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理 事長あいさつ
早いもので、今年も締めくくりの時節となりました。
さてこの一年、さまざまな出来事がありました。一
番大きな出来事は、５月１日に「平成」から「令和」
へ御代が変わったことでしょう。大きな地震、大雨や
台風１５号・１９号による被害など悲しい出来事もあ
りましたが、１１月に幕を閉じたラグビーワールド
カップでは、日本代表がその半数を海外出身選手で占
めながらも「One Team( ワンチーム )」をスローガ
ンに選手全員が一丸となり突き進む姿に、多くの国民

が熱い声援を送ったのではないでしょうか。
これまでシミズ病院グループは、地域の医療・福祉
の向上のため診療・介護のみならずあらゆることに積
極的に取り組んでまいりました。来年も、グループが
一丸となり地域の皆さまのために専心努力する所存で
すので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
医療法人清仁会

理事長

清水 史記

「日本医療機能評価機構認定医療機関」認定証が、
洛西シミズ病院に交付されました
洛西シミズ病院では、
７月１０日から２日間、
日本医療機能評価機構
認定医療機関としての２度目の認定更新（3rdG:Ver2.0）
の審査を受
け、
このたび「認定第JC1683-3号」主たる機能：一般病院１ならび
に
「認定第JC1689号」副機能：リハビリテーション病院として１０月
４日付で認定となり認定証が交付されました。
今後も、認定にふさわしい病院として、病院長を先頭に医師・医療
スタッフなど全職員で、常に進化し続けるその時代の医療サービスの
標準を意識しながら、
さらなる医療の質の向上をめざしてまいります。

第６回（京都西地区）、第７回（亀岡地区）の地域連携懇話会を
２０２０年２月に開催いたします
第６回 シミズ病院グループ地域連携懇話会

第 7 回 シミズ病院グループ地域連携懇話会

テーマ：
「健康寿命を延ばすために〜生活習慣病について考える〜」

テーマ：
「いま、医療者・介護者に求められているもの」

日

時

２０２０年２月１日（土）

日

懇話会：17：15 〜19：20（受付開始 16：45 〜）
懇親会：19：30 〜

場

所 ホテルグランヴィア京都 ５階竹取の間（JR 京都駅中央口）

発表① シミズ病院 脳神経外科副部長 垣田 寛人 医師
発表② 洛西ニュータウン病院
特別講演 「ウイルス性肝炎制御可能となった時代の
高齢者２型糖尿病合併NAFLD治療を考える」
大阪医科大学先端医療開発学寄附講座
（消化器内科）
特任教授
大阪医科大学附属病院肝疾患センター センター長 福西 新弥 先生

時

２０２０年２月 15 日（土）

懇話会：15：00 〜17：30（受付開始 14：30 〜）
懇親会：17：30 〜

場

所 ガレリアかめおか ２階大広間（亀岡市余部町宝久保１−１）

発表① 「亀岡シミズ病院における歩行障害に対する脳神経外科治療」
亀岡シミズ病院 脳神経外科部長
諏訪 英行 医師
発表② 「医療・介護現場のコミュニケーション」
亀岡シミズ病院 地域医療連携室 課長心得
柴田 亮
特別講演 「医療者と患者のコミュニケーション」
認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML 理事長 山口 育子 先生
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「第５回 亀岡シミズ病院 市民健康講座」に、
１１８名のご参加が
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。１０月
１９日には、桂地区、洛西地区に続き亀岡地区（亀岡市立東部文化セ
ンター）で「第５回 亀岡シミズ病院 市民健康講座」を開催し、１１８名
の方々にご参加いただきました。その概要をご紹介いたします。

血圧と高血圧の話

〜できるだけわかりやすく〜
亀岡シミズ病院

内科・循環器科

ご 存 じ の と お り「血 圧」と は、
心臓から押し出される血液の圧力
のことです。血圧には、心臓が血
液を送り出す際の収縮期血圧（最
高血圧、上）と心臓が血液を送り
出した後の拡張期血圧（最低血圧、
下）があります。成人における正
常血圧（診療室血圧）値は、上が
１２０以下かつ下が８０以下です。
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深井

