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理 事長あいさつ
京都ではようやく秋が深まり、美しい紅葉が待ち遠
しい季節となりました。
さて、今年も９月末から１０月中旬にかけて、桂・
洛西・亀岡のそれぞれの地区で市民公開（健康）講座
を開催し、多くの皆さまにお越しいただきました。各
病院・施設が得意とする分野の中から、日ごろの病気
予防法、発症した時の対策、あるいは高血圧や糖尿病
に関する知識、在宅での介護など、一般の方々にも身
近な題材を選定し、かつ、少しでもご理解いただける

よう話し方や説明内容にも留意して講演いたしまし
た。おかげさまで、各講座とも盛会のうちに無事終了
することができました。
シミズ病院グループは、引き続き地域の皆さまに「高
度急性期から在宅」まで質の高い医療・介護サービス
をお届けできるよう努力してまいります。
医療法人清仁会

清水 史記

理事長

１０月の新任・就任のご紹介
洛西シミズ病院
まえ

だ

とも

整形外科

シミズ病院

こ

前田 智子

ひろ はた

薬剤部長

かず ひろ

廣畑 和弘

医師

●２０１７年卒
●専門分野：整形外科

前期研修２年間と後期研修１年目の半年間は大学
で勤務していたため、経験を積む必要のある症例や
手術も多くあります。また、外来業務も不慣れで、ご
迷惑をお掛けすることも多々あるかと思いますが一
生懸命働かせていただきます。どうぞよろしくお願い
します。

皆さまには、日ごろより薬剤部にご理解とご協力を
賜り、感謝申し上げます。このたび、シミズ病院薬剤
部長を拝命いたしました。私たち薬剤部は、清仁会グ
ループの経営方針を十分に理解し、新時代「令和」に
ふさわしい医療の質の向上に、組織を挙げて取り組
んでまいります。

清仁会グループの医療貢献を世界へ広めるために
１０月８日、洛西シミズ病院
回復期リハビリテーションセン
ターへ、中国の義肢装具会社経
営者および義肢装具士３４名が
来訪されました。
神戸で開催された国際義肢装
具士学会へ参加後、パシフィッ
クサプライ㈱事業開発本部の今
江部長からのご紹介での施設見
学です。洛西シミズ病院で行っ

国際医療・
医療ツーリズム部から
情報発信！

ている、医師・義肢装具士・セ
ラピストの共同による装具診を
はじめ、ロボットリハビリなど
を熱心に見学されていました。
その後の意見交換会では、中国
国内では糖尿病や外傷による切
断患者が多いようですが、義肢
装具に対する国民の認知度はま
だまだ低く苦労されている状況
が理解できました。
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シミズ病院グループの３つの公開講座に
５４５名のご参加がありました

シミズ病院グループでは、周辺地域の皆さまにご自身の健康について関心を持っていただくと同時に、病気に対し
て正しい理解・認識をしていただこうと、定期的に市民公開講座を開催しています。９月２８日の桂地区（シミズ病院）
に２５６名、１０月５日の洛西地区（洛西シミズ病院、洛西ニュータウン病院、シミズひまわりの里）に１７１名、
１０月１９日の亀岡地区（亀岡シミズ病院）に１１８名の合計５４５名の参加がありました。そのうち、桂地区と洛西
地区の概要をご紹介いたします（亀岡地区の概要は次号）。

第１５回 シミズ病院グループ市民公開講座

「脳の病気の予防と治療」（９月２８日、京都市西文化会館ウエスティ）
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「肺炎と呼吸器リハビリテーション」
シミズ病院

副院長・外科部長

物を飲み込む働きである嚥下機
能が、中枢神経系の障害や老化現
象によって弱くなると、口から食
道へ入るべきものが気管に入って
しまう誤嚥を起こしやすくなりま
す。唾液や食べ物、胃液などと一
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重城 博一

