
　このたび亀岡シミズ病院では、２００２年より稼働しているMRI
装置（GE製 Signa Lx 1.5T）のバージョンアップ（Newgrade）を
行い、最新型のSIGNATM Explorer 1.5Tへと生まれ変わりました。
　この新ＭＲＩ装置には、最新の光デジタル伝送技術（OpTix）が搭
載され、従来よりも画質が向上しています。さらに革新的な画像再
構成技術（AIRTM Recon）は、画像に対して撮像範囲外からのノイ
ズの混入やアーチファクト（偽像）を抑えることができ、より診やす
い画像を提供することができます。
　大学病院などでも使用されている超高速撮像技術（Hyper 
SENSE：圧縮センシング）も使用可能なため、3D撮像による高精
細画像が従来よりも短時間で得られます。また、検査中に患者さま
が動いてしまった際の補正が可能なため、再撮像を減らすことがで
き、検査時間の余計な延長を防げます。
　２０２１年６月1日より亀岡シミズ病院では、造影剤を用い
ない全身の血管撮像（非造影MRA）や脳血流検査（3D ASL：非
造影脳灌流画像）、脳内の神経線維の走行の検出が可能な拡散テ
ンソル（DTI：Diffusion Tensor Imaging）、全身の拡散強調
画像（全身DWI）など、従来の装置ではできなかった検査にも対
応しています。

お問い合わせや検査予約は、
TEL. ０７７１－２３－００１３まで

SIGNATM Explorer 1.5T

頭部MRA

非造影腎動脈

拡散テンソル 頸椎

脳灌流画像 前立腺

腰椎

手関節

亀岡シミズ病院に、新ＭＲＩ装置を導入しました
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新任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任のご紹介■２０２1.０４.０１付

岩田　長瑠  医師
いわ   た　　　  たけ 　る

洛西シミズ病院
整形外科

●平成３０年卒
●専門分野：整形外科一般
●担当外来　洛西シミズ病院（土曜）

　大阪医科大学を卒業し、初期研修後
に大阪医科大学整形外科学教室に入
局しました。整形外科医として未熟な面
が多々ありますが、患者さまのために頑
張っていきますので、よろしくお願いい
たします。

宮田　愼平 医師
みや　た　     　しん  ぺい

洛西シミズ病院
整形外科

●平成３０年卒
●専門分野：整形外科一般
●担当外来：洛西シミズ病院（金曜）

　大阪府出身、大阪医科大学卒で、大
阪医科大学整形外科学教室に入局しま
した。整形外科医としてまだまだ未熟で
はありますが、患者さまのためになるよ
うに精一杯頑張っていきますので、よろ
しくお願いいたします。

　京都府出身、兵庫医科大学を卒業
し、大阪府済生会中津病院で腎臓内科
として後期研修を行っておりました。患
者さまのために頑張っていき、地域医
療に貢献できればと思っております。な
にとぞよろしくお願いいたします。

藤原　光史  医師
ふじ  わら　　   みつ  ひと

洛西シミズ病院
内科

●平成２７年卒
●専門分野：腎臓内科
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医
●担当外来：洛西シミズ病院（水曜） 

愛甲　一樹  医師
あい  こう　　  かず　き

洛西シミズ病院
麻酔科

●平成２９年卒
●専門分野：麻酔科

　大阪医科薬科大学麻酔科学教室に入局。経験・知識ともに
未熟ではありますが、日々努力して、人間・医師として成長し
ていくことができるように頑張っていく所存です。至らぬ点も
多々あるかとは思いますが、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

　大阪医科大学整形外科学教室に入
局し、後期研修 4年目に洛西シミズ病
院で勤務させていただくこととなりま
した。地域医療への貢献と自身のさら
なる成長を目指し、精進してまいりま
す。なにとぞよろしくお願い申し上げま
す。

吉村　柚木子  医師
よし  むら　　　 ゆ     き     こ

洛西シミズ病院
整形外科

●平成２８年卒
●専門分野：整形外科一般
●担当外来　洛西シミズ病院（木曜）

浦部　博志  医師
うら   べ　　　  ひろ    し

シミズ病院
脳神経内科部長

　脳神経内科医が診る病気の中でも、脳
卒中を専門にしています。当院にくるま
では脳卒中のすべての状態を診ること
ができるように急性期・回復期（リハビ

リテーション）、生活期にわたって従事しておりました。当院で
超急性期治療に関わりながら、地域と連携を取り、微力ではあ
りますが地域の医療に貢献できるように努めたいと思ってい
ます。

