
就任・新任のごあいさつ就任・新任のごあいさつ

中村　佑典   医師
なか   むら　　　ゆう すけ

シミズ病院　脳神経外科

●平成２７年卒　このたび、シミズ病院脳神経外科に再入職しました。愛知
医科大学を卒業し、今年で７年目になります。今後は多くの手
術症例を担当できるよう頑張りますので、よろしくお願いい
たします。

新任

矢津　匡也   医師
や　  づ　　　 まさ　や

洛西シミズ病院　病院長

●平成４年卒
●専門分野：整形外科、脊椎脊髄外科
●認定・専門医：日本整形外科学会認定整形外科専門医、
　　　　　　　　日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医
●担当外来：洛西シミズ病院（火曜、金曜）

　このたび、故石津恒彦先生の後任として１月１８日より洛西シミズ病院病院長を
拝命いたしました。
　私は医師になった２年目に、１年半の間、シミズ病院で研修をさせていただきまし
た。まさに右も左もわからない状態で、先輩医師、スタッフの方々、そして患者さまに
医師としての基礎を教えていただきました。それから８年間、他施設で経験を積ん
だ後、２００２年より洛西シミズ病院で勤務させていただいております。私の臨床医
としての人生はここに始まり、ここで育てていただいたも同然です。休日もできる
だけ患者さまに対応するように心掛けておりますが、これは研修中、休日にもかか
わらず病棟回診をされていた当時のシミズ病院院長（現清仁会会長）清水幸夫先
生のお姿に感銘を受けたことによるものです。これまでのご恩をお返しする機会を
与えていただけたことに感謝しております。
　甚だ微力の身であり、ましてや COVID-19 に対する緊急事態措置中の就任で
あり不安は尽きませんが、地域の医療機関の皆さまと連携を図りながら、より良い
医療を提供できるよう、石津先生の教えをもとに初心を忘れることなく、誠心誠意、
尽力する所存ですので、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

就任
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TEL 075-381-5161

術前

　シミズ病院は、急性期脳梗塞に対して血栓溶解
療法（t-PA静注療法）やカテーテルで行う機械的
血栓回収療法を２４時間３６５日行える体制を
整えています。
　２０１９年１０月にこうした取り組みと実績
が評価され、日本脳卒中学会より「一次脳卒中セ

ンター（PSC）」に認定されました。京都府内では
２２医療機関が認定されていますが、２０２０年
にはその中でも、機械的血栓回収療法が常時実施
可能で地域の脳卒中診療の中核を担う施設
「PSCコア施設」として当院が認定されました。
　今後もシミズ病院は、救急隊や周辺の医療機関
の皆さまと密で迅速な連携をとって、「t-PA静注

療法」や「機械的血栓回収療法」を必要とされる患
者さまの診療を担い、「PSCコア施設」としての
活動を継続してまいります。
　血栓回収適応患者におきましては、受け入れよ
り６０分以内の執刀開始を目標にスタッフ一丸
となり取り組んでおります。また、当院ではSCU
(脳卒中ケアユニット)病床１８床を有し、急性期
脳卒中患者に対する専門的看護を行っています。
急な入院で不安な患者さまやご家族に寄り添い、
「いつもそばにいる」という安心と信頼を感じて
いただける看護ケアの提供を心掛けています。

　「頭痛」「耳鳴り」「めまい」「しびれ」「麻痺」をはじめ、
さまざまな症状でお悩みの患者さまは、頭部の精査を
受けることがあります。その中には、ＭＲＡ・3D-CTの
結果により、「血管が細い」「コブがある」「血管の奇形」
など、脳血管に対する異常所見や疑いの症例が出現
するケースも少なからずあります。確定診断がついた
症例や診断に苦慮されるような症例、治療方法の選
択に迷われる症例などがございましたら、「脳血管内
治療外来」をぜひご利用ください。

　当院の２０２０年の脳血管内治療実績は２０２症
例で、経験豊富な医師が患者さまの立場に立って懇
切丁寧な診療をさせていただいています。もちろん緊
急症例に対しましても、脳血管内治療専門医を含め計
９名の医師が、２４時間３６５日迅速な治療を行って
います。
　突然起こる脳卒中に対して最新の技術、治療デバ
イスを揃え、地域の先生方、患者さまが安心して暮ら
せる地域づくりの一助になればと考えています。

一次脳卒中センター（PSC）のコア施設に

シミズ病院

■ 脳血管内治療外来のご紹介 診療日時：土曜日 9:00 ～12:00
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洛西シミズ病院