医師

緒に細菌を気道に誤って吸引する
ことにより発症するのが誤嚥性肺
炎です。高齢者や寝たきり患者に
多く、高熱・膿性痰・咳嗽・頻呼吸・
頻脈・唾液誤嚥など中等度から重
症の感染症です。一方で、肺炎の
症状が出にくい高齢
者もおり、食思不振・
ＡＤＬ低 下・意 識 障
害・失 禁 な ど が み ら
れます。
治療については抗
生物質の投与などが
あ り ま す が、喀 痰 促
進を図ることは極め
て 重 要 で、呼 吸 器 リ
ハビリテーションは
高い有用性がありま

す。肺 の
痰貯留部
を上にし
て、重 力
で痰を中枢気道に移動させ喀出を
促進する 体位ドレナージ と、
胸郭に圧迫を加え分泌物を中枢気
道に移動させる スクイージング
を組み合わせて適切に行うことに
より、重症嚥下障害があっても在
宅介護の質が改善するケースがあ
ります。
一般の高齢者の皆さまには、ラ
ジオ体操などを通じて、可動域の
確保や筋力維持を日頃より心がけ
てください。
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「口から食べ続けるためには」
シミズ病院

リハビリテーション科

加齢に伴う筋力の衰えとともに
嚥下機能は低下し、摂食嚥下の過
程（①食物を認識②咀嚼・食塊の
形成③咽頭へ送り込み④食道へ送
り込み⑤食道通過）が上手くいか
ない嚥下障害が起こりやすくなり
ます。そのまま放置すると栄養状
態が悪化し、体力・免疫力が低下
しやすく、大病を患ったり体調を
崩すとさらに障害の度合いが進み
ます。
そうならないよう予防するに
は、口・舌・喉の筋肉を鍛えるこ
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言語聴覚士

青木 政人

とが必要です。①顔・口のマッサー
ジ②発声訓練（「パタカラ」等）③
咽頭マッサージ④嚥下おでこ体操
⑤舌の筋力トレーニングなどを日
常的に行うほか、適度に歌ったり、
おしゃべりすることも大切です。
また、食事前には、深呼吸や首・肩・
頬・舌の体操をリラックスして行
い、食事の姿勢や食事の形態、調
理の仕方にも留意しましょう。食
後は、しっかりと口腔ケアするこ
とを忘れずに。食事中にむせたら、
慌てずに咳に合わせて背中をたた

いてもら
い、落 ち
着いたら
深呼吸を
しましょう。
「口 か ら 食 べ 続 け る」こ と は、
栄養摂取以外にも、①欲求が満た
される②脳が活性化される③唾液
の分泌が促進される④消化管が活
性化されるなどの効果が期待でき
ます。

「知って対策、脳卒中」
シミズ病院

脳神経外科

現在、日本人の平均寿命は男性
８１歳、女性８７歳、全人口の約
２８％が６５歳以上となってお
り、世界一の長寿大国となってい
ます。しかし、健康寿命は１０歳
前後低く、元気に長生きするため
には健康寿命を延ばさないといけ
ません。そこで、日本人の死亡原
因疾患第３位、寝たきりになる原
因１位の「脳卒中」について理解
し、対策を講じることが重要です。
脳卒中とは、脳梗塞・脳出血・
くも膜下出血を合わせた総称で、
その７５％が脳梗塞です。初期症
状としては、意識障害、呂律が回
らない、言葉が出てこない、行動
がおかしい、視野が欠ける、左右
どちらかの手や足がしびれたり動
かしにくいなどが現れます。脳梗
塞では、あまり頭痛は起きません。
ＣＴ、
ＭＲＩ、頸動脈エコー、
ＰＥＴ、
脳血管撮影などによる検査を行
い、診断します。
脳梗塞には、ラクナ梗塞（穿通