●平成１３年卒　　●専門分野：脳卒中
●認定・専門等：日本内科学会認定総合内科専門医、日本
　　　　　　　　神経学会専門医・指導医、日本脳卒中学
　　　　　　　　会専門医、日本リハビリテーション医学会
　　　　　　　　認定リハビリテーション科専門医、義肢装
　　　　　　　　具判定医師
●担当外来：シミズ病院（水曜、金曜）

新任 新任

新任 新任

新任 新任
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沼　圭次朗  医師
ぬま　　　けい　 じ　ろう

洛西シミズ病院
消化器内科

　奈良県立医科大学を卒業し、初期研
修後に大阪医科大学消化器内科に入
局しました。消化器系悪性腫瘍に対す
る化学療法を専門としていますが、消
化器疾患全般の診療も行っておりま
す。至らない点も多々あるかと思いま
すが、よろしくお願いいたします。

池上　貴子  医師
いけ がみ　　　たか　こ

洛西シミズ病院
消化器内科

●平成２７年卒
●専門分野：消化器系悪性腫瘍、消化器一般
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医
●担当外来：洛西シミズ病院（水曜・土曜）

　大阪医科大学出身です。専門分野は
下部消化管ですが、内視鏡治療含め消
化器疾患全般に対応していきたいと思
っております。至らない点も多々あるか
とは思いますが、なにとぞよろしくお願
いします。

●平成２７年卒
●専門分野：大腸腫瘍
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医
●担当外来：洛西シミズ病院（水曜•土曜）

新任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任のご紹介■２０２1.０４.０１付

篭島　瑞穂  医師
かご  しま　　　みず　ほ

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

●平成１９年卒
●専門分野：リハビリテーション全般、一般内科
●認定・専門等：義肢装具判定医師

　会社員の後に内科医師、その後リハ
ビリテーション科入局、昨年は地元で
訪問診療に従事していましたが、今年
度より当院復職となりました。患者さま
の幸せのために何ができるか、初心を
忘れず前向きに取り組んでまいります。
よろしくお願いいたします。

萱谷　仁 医師
かや  たに　　 ひとし

洛西ニュータウン病院
脳神経外科

●平成２４年卒
●専門分野：脳神経外科一般

　４月から洛西ニュータウン病院に入
職しました。滋賀医科大学で４年間、レ
ジデントとして脳外科の後期研修を行
い、その後１年間は滋賀県の草津総合

病院で急性期医療に携わりました。脳神経疾患の医療を通し
て、深くて広い脳神経科学を経験できることは、大変貴重であ
ると考えています。皆さまのお役に立てるよう頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。

　『手術数でわかるいい
病院２０２１』（朝日新
聞出版）の脳血管疾患治
療のコーナーにシミズ
病院が取り上げられ、京
都地区で７年連続1位、
近畿地区で７位の治療
数となりました。昨年、

シミズ病院は日本脳卒中学会より「一次脳卒中セン
ター（ＰＳＣ）コア施設」に認定されており、京都地
域の脳卒中治療の中核施設としての役割が期待さ
れています。２４時間３６５日、高度急性期の治療
が適切に行えるよう体制強化に努めてまいります。

医療データムック『手術数でわかるいい病院』２０２１年版で、
シミズ病院が脳血管疾患治療で京都地区 7年連続トップに！

新任 新任

新任 新任
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布施　由佳  医師
ふ　  せ　　　  ゆ　  か

シミズ四条大宮クリニック
内科／健診センター

　２０１９年４月からシミズ病院で勤務
を開始し、本年４月に脳神経外科部長
を拝命いたしました。退職者もおりさら
に忙しくなりますが、今後も後進の指導
を行いながら、患者さまのため、また、病
院のために精進していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