眞澄

医師

高血圧値は、診療室血圧では上が
１４０以上かつ（または）下が９０
以上、家庭血圧では上が１３５以
上かつ（または）下が８５以上と
学会で定義されています。家庭血
圧は、朝と晩の２回、座位１〜２
分の安静後に測定します。朝は起
床後１時間以内・排尿後・服薬前・
朝食前に、晩は就寝前に測定します。
高血圧と言われたら、自覚症状
の有無によらず治療を受けてくだ
さい。高血圧が長年続くと血管を
損ない、脳卒中や心臓病などの深
刻な合併症を引き起こすリスクが
高まるからです。治療の一環とし
て、生活習慣の改善も必要です。
食塩制限（１日摂取量が６グラム
未満）や野菜・果物・魚の積極的
な摂取、コレステロールや飽和脂

肪酸の摂取を控える、適正体重の
維持、適度な運動（特に有酸素運
動）、節酒、禁煙を心がけてくださ
い。キーワードは、「心穏やかに、
塩分控えて、運動を」です。

糖尿病のウソ＆ホント

〜知らないと損するホントのこと〜
亀岡シミズ病院

糖尿病ケアサポートチーム

「２０１６年国民健康・栄養調査」 しょう。
で、日本で糖尿病が疑われる成人 「糖尿病クイズ」
：糖尿病は無症状
が約１千万人いると言われており、 のことが多く、高血糖のまま放っ
しかも年々増加していると考えら
ておくと徐々に血管が傷つき合併
効果的で、息が弾むが隣の人と会
れます。亀岡シミズ病院では、糖
症を起こしてしまうので、早くか
話ができるくらいの強度で、週３
尿病療養指導士という資格を持っ
ら治療に取り組みましょう。「ヘモ
〜５回程度継続して行いましょう。
た管理栄養士・看護師・薬剤師・
グロビン」は貧血を診る値ですが、 「薬物療法クイズ」
：クスリは、そ
理学療法士からなる「糖尿病ケア 「ヘモグロビンA1c」は過去１〜２
れぞれ効き方が違うので、自分の
サポートチーム」を立ち上げて活
カ月間の血糖の平均を表す値で、 服用しているクスリについて勉強
動しています。今回は、クイズ形
6.5％以上で糖尿病と診断されます。 しておきましょう。どのクスリも、
式 で 糖 尿 病 の 勉 強 を し て い き ま 「食事療法クイズ」：糖尿病治療は、 飲み忘れた後、次のタイミングで
まず「食事療法」、次に「運動療法」、 １度に２回分飲んではいけません。
最後に「薬物療法」の順で行います。 インスリン注射は、一回打つと一
クスリだけに頼ると、クスリの量
生打ち続けなければならないと
や種類がどんどん増えることにな
思っている方が多くおられますが、
り、副作用も出やすくなります。 必要な場合にのみ使用します。痛
また、アルコールは、特に糖尿病
みもほとんどありません。
薬を飲んでいる人は低血糖を起こ
亀岡シミズ病院では、毎月第１
しやすく、血糖コントロールも難
金曜日に「糖尿病カフェ」を開催
しくなるので注意しましょう。
しています。興味のある方のご参
「運動療法クイズ」
：有酸素運動が
加をお待ちしています。

要介護状態になっても在宅で暮らす
〜支援を受けて自分らしく生きる〜
亀岡シミズ居宅介護支援事業所
介護保険を利用するためには、ま
ず市町村の担当窓口に申請した上
で、要介護認定を受けなければなり
ません。要介護認定は、６５歳以上
あるいは４０歳から６４歳の特定疾
病の人が受けられ、介護度が要支援
１〜２、要介護１〜５のいずれかに認
定されると介護保険サービスを利用
できます。居宅介護支援事業所のケ
アマネジャーが担当するのは、要介

