療部長　須山嘉雄

翠清会ニュース

編集委員：今村・山﨑・松岡・黒瀬・清水・吉岡智・深井・大歳・藤本

　広島大学本部跡地に「知の拠点」再生プロジェクトとして誕生した新しい街 “hitoto 広島” は、「人生を、そして広島
を豊かにする学べる遊びがあふれる街づくり」をコンセプトとしています。
　私ども翠清会もこのコンセプトに賛同し、当病院 2階のブリランテホールにおいて医療、福祉、介護関連の講演、会議、
セミナーなど様々な学術集会を行なって参りましたが、今回、新たな試みとして、クラシックコンサートを開催いたしま
した。
　3 月 17 日、18 日両日、東京や国内外でご活躍の気鋭の若手の音楽
家の方々にお越しいただき、ピアノ三重奏を中心にスプリングコンサート
を開催することができました。ブリランテ（brillante）とは「輝かしい」
という意味の音楽用語ですが、両日の演奏会はまさにブリランテなもの
でした。広島市内外からたくさんの音楽愛好家の方々に御来場いただき、
春のひと時、クラシック音楽を楽しんでいただいたことと自負しています。
　病院で演奏会が行われるスタイルは、日本でも最近少しずつ普及して
きましたが、欧米ではボランティアや広い意味での音楽療法として、古く
からさかんに行われています。今後も、ブリランテホールでの様々な催し
や音楽会を “hitoto 広島” の文化活動の一環として継続して参りたいと思
っております。大きなホールとはひと味違う、演奏者の息づかいが伝わ
るサロン風の空間で、楽器本来の音の響きをご堪能いただき、クラシッ
ク音楽をより身近に感じていただける場として親しんでいただければ幸甚
に存じます。

医療法人翠清会　理事長　若林伸一

職員の愛犬紹介
まるちゃん

　平成30年4月 2日に入社式を行い、医師2名、薬剤師2名、看護師7名、準看
護師2名、診療放射線技師1名、理学療法士1名、作業療法士1名、言語聴覚士1名、
社会福祉士1名、診療情報管理士1名、医局秘書3名、保健師(包括)1名の計23
名が入職いたしました。
　皆様どうぞよろしくお願いいたします。

新入職員を迎えました

退任の挨拶

脳神経内科医長　前谷勇太

　四月より赴任いたしました。私の幼い頃から「頭は梶川！」
とまわりの大人は言っていました。今でもそれは変わらない
のではと思います。広島の一市民
として、そして当院の一員として、
皆様のご健康をサポートさせてくだ
さい。

脳神経内科　林　有紀

　はじめまして。今回４月から梶川病院で勤務することになりました脳神経内科の
立山佳祐 ( タチヤマケイスケ ) と申します。医師６年目となります。出身は福岡県
でありますが、出身大学は広島大学で、医師３年目より再び
広島県で働いております。脳卒中含めた脳神経疾患の中核
を担う梶川病院で働かせていただけることを大変うれしく思
います。少しでも皆様のお力になれますよう頑張りたいと思
いますのでよろしくお願いいたします。

脳神経内科　立山佳祐

新任医師紹介

 　この度、3月末をもちまして退職することとなりました。脳神経内科医として平成27年4月から2年間
勤務させていただきました。何かと至らぬ私でしたが、救急、外来でも多くの患者さんと関わらせていた
だき、大変貴重な経験をさせていただきました。当院で学んだことを今後の診療に生かしていきたいと思
います。これからも皆様のご健康、ご活躍をお祈り申し上げます。

1月～3月1月～3月

ブリランテスプリングコンサート ブリランテスプリングコンサート ブリランテスプリングコンサート ブリランテスプリングコンサート 

～ピアノトリオの響宴～～ピアノトリオの響宴～