垣田　寛人  医師
かき   た　　　 ひろ   と

シミズ病院
脳神経外科部長

●平成１５年卒
●専門分野：脳血管障害
●認定・専門等：日本脳神経外科学会認定脳神経外科専
　　　　　　　　門医・指導医、日本脳神経血管内治療
　　　　　　　　学会認定脳血管内治療専門医
●担当外来：シミズ病院（月曜初診のみ、金曜予約のみ）

　このたび、シミズ四条大宮クリニック
に入職いたしました。兵庫医科大学を
卒業後、兵庫県の養成医として主に但
馬地域で地域医療に従事してまいりま
した。今後も地域に根差した医療を提
供できるよう頑張りますので、なにとぞ
よろしくお願いいたします。

●平成２３年卒
●専門分野：内科一般、消化器内科
●認定・専門医：日本内科学会認定内科医
●担当外来：シミズ四条大宮クリニック
　　　　　　内科（火曜）、健診センター（月曜、水曜～金曜）

新任・就任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任・就任のご紹介■２０２1.０４.０１付新任・就任のご紹介■２０２1.０４.０１付

万波　誠  医師
まん  なみ　　 まこと

洛西シミズ病院
整形外科副部長

●平成１８年卒
●専門分野：整形外科
●専門・認定等：日本整形外科学会認定整形外科専門医、
　　　　　　　　日本リウマチ学会認定リウマチ専門医、
　　　　　　　　日本骨粗鬆学会認定医
●担当外来：洛西シミズ病院（月曜、水曜）

　人工関節、外傷手術を中心にお手伝
いさせていただいています。近年、関節
リウマチ・骨粗鬆症の豊富な薬剤選択
が可能になっています。外来枠が増え
ましたので、それらを活かした治療を行
いたいと思います。今後ともよろしくお
願いいたします。

村田　喜代史 医師
むら　た　　　　き　  よ　  し

洛西ニュータウン病院
副院長（放射線科部長）

●昭和５３年卒
●専門分野：放射線科全般
●専門・認定等：日本医学放射線学会認定放射線専門医・
　　　　　　　　指導医、日本核医学学会認定核医学専門
　　　　　　　　医、肺がんCT検診認定機構認定医

　洛西ニュータウン病院放射線科に赴
任して２年が過ぎましたが、このたび当
院の副院長を拝命しました。新型コロナ
ウイルスへの対応など、未経験の業務

も多くなっていますが、さまざまな職種間の連携を大切にしな
がら、地域医療に貢献すべく、微力を尽くしていきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

岸本　伸也
きし  もと　　　しん　や

洛西シミズ病院
事務部長

　充実したチーム医療が提供できるよ
うに職種多様なコミュニケーションによ
る組織力のある洛西シミズ病院を目標
とし、職員にとっても、患者さまにとって
も、良い病院と実感いただける環境づ
くりに努めます。近隣の医療機関・施
設さまのニーズにしっかりと応えられる
地域に根ざした病院を目指します。

小中　宏三
  こ   なか　　   こう  ぞう

アイリス福祉会
総合施設長

　このたびアイリス福祉会総合施設長
を拝命いたしました。アイリス福祉会
（特養・ケアハウス・グループホーム
を運営）は今年で開設１８年を迎え、地

域における役割もさらに大きな責任が求められています。微
力ではございますが、お役に立てるよう専心努力いたす所存
でございます。どうか今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。

新任

就任

就任

就任

就任

就任
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　京都新聞主催の「第３０回健康生活講座」が、
４月１８日（日）１４時から京都新聞文化ホー
ル（京都新聞ビル７階）で開催され、「病気の予
防から治療後まで」をテーマに医師４名による
パネルディスカッションが行われました。同講
座は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で再々
延期されていましたが、３００名収容の会場に
入場者を１００名に限定し座席間隔を空け、さ
らにマスク着用と手指消毒を徹底する等の感染
対策を施した上で開催されました。
　シミズ病院からは、脳神経外科部長の垣田寛人医師が脳梗塞の原因
や症状、病院での患者対応、予防のポイントをパワーポイントや資料
に基づいて解説しました。身振り手振りを交えた脳梗塞発症直後の症
状の話に、参加者も目を閉じたまま腕を上げるなどして確認していま
した。垣田部長は、「脳梗塞の治療は時間との勝負。脳梗塞を疑う症状
があれば、様子を見ずすぐ救急車を呼んでほしい」と呼びかけました。