副部長

垣田 寛人

枝という細い血管が詰まって生じ
る小さい脳梗塞。主な原因は高血
圧）、アテローム血栓性脳梗塞（太
い血管が細くなったり詰まったり
し て 生 じ る。主 な 原 因 は 動 脈 硬
化）、心 原 性 脳 塞 栓 症（心 臓 で で
きた血栓が運ばれてきて詰まって
生じる。主な原因は心房細動・不
整 脈）、一 過 性 脳 虚 血 発 作（一 時
的に麻痺や言語障害が出現する
が、しばらくすると改善。脳梗塞
の前触れ症状）があります。治療
法としては、t-PA の投与（発症後
4.5 時間以内）、あるいはカテーテ
ル治療（血栓回収療法）がありま
す。
また、脳出血の主原因は高血圧
で、細い血管から出血します。生
命の危険性があれば手術をします
が、小さければリハビリを行い経
過観察することもあります。くも
膜下出血は、脳の表面にあるくも
膜内側に出血している状態です。
外傷によるものと、脳動脈瘤などの

医師
異常血管
から出血
するもの
が あ り、
激しく出血するのは後者です。発
症すると２０％が病院到着前に死
亡、３０％が病院到着後の経過に
より死亡または重篤な後遺症が残
ります。破裂脳動脈瘤の主な治療
には、開頭クリッピング術（開頭
して脳動脈瘤頚部をクリップで挟
み込む）とコイル塞栓術（脳動脈
瘤にコイルを挿入する）がありま
す。シミズ病院では、患者さまに
低侵襲な脳血管内治療（コイル塞
栓術等）を第一選択しています。
最後になりますが、脳卒中を疑
う症状が出現したら、様子を見ず
にすぐに病院へ行きましょう。後
遺症が残ることが多いので、予防
が大事です。生活習慣病にならな
いよう、また生活習慣病を放置し
ないよう気をつけてください。
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第１６回 シミズ病院グループ市民公開講座
（１０月５日、ホテル京都エミナース）
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「誤嚥性肺炎の危険性と自宅でできる予防法

〜いつまでも安全においしく食べるために〜」

シミズひまわりの里
理学療法士

瀧村 智彦、言語聴覚士 辻 拓人、理学療法士 竹村 克久

私たちは、口から食べた物や唾液
を、胃に続く食道へ送り込みます。
それを誤って肺に続く気道へ送り込
むことを 誤嚥 と言います。誤嚥
が原因で肺に炎症が起きると誤嚥性
肺炎になり、死につながることがあ
ります。誤嚥すると通常は、気道か
ら食道へ送り直そうとムセます。し
かし、加齢に伴い喉の感覚が低下す
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リハビリテーション科

るとこの反射がにぶくなり、中には
誤嚥に気づかない方もおられます。
ムセないから大丈夫、と考えないで
ください。誤嚥のリスクの高い方は、
よくムセる・せき込む、喉の違和感
がある、よく発熱したり体のだるさ
がある、食事中や水分摂取時にゴロ
ゴロ声が変わる、食事に時間がかか
る、最近急激に体重が減ったなどの
症状がみられますので
注意してください。
次に、自宅でできる
簡単な予防法をご紹介
します。食事をする姿
勢は、体が傾かないよ
うに椅子に深く座り、
床にしっかり足を つ
け、テーブルはへその
高さになるよう調節し
ましょう。また、体 に
入った余分な力を抜い

て飲み込みやすくする方法もあり、
深呼吸（腹式呼吸）
、ストレッチ（首・
肩周り等）
、嚥下体操（口・頬・舌・
パタカラ発声）を行います。テレビ
を見るなど横になっているときに、
仰向けになり頭を起こしてつま先
を見る姿勢を３０秒キープすると、
飲み込みの筋力訓練になりますので
一度お試しください。
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「顔の激痛はナイフで治そう