管理者

一谷

芳美

護１〜５の方々です。次に、行政から
送付された一覧表や地域包括支援セ
ンターでの相談などを参考に居宅介
護支援事業所を選び、その中で担当
⑩通所介護（デイサービス）
⑪短期
のケアマネジャーが決まったらサー
入所生活介護・短期入所療養介護
ビスを利用するための計画書（ケア （ショートステイ）です。サービス
プラン）をケアマネジャーと相談し
利用料は、収入に応じて１〜３割の
ながら作成してもらいます。そして、 自己負担になり、介護保険料も支払
ケアプランを実行してくれるサービ
い続けなければなりません。ケアマ
ス事業者と契約します。その間のさ
ネジャーの費用は介護保険から支払
まざまな手続きを円滑に進めるのが
われますので、利用者さまから徴収
ケアマネジャーの役割です。
することはありません。
さて、在宅で利用できる介護保険
要介護状態になっても、介護保険
サービスは、概ね１１種類あります。 サービスを利用しながら、住み慣れ
①訪問看護②訪問介護③訪問リハ
た自宅で自分らしく生活することは
ビリテーション④訪問入浴介護⑤福
可能です。ケアマネジャーは、介護
祉用具貸与⑥特定福祉用具購入⑦
の専門家です。介護についてお困り
住宅改修⑧居宅療養管理指導⑨通
になられた際には、いつでもご相談
所リハビリテーション（デイケア） ください。
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洛西シミズ病院の廣藤整形外科部長が、
老人福祉センターで講演をしました
京都市洛西
老 人 福 祉 セン
ターと西 京医
師 会 から 要 請
を受け、洛西シ
ミズ 病 院 整 形
外科部長の廣
藤真司医師が、
▲廣藤医師
１１ 月 ２ １ 日
（木）午後に「京都市洛西老人福祉

センター健康講座」で講演を行い
ま し た。こ の 講 座 は、主 に 洛 西
ニュータウン地区の６０歳以上の
高齢者を対象に、心身の健康につ
いて正しい知識を身につけて明る
く健やかな毎日を送るための支援
をするものです。
廣藤医師は、整形外科で治療す
ることの多い、上肢（肩から手ま
で）の末梢神経の圧迫や損傷につ

いて「手のしびれについて〜抹消
神経障害〜」をテーマに、その原
因と診断、治療の仕方について説
明し、適切な治療を受けるようア
ドバイスしました。

洛西ニュータウン病院の大野循環器内科医長が、
第１回減塩教室を催しました

▲大野医師

▲土高管理栄養士

１ １ 月 １ １ 日（月）午 後、洛 西
ニュータウン病院で循環器内科医
長の大野和則医師主宰「第１回減
塩教室 朝食編 〜パン朝食の献立
〜」を開催しました。
大野医師に加え、栄養部の土高
沙由利管理栄養士、院内喫茶うま

かろうの淀川暁
人料理長が具体
例を挙げながら、
今すぐ実践できる
ひと工夫につい
て講演しました。
急遽増席するほ
ど多くの方々に
▲淀川料理長
ご参加いただき、
最後に近隣のパン屋さん協力のも
と、焼きたて減塩パンの試食会も
行うなど大変好評でした。減塩パ
ンは、今後、院内での販売を視野に
商 品 開 発 を 行 う 予 定 で す。な お、
「第 ２ 回 減 塩 教 室 朝 食 編②〜 ご
はん朝食の献立〜」は、２０２０年

２ 月 １ ０ 日（月）１ ４ 時 か ら 洛 西
ニュータウン病院で開催予定で
す。

世界糖尿病デーに関連したイベントを、
洛西ニュータウン病院で行いました
毎年１１月
１４日は「世界
糖尿病デー」と
定められ、世界
各国でさまざ
まなイベント
が実施されて
い ま す。洛 西
▲野口医師
ニュータウン
病院では、１１月１２日（火）に関
連イベントを行いました。
午前の部では、１階ロビーで血
シミズの風
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糖値とHbA1cの測定、薬剤師・看
護師・管理栄養士による相談会、
理学療法士による健康体操を行い
ました。午後の部では、洛西ニュー
タウン病院第二内科副部長で糖尿
病専門医の野口周也医師に、
「世界
糖尿病デーって何の日？」をテー
マに、糖尿病の歴史や血液検査の
見方について講演していただきま
した。１日を通して参加していた
だいた方もおられ、大盛況でした。

▲健康体操

▲相談会

亀岡シミズ病院が地域イベントで、
糖尿病の啓発活動を行いました！
１０月２６日に亀岡市のガレリ
アかめおかで行われた「健康いき
いきフェスティバル２０１９」で、
亀岡シミズ病院の「糖尿病ケアサ
ポートチーム」が糖尿病の啓発活
動を行いました。
HbA1cや 血 糖 値 の 無 料 測 定 を
はじめ、糖尿病性網膜症を体験で
きるゴーグルを装着しての魚釣り
ゲーム、看護師手作りの足病変の
模型を展示したコーナーを出展
し、どれもが大変好評でした。ブー