むらたに　　ただとし

副院長・麻酔科部長

村谷　忠利　医師

麻酔科

井上　汐里　医師
いのうえ　　しお  り

外来患者数　１，２３３名（延べ人数）
新規患者数　７５名
入院患者数　２１名
硬膜外ブロック　７９件
神経根ブロック　４７件
硬膜外癒着剥離術　４件
硬膜外自己血パッチ　３件
その他の末梢神経ブロック　１８５件

２０２０年実績 （年間）

　私が当院で勤務させていただくこととなった
当初は、大学附属以外の近隣病院施設では「ペイ
ンクリニック」外来はほとんど行われておらず、
「ペインクリニックって、何するんですか？」と多
くの患者さまから質問を受けていました。しか
し、現在では日本ペインクリニック学会の研修指
定病院の認定を受け、大学よりペインクリニシャ
ンを目指す若い医師も研修に来ていただけるよ
うになり、近隣大学と提携し幅広い治療を行える
ようになりました。
　ペインクリニックは急性痛も治療しますが、基
本的に慢性痛を対象とした診療を行っています。
代表的な疾患としては、保存治療を行っている脊
椎疾患（脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなど）、帯
状疱疹後神経痛、脳脊髄液減少症、繊維筋痛症、片
頭痛、術後遷延痛、局所複合型疼痛症候群などで
す。痛みの治療の基本的な考えは、「痛みの悪循環
のサイクルを薬物療法、理学療法、神経ブロック
療法などで断ち切り、痛みを改善させる」が一般
的だと思われます。
　ペインクリニックと聞けば、注射（ブロック）の
イメージがあるかもしれません。しかし、当院で

は不要なブロックは行わず、保存的治療も積極的
に行っています。そのため、注射が苦手で痛みに
お困りの患者さまでも、気軽に受診していただけ
ればと考えています。
　下記に昨年の当院での外来患者さま、新規患者
さま、ブロック治療実績、入院患者さま実績など
を記載いたします。今後も痛みの治療を積極的に
行ってまいりますので、ご高配賜りますようなに
とぞよろしくお願いいたします。　（村谷）

ペインクリニックとは？

TEL 075-331-8778

麻酔科・ペインクリニック科

外来担当医表

午前診 9:00～12:00

月 火 水 木 金 土

【完全予約制】村谷 忠利☆村谷 忠利 9:00～
  10:30 までの受付
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　亀岡シミズ病院人工透析室は、２００３年４月の開設以来、外来と入院の血液透析療法をはじめ、LDL
吸着療法やCART（胸水腹水濾過濃縮再静注法）などの急性血液浄化法も行っています。
　人工透析の患者さまについては療養期限を設けておりませんので、長期での入院加療が可能です。
　外来透析での送迎を希望される患者さまについては、負担をできるだけ軽減するために送迎サービス
を行っていますので、地域医療連携室　TEL：０７７１－２３－００１３（代）　までお気軽にお問い合
わせください。

　当院では今春MRI装置の更新を予定しており、更新工事期間
中はMRI検査ができない状況になります。MRI更新の工事日程
が決まりましたら、あらためてご案内申し上げます。（ホーム
ページ上でもご案内いたします）
　ご依頼いただいております医療関係者の皆さまには、大変ご
迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。また、導入予定のMRI装置は現在の装置に
比べ、画質の向上・検査時間の短縮・検査音の軽減などあらゆ
る面で優れており、患者さまには今まで以上にストレスなく安
心して検査を受けていただける装置となっています。

人工透析室　概要

●ベッド数：１０床
月・水・金　午前 ・ 午後　２クール
火・木・土　　午前のみ　１クール
●機械台数
個人用コンソール　１０台
●スタッフ数
医  師：専任１名
看護師：専任１名
臨床工学技士：専任５名
●２０２０年実績（年間）
人工透析　３６１５件
腹水濾過濃縮再静注法　１３件

人工透析室をご案内いたします

亀岡シミズ病院

MRI機器を更新します！

TEL 0771-23-0013
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　シミズ病院グループの診療科では唯一の歯科で
あり、基礎疾患を有した有病者の歯科治療にも積極
的に取り組んでいます。診療内容は多岐にわたり、
一般歯科疾患（う蝕、歯周病、義歯作成など）をはじ
め、親知らずなどの抜歯、炎症や口腔外傷など口腔
外科疾患、顎関節症、口腔粘膜疾患などあらゆる歯
科疾患を対象としています。
　病院歯科としては、基礎疾患コントロールの必要
な有病者に対して入院下での抜歯を行っており、睡
眠時無呼吸症候群に対してはジョージゲージや内
視鏡を用い評価しながら口腔内装置作成をし、ビス