〜三叉神経痛に対するガンマナイフ治療〜」

洛西シミズ病院 ガンマナイフ副センター長・脳神経外科部長

川邊

拓也

ガンマナイフとは、頭の中の病気に
ガンマ線を集中照射することで、開頭
手術をすることなく、まるでナイフで切
り取るかのごとく治療できる放射線治
療装置のことです。およそ７０年前に
スウェーデンで開発され、現在はさま
ざまな病気の治療に使用されていま
す。今回は、
「
（特発性）三叉神経痛」
の治療についてお話します。
三叉神経とは、顔や口、鼻の粘膜
の感覚（痛い、冷たい、温かい、さわっ
たなど）を脳に送る神経のことで、お
でこ（前額）
・ほお（上顎）
・あご（下顎）
の３本の枝に分かれています。この三
叉神経に痛みが起こり、顔を痛く感じ
るのが三叉神経痛です。典型的な症

医師
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状として、針で刺されるような、電気
が走るような鋭く短い痛み（１〜１２０秒）
が、歯磨き・洗顔・食事・寒冷・会話
などなんらかのきっかけで特発的に起
こります。慢性的なズンズンする痛み
とは異なります。
治療についてですが、最初は薬物
療法（カルバマゼピン等）を行います。
それで７〜８割の方の症状が改善しま
すが、痛みが改善しない、服薬による
副作用（眠気・ふらつき・薬疹等）が
ある方には、脳外科治療や神経ブロッ
ク注射、ガンマナイフ治療を行います。
脳外科手術（頭蓋内微小血管減圧術）
は、頭の中の極めて小さな血管を外
科的な手術により移動させ、三叉神経

に対する
血管圧迫
を解除す
る方法です。それに対してガンマナイ
フ治療は、血管に圧迫されている三
叉神経の部位にピンポイントでガンマ
線を照射し、神経を麻痺させて痛みの
改善を図ります。最新型のガンマナイ
フ「Icon（アイコン）
」では、頭をピン
で固定するのではなく、顔にマスクを
装着するだけで、正確な照射ができる
ようになりました。何度かに分割して治
療（照射）することも可能です。特発
性三叉神経痛でお困りの方は、一度、
洛西シミズ病院で受診されることをお
勧めします。

「健康寿命をのばすコツ〜運動×栄養〜」
洛西シミズ病院
理学療法士

主任

リハビリテーション科

平均寿命が「生まれてからあと何
年、生きられるかの期間」なのに対
し、健康寿命は「健康面で支障が
なく、日常生活を送れる期間」を表
します。その差は、男性で約９歳、
女性で約１３歳それぞれ健康寿命の
ほうが短くなっており、解決すべき
課題となっています。誰しも加齢に
伴い体力は衰えますが、そのまま放
置すると要介護状態に陥ります。要
介護になる原因のうち、転倒・骨折・

石田

俊介、

理学療法士

関節疾患は全体の２割を占めます。
尻もちをついた時に生じる「脊椎圧
迫骨折」や「大腿骨頸部骨折」、転
倒して手をついた時に生じる「橈骨
遠位端骨折」
や「上腕骨近位端骨折」
は、高齢者の４大骨折と知られてい
ます。一度骨折すると、骨折を繰り
返すリスクが３倍になると言われて
います。そうならないよう適度な運
動を心がけ、フレイル（要介護予
備軍）にとどまることが重要です。
転倒予防の運動を行
う際のポイントは、「正
しい姿勢」で「ゆっくり」
行 い、「使って いる筋
肉を意識」しながら「ま
ずは１０回 程 度」から
「楽しんで」行うことで
す。本日ご紹介する体
操は、料理の合間やテ
レビを見ながらできま
す。毎日継続して行っ
てください。

永井

楓

さて、運動と同時に栄養面に気
をつけることも重要です。高齢者の
約７割は、低栄養の恐れがあります。
栄 養 不 足と運 動 不 足が重なると、
筋 肉は分 解され 痩 せ て いきます。
たんぱく質をバランスよく摂取する
など適切な食事と運動を心がけるこ
とで筋肉は合成され、少なくとも筋
肉の維持はできます。「楽しみなが
ら運動して、しっかり食べる」を仲
間と一緒に継続し、健康寿命の延
伸に努めてください。