　５月１５日（土）午前９時から、昨年４月に入職したセ
ラピスト３０名が１年間臨床で学んだ成果を発表する「清
仁会リハビリテーション科　２０２０年度新人症例発表
会」を開催しました。新型コロナウイルスの緊急事態宣言
下ということもあり、各勤務先６施設をリモートで結び、
同一施設内でもさらに会場を分散させるなど感染対策には
最大限配慮して実施いたしました。

　８セッションに分かれた３０名は、プリセプターの指導
のもと実践してきた研究症例の経過や考察について報告
し、参加者から助言を受けて見識を深めました。先輩たち
にとっても、最新の学術に基づいた新たなリハビリ技法を
知る機会になっており、患者さまの早期回復・早期社会復
帰という目標達成に向けたリハビリテーション科全体のレ
ベルアップにつながっています。

洛西ニュータウン病院 亀岡シミズ病院 シミズ四条大宮クリニック シミズふないの里

シミズ病院 シミズ病院 洛西シミズ病院　一般 洛西シミズ病院　回リハ

清仁会リハビリテーション科　２０２０年度新人症例発表会

シミズ病院の垣田脳神経外科部長が、
京都新聞「健康生活講座」で講演しました

垣田脳神経外科部長
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シミズ病院グループ　医療法人清仁会

２０２１「地域医療連携室」「相談課」をご紹介します！

●地域医療連携室
TEL. ０７５－３８１－５１６１（代表）　FAX. ０７５－３８２－５１８０（直通）

■外来予約・転院受入相談：桂  真奈美／原田  千春
■退院支援・医療福祉相談：森川  卓課長（社会福祉士・介護支援専門員）／
池田  彩希主任心得（社会福祉士）／重田  優茉（社会福祉士・精神保健福祉士）／
小坂  奈央（社会福祉士）／西邑  陽子（保健師・看護師）
■営業・広報：林  秀晃主任心得／岡田  尚子

当院の地域医療連携室は、①外来予約・転院受入相談、②退院支援・医療福祉
相談、③営業・広報の大きく３つの機能に分かれており、社会福祉士や看護師
などの専門職が携わっています。それぞれが十分に機能を発揮するとともに
院内外との連携を図り、地域の皆さまの信頼・期待に応えられるよう努めて
います。

シミズ病院

●相談課
TEL. ０７７１－４３－２１１１（代表）　FAX. ０７７１－４２－３９３３（代表）

田井  香代係長（支援相談員、ケアマネジャー）／
齋藤  美貴主任（支援相談員、ケアマネジャー）／中村  幸子（ケアマネジャー）／
野邊  薫（支援相談員）／嶋村  舞由香（支援相談員）

シミズふないの里は、支援相談員２名が相談援助業務、関係機関との連絡、
調整などを行い、入所の受け入れをしています。入所後は、３名のケアマネ
ジャーがより良い施設生活を送っていただけるように、また、在宅復帰を目
指してのケアマネジメントを行っています。

医療資源の限られた亀岡地域において、当院が提供できる医療サービスを地
域の方々にご活用いただけるよう情報提供しています。また、在宅医療支援
を経験したスタッフが在籍しており、常に在宅療養を目標とした支援を行う
ために院内外との連携を図り、地域の皆さまの信頼・期待に応えられるよう
努めています。

●地域医療連携室
TEL. ０７７１－２３－００１３（代表）　FAX. ０７７１－２４－９７１９（直通）

■外来予約・転院受入相談・退院支援・医療福祉相談：
柴田  亮課長／河原  孝子（看護師）／安藤  みゆき（看護師）／
西川  黎（社会福祉士）／松尾  里奈（社会福祉士）／
松村  健吾（精神保健福祉士）／菅  澄華
■営業・広報：木村  隆丸

亀岡シミズ病院

シミズふないの里
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急性期病棟、地域包括ケア病棟、医療療養病棟があり、患者さまのニーズに合っ
た環境で療養いただくことが可能です。訪問看護など併設されている介護事
業所と連携し、在宅療養支援も積極的に行っています。患者さまや関係機関
の方々から気軽にご相談いただけるようスタッフ一同心掛けておりますので、
遠慮なくお声がけください。