スには、
１５０名を
超える来
場者があ
り、糖尿病
に対する
市民の皆
さまの意識の高さを感じました。
これからも多職種協同のスタッフ
が 連 携 し、糖 尿 病 ケ ア サ ポ ー ト
チームの活動を一層盛り上げてい
きたいと思います。

京都市境谷地域包括支援センターが共催する
「お困り事サポート展 in 洛西」を開催しました
京都市境谷地域包括支援セン
ターは、京都市沓掛地域包括支援
センターと協力し、洛西地域にあ
る、配食・洗濯・掃除等の生活サー
ビスや見守りサービスなど、日常
のちょっとした困り事や不安を解
決できる社会資源の紹介を行って
います。
３年目となったシニア向け「お

困り事サポート展in洛西」
（１０月
３０日午前、京都市西京区のラク
セーヌで開催）では、特に住民同士
の助け合いを目的に活動されてい
るボランティア団体にも出展いた
だきました。来場者は回を追うご
とに増えて今回は２００名以上、
ニーズの高さを実感しています。
住民の皆さまが安心して洛西地域

で暮らし続けられるよう、引き続
きサポートできればと考えていま
す。

「第１０回アイリス福祉会介護教室」で、
認知症ケアの技法を紹介しました
１０月２６日（土）午後、アイ
リス福祉会１階の地域交流多国山
ホールで「第１０回アイリス福祉
会介護教室」を開催しました。
職員が半年かけて準備を行い、
家庭でもできる認知症ケア技法
「ユマニチュード」を地域の方々
に理解いただけるよう講座解説と
寸劇で紹介しました。その他、
「き
くち体操」や介護技術講座「おむ
つの種類・選び方・あて方」では、
参加者にも実践していただきまし
た。また、普段食べる機会の少な
い「ソフト食」の試食や入所相談、
認知症カフェ、南丹地域包括支援
センターの方々による健康測定等

▲寸劇では、ユマ二チュード技法を使った
良い例、使わなかった悪い例を紹介

のブースにも足を運んでいただ
き、大盛況でした。
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シミズふないの里で、
「秋の大運動会」を実施しました
毎年恒例の「秋の大運動会」を、１０月２９日
（火）午後に施設１階エントランスホールで
開催しました。
各療養棟とデイケアの４つのチームに分か
れ、 ボール送り 等の競技を行い、利用者
さまと職員が一丸となり、熱い戦いを繰り広
げました。応援合戦では、各チームとも工夫
を凝らし、何度も練習を重ねた成果で迫力の
あるものとなりました。また、「京都八木よ
さこい」による、よさこい踊りの披露もあり、
利用者さまの笑顔や生き生きとした姿が見ら
れ、楽しいひと時を過ごすことができました。

▲大盛り上がりの

ボール送り

▲「京都八木よさこい」

！

▲応援合戦

シミズひまわりの里で、
「ひまわり祭」を開催しました
１０月１９日（土）午後、シミズひまわり
の里の恒例行事「ひまわり祭」を行いました。
今年はあいにくの天気で屋内での開催と
なり、飲食スペースの確保が難しくご迷惑
をおかけしました。しかし、ロビーでは「た
こ焼き」
「フランクフルト」
「ぜんざい」
「ケー
キ」
「ゲーム」
「くじ引き」などの屋台が並び、
利用者さまやご家族の合計２５０名にご参
加いただき、大盛況となりました。また、ア
ンサンブル・クローバーの皆さまによる演奏
会では、利用者さまにも一緒に歌っていた
だき、会場全体に満足感が広がる祭となり
ました。

消 防 訓 練
洛西シミズ病院が西京区代表で
「京都市自衛消防隊訓練大会」に出場しました
１０月３１日、京
都市全域を対象に行
われた「第３０回京
都市自衛消防隊訓練
大会」に、洛西シミ
ズ病院チーム（善家
管理課長、木村医事
課員、坂田医事課員）
が出場。西京区代表にふさわしい屋内消火栓操法を披
露し、拍手喝采を受けました。

シミズの風

Vol.87

亀岡シミズ病院も地域の消火訓練大会に
参加し、奮闘しました
１ ０ 月 １ １ 日 に、
アル・プラザ亀岡の
駐車場で「第４１回
亀岡自衛消防隊連絡
協議会消火訓練大
会」が開催され、亀
岡シミズ病院から消
火器操法の部に出場
しました。日頃の訓練成果を披露するとともに、自主
防火の重要性を再認識いたしました。