ホスホネートなどによる顎骨骨髄炎に対してはシミズ病院と連携して症状に応じて高気圧酸素療法に
も対応しています。また、院内外を問わず周術期等口腔機能管理の介入を行っており、合併症の予防とと
もに全身麻酔術後の早期回復や化学療法・放射線治療のサポートに尽力しています。
　難治性の舌炎・口内炎や皮膚炎には、歯周病や歯科金属など口腔内の病態が原因の場合や、初期症状
が口腔に出現する出血性素因（歯肉出血）、神経筋疾患（嚥下困難感や義歯の不適合などの訴え）などで
は、基礎疾患に伴う口腔症状である場合も見受けられます。院内の
連携により、即時必要な臨床検査や画像検査が行えるとともに、口
腔内症状に起因する基礎疾患に対してもスムーズな他科受診が可
能です。また症状によっては、大学病院への紹介も可能です。
　お口の症状でお困りの際には、お気軽にご連絡いただければ幸い
です。

病院歯科として多岐にわたる疾患に対応しています

洛西ニュータウン病院

TEL 075-332-0123

か がくすいへいまいふくち し

下顎水平埋伏智歯（親知らず）

歯科部長　松澤　哲子　医師
まつ　ざわ　　のり こ

歯科

外来担当医表

午前・午後

月

松澤
第４大迫

木

松澤
第２,４西垣

金

松澤
滝沢（午前）

土

松澤（午前）
山本（午前）

火

松澤

水

山本
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Ⅲ
[第2群]

第1会場
洛西シミズ病院

亀岡シミズ病院
看護師
猪口　正美

座長

シミズ病院
看護部長
畑田　宏美

講評者

「清仁会新人看護職員研修
  2020年度ケーススタディ発表会」を行いました
　１月１６日 ( 土 ) 午前中、「清仁会新人看護職員研
修　２０２０年度ケーススタディ発表会」を開催し、
清仁会４病院の新人看護職員３０名が参加しました。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の緊急事態宣言発出という状況下で行うことになり、
演者および参加者への感染防止のため会場を洛西シ
ミズ病院と洛西ニュータウン病院の２つに分けて密
を避け、換気・手指消毒・マスク着用等の対策とと
もに２会場をオンラインリモート中継で結び発表す
る形式をとりました。
　このような環境下ではありますが、患者さまやご
家族と関わって学び得た看護観を、この先に出逢う
であろう多くの患者さまの看護に役立て、清仁会の
新たな看護文化に繋がることを心から願っています。

洛西シミズ病院
小山　あかね

術後疼痛により
離床拒否がある患者との
関わり

洛西ニュータウン病院
羽田　晴香

術後 ADL 低下予防への
介入
～離床意欲向上を
目指して～

洛西シミズ病院
向井　愛那

患者のもてる力を引き出す
看護
～患者の自立心に寄り添
うことの大切さ～

シミズ病院
井上　怜奈

不安が強く離床が
進まなかった患者への
介入を振り返って

洛西シミズ病院
片山　佳子

入院が長期化した患者に
対する気分転換に向けた
関わり
～歩行の促しを通して～

Ⅱ
[第1群]

第2会場
洛西ニュータウン病院

亀岡シミズ病院
看護師
柿本　麻帆

座長

洛西ニュータウン病院
看護部長
小林　ゆかり

講評者

亀岡シミズ病院
倉科　圭花

せん妄リスクのある患者
との関わりを通しての
振り返り 
～自己の看護師像をふまえて～

洛西シミズ病院
澁谷　妃

身体抑制による苦痛へ
の看護

洛西ニュータウン病院
髙田　奏

せん妄ハイリスク患者へ
の看護
～不安発言の多い患者と
の関わり～

シミズ病院
𡧃治田　夕紀

ミトン装着中の患者の
関節拘縮に対す看護を
通しての学び

シミズ病院
山内　ひな

関節拘縮のある患者に
対する拘縮進行の予防
～予防の重要性について～

Ⅰ
[第1群]

第1会場
洛西シミズ病院

亀岡シミズ病院
看護師
猪口　正美

座長

洛西シミズ病院
看護部長
浦野　貴子

講評者

シミズ病院
林　正

手術に対する不安の表出
がみられる患者の看護

亀岡シミズ病院
中川　拓哉

退院指導における
コミュニケーション
～プロセスレコードを用
いての振り返り～

シミズ病院
中地　千裕

患者への傾聴・共感とは
～悲嘆のある患者との
関わりを通して～

シミズ病院
近藤　萌

脳卒中患者の障害受容
に向けた関わりについて

亀岡シミズ病院
田口　佳奈

認知機能が低下している
高齢患者のニーズを知る
～コミュニケーション手法
バリデーションを用いて～

第1会場

第2会場

京都府新人看護職員研修事業
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Ⅶ集録発表

洛西シミズ病院
小林　伊緒

入職し患者との関わり・
学んだこと

シミズ病院
香川　万里子

コミュニケーションの
重要性
～先輩看護師からの学び～

シミズ病院
山上　知夏

寝たきり患者の看護
～認知症患者との関わり
を通しての学び～

Ⅵ
[第3群]