●地域医療連携室
TEL. ０７５－３３２－０１１５（直通）　FAX. ０７５－３３２－７２５５（直通）

■外来予約・転院受入相談：中尾  みゆき／阿路川  香代美／児玉  悦子（看護師）
■退院支援・医療福祉相談：清水  真帆子主任（社会福祉士）／
近藤  正美（社会福祉士）／兼松  純平（社会福祉士）／
宮井  貞和（社会福祉士）／友金  亜希子（看護師）
■営業・広報：坂本  守

地域の医療機関、診療所ならびに介護福祉施設の先生方と連携し、患者さまや利用者さまの紹介・調整および相談窓口
としての業務を行っています。地域の皆さまが安心して受診、入院（入所）、退院（退所）、転院していただけるように、
思いやりを第一に日々取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

●地域医療連携室・相談課
TEL. ０７５－３３１－８７０７（直通）　FAX. ０７５－３３１－８８２０（直通）

地域医療連携室
■外来予約・一般病棟・地域包括ケア病棟転院受入相談：澤井  夏実／本合  亜由美　
■回復期リハビリテーション病棟転院受入相談：中谷  修介主任心得／西本  千早
　相談課　
■一般病棟退院支援・医療福祉相談：宮坂  卓也課長（社会福祉士）／尾関  智代（社会福祉士）／浅
村  雅己（社会福祉士）／山口  桃花（社会福祉士）　　
■回復期リハビリテーション病棟退院支援・医療福祉相談：小村  智美主任（社会福祉士）／
加茂  雅則主任心得（社会福祉士）／桑原  成就（社会福祉士）／立石  大揮（社会福祉士）

地域医療連携室４名、ＭＳＷ８名がおり、他の医療機関との連携をはじめ、地
域の医療介護ニーズに応えられるよう支援しています。また、一般急性期病棟・
地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟ごとにＭＳＷを配置し、
患者さまやご家族の不安・悩みのご相談に応じるとともに、他職種との連携
を図りながらスムーズに退院ができるよう支援しています。

●相談課
TEL. ０７５－３３１－８９００（代表）　FAX. ０７５－３３１－８８０２（代表）

牧  哲広係長（支援相談員）／山﨑  絵美主任（支援相談員）／田中  友美（支援相談員）
澤本  勇一（ケアマネジャー）／西村  友紀（ケアマネジャー）／三浦  寿乃（ケアマネジャー）
佐藤  誠主任（支援相談員） ※２０２１年７月より勤務

シミズひまわりの里では入所、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のサービスを提供しています。支援相談員は利用の
ご相談、申し込みの受付、面談、利用の調整を行っています。ケアマネジャーは、
入所のケアプラン作成を行っています。在宅復帰や転所先の施設紹介は、支
援相談員とケアマネジャーで分担しています。

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
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シミズ病院グループに、
新卒者６９名が入職しました
　２０２１年４月１日、清仁会に６８名、アイリス福祉会に１名の総勢６９名
の新卒者が入職しました。全体入社式は新型コロナウイルス感染対策に伴い
昨年に引き続き見送り、配属施設ごとの入社式となりました。
　清水史記清仁会理事長は、清仁会各会場で放映されたビデオメッセージの
中で「１年間、笑顔で自分から心を込めて挨拶をしてください。挨拶のできる
人は、患者さまや利用者さま、職場の先輩など周りの多くの人から愛されま
す。そして、困ったときにも助けてもらえます。挨拶を心掛けながら知識・経
験・技術を磨き、立派な社会人になってください」と歓迎の言葉を伝えました。
その後、新人職員には辞令が手交され、シミズ病院グループの職員になったこ
とへの自覚を持ったようでした。
　新人職員は、配属先や職種ごとに行われた専門研修で基礎知識を学び、早速
臨床現場で元気に勤務しています。

自己紹介

辞令交付

配属先

シミズ病院 洛西シミズ病院 亀岡シミズ病院

洛西ニュータウン病院 シミズひまわりの里

シミズ
ふないの里

アイリス福祉会

8　シミズの風　2021年夏季号　


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