シミズの風
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「夜間頻尿と睡眠時無呼吸症候群」
洛西ニュータウン病院

夜間頻尿を泌尿器科受診の契機
とされる方は多いのですが、夜間
２回以上排尿のために起きると、
睡眠不足等で困るとの訴えに繋が
ることが多いと言われています。
皆さんの想像どおり、夜間頻尿は
加齢とともに頻度が増加します
が、その原因としては、膀胱の病
気である『蓄尿障害』の他にも膀
胱 以 外 が 原 因 で あ る『多 尿』『夜
間 多 尿』『睡 眠 障 害』が 主 に 挙 げ
られます。膀胱の『蓄尿障害』は
膀胱の種々の疾患で生じますが、
その中でも『過活動膀胱』や『前
立腺肥大症』から生じる『蓄尿障
害』は加齢とともに増え、投薬治
療の対象となることの多い疾患で

泌尿器科副部長

塩山 力也

す。しかし、夜間頻尿の原因はこ
の『蓄尿障害』だけでなく、同時
に『多尿』
『夜間多尿』
『睡眠障害』
が合併していることが多く、その
場合には『蓄尿障害』に対する投
薬治療と並行してその他の原因へ
の対策を検討する必要がありま
す。『多尿』『夜間多尿』に対して
は『排尿日誌』をつけるという手
段で調べます。
また、
『睡眠障害』については『睡
眠時無呼吸症候群』とそれ以外で
治療法が異なりますのでその鑑別
を行うことになります。当科では
まず簡易検査として携帯型睡眠時
無呼吸検査装置を用いて自宅で一
晩、ご自身で検査していただきま

医師

す。
も し、
この簡易
検査で中
等度以上
の睡眠
時無呼吸症候群を疑った場合は、
耳鼻咽喉科にさらなる精査を依頼
します。精査にて中等度以上の睡
眠時無呼吸症候群の場合、ほとん
どは睡眠時の舌根の沈下により気
道の閉塞を起こすタイプの閉塞性
睡眠時無呼吸症ですが、マウスピー
ス治療やＣＰＡＰ
（シーパップ）治
療をお勧めすることになります。
本日は、夜間頻尿は泌尿器科的な
投薬治療だけでは充分でない場合
が多いというお話をいたしました。

京都市から清仁会グループに対して、
防災功労特別表彰が授与されました
１０月１５日
にロームシア
ター京都で開催
されました令和
元年度京都市自
治記念式典に
おいて、京都市
から清仁会グ
ループに対し「レジリエント・シティ京都
防災功労特別表彰」が授与されました。
この表彰は、昨年の地震や豪雨等の災害
対 応 を は じ め、日 ご ろ か ら 京 都 市 の 防 災・
減災に尽力している功績をたたえるもので、
６０名、１，０９３団体が受賞しています。

「第６回
シミズ病院グループ 地域連携懇話会」
開催のお知らせ！
日時

２０２０年２月１日（土）
１７時１５分開会（１６時４５分受付開始）
１９時３０分〜 懇親会・情報交換会開催

場所

ホテルグランヴィア京都（５Ｆ）

シミズの風

Vol.86

亀岡「夢コスモス園」の創作かかしコンテストに、
シミズ病院グループ３施設が作品を展示しました
約４・２ヘクタールのエ
リアに２０品種約８００万
本のコスモスが咲き誇る亀
岡「夢コスモス園」。今年は、
９月２１日から１１月４日
まで開園されました。
園内では「創作かかしコ
ン テ ス ト」が 実 施 さ れ、シ
ミズ病院グループからは「介
護老人保健施設・シミズふ
ないの里」「小規模多機能型
居宅介護・篠まごころホー
ム」「グループホーム・かた
らいの家」の３施設から手
作りのかかしを出展。篠ま
ごころホームの作品が、来
場者による投票で第３位に
選ばれました。

シミズふないの里

篠まごころホーム

かたらいの家