第2会場
洛西ニュータウン病院

亀岡シミズ病院
看護師
柿本 麻帆

座長

亀岡シミズ病院
看護部長
福井　千秋

講評者

洛西ニュータウン病院
森田　奈緒

自宅退院を見据えた
高次脳機能障害患者の
食事支援

洛西ニュータウン病院
林　 豊

大腸切除手術を受けた
患者への食事指導

洛西シミズ病院
青地　千佳

後期高齢者の経管栄養
手技獲得への関わり
～パンフレットによる視覚
的アプローチの必要性～

洛西ニュータウン病院
林　彩花

誤嚥性肺炎を繰り返す
患者の摂食・嚥下ヘの関わり
～ポジショニング・口腔
ケアの重要性～

シミズ病院
寺谷　文音

誤嚥性肺炎予防のための
看護の重要性

Ⅴ
[第3群]

第1会場
洛西シミズ病院

亀岡シミズ病院
看護師
猪口　正美

座長

洛西シミズ病院
看護師長（教育担当）
山口 亜紀子

講評者

洛西ニュータウン病院
石原　裕介

糖尿病患者のインシュリン
療法導入への関わり
～セルフケア確立に必要
なもの～

洛西シミズ病院
山本　楓

内服薬自己管理に
取り組む患者の看護

洛西ニュータウン病院
髙田　英恵

自宅への退院調整が
必要な患者の内服自己
管理の取り組み

Ⅳ
[第2群]

第2会場
洛西ニュータウン病院

亀岡シミズ病院
看護師
柿本　麻帆

座長

シミズ病院
看護師長（教育担当）
六車　共代

講評者

洛西ニュータウン病院
谷口　敦美

ストーマ管理指導を
通しての学び
～患者の全体像を
とらえることの重要性～

洛西シミズ病院
津田　真衣

退院後の生活に向けた
排泄援助
～安心できる生活を
送るために～

洛西ニュータウン病院
織田　成巳

寝たきり状態にある患者の
自宅退院へ向けた食事・
排泄ヘの関わり

シミズ病院
岸　遼太

尿失禁のある患者に
対しての看護

第1会場 第2会場
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介護老人保健施設シミズひまわりの里に
外国人技能実習生「２期生」が入職しました！！
　新型コロナウイルスの影響で入国が遅れ心配しておりましたが、フィリピンから
外国人技能実習生の２期生３名が、２月８日、無事にシミズひまわりの里へ入職し、
翌９日に歓迎会を行いました。
　コロナ禍のため盛大にとはいきませんでしたが、日本人職員がフィリピン語で挨
拶をしたり、実習生からはシミズひまわりの里にちなみ流暢な日本語で『ひまわりの
約束』（秦基博）の歌のプレゼントがあったりと、和やかな雰囲気に包まれました。ま
た、入職して約１年が経過した外国人技能実習生１期生の３名も参加し、日本に来て
毎日を過ごす中で驚いたことや苦労話を交えて、先輩として心強いアドバイスを伝
えてくれました。
　今後は、日本での生活に早く慣れ、１期生の協力も得ながら介護の仕事を着実に学
んでいけるよう環境作りに努めていきたいと思います。

　このたび、シミズ病院グループのホームページを全面的にリ
ニューアルし、病院や介護施設などを利用される皆さまに、見
やすく使いやすいページとなるよう製作しました。特に昨今
は、スマートフォンで閲覧される方々が大半で、片手で操作で
きるようにも配慮しています。また、地域の医療機関や在宅介
護事業所の皆さまと連携を取りやすくするため、各病院のペー
ジからは診察依頼表や検査予約表などがダウンロードでき、各
介護施設のページからは介護サービスの空き情報が確認でき
ます。ぜひ一度、関連ページをご覧いただき、ご意見をお寄せい
ただければ幸いです。　なお、新ホームページは現在も改修中

で、４月１日に
グランドオープ
ン予定です。ど
うぞよろしくお
願 い い た し ま
す。

ガルシーヤ・ロレリーン・
ベッレン

（通称・ロレリーン）

グッティエレズ・
ジェッシルー・ダカ
（通称・ジェッシルー）

バカロ・ロシャイン・
ヴィリャヌエヴァ
（通称・ロシャイン）

シミズ病院グループのホームページを
１０年ぶりに刷新いたしました！

理事長、施設長と

ひまわりの里職員と

2期生（左３名）と1期生（右３名）

プレゼントされた似顔絵

２期生紹介
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