
　シミズ病院グループの４病院・１クリニックでは、「地
域の方々の病気への不安を早く取り除き、安心しても
らいたい」という創設以来の思いを実現するため、ＣＴ
４台・ＭＲＩ５台等の検査機器をフル稼働し、即日検査・
即日診断を目指す連携体制を整えています。

　今号では、その一部の検査内容をご紹介いたします。
各機器は、計画的に新機種へ更新しており、患者さま
の負担軽減と的確な診断に必要な検査を実現していま
す。皆さまには、健康チェックのため、ぜひともご利
用いただきたく、ご案内申し上げます。

シミズ病院グループの検査力
　　ＣＴ４台、ＭＲＩ５台を駆使して当日検査を目指す

特集

ここまでできるＣＴ検査

●亀岡シミズ病院（80列CT「Aquilion™ PRIME Focus Edition」）
●洛西ニュータウン病院（320列CT「Aquilion™ ONE」）

　下部消化管内視鏡検査や注腸検査の代わりとして、最近ではＣＴ
による大腸のスクリーニング検査が注目を集めています。ＣＴ画像
から３次元的に大腸を再構築し、コンピュータ画面上で病変の存在
や径、局在を確認することができます。
　検査は、簡単な前処置（食事制限など）は必要となりますが、大
腸内視鏡検査に比べて痛みも少なく、気軽に受けてもらえるＣＴ検
査となっています。

大腸ＣＴ検査1

●洛西ニュータウン病院（320列CT「Aquilion™ ONE」）

　３２０列ＣＴは、１回転のスキャンで一つの臓器（脳・心臓・肝臓等）を画像化
できるため、非常に撮影時間が短く（最短０．３５秒）、動きがある部位にも有効
で高心拍の患者さまにも対応できます。また、高分解能でブレの少ない画像を取得
することができ、低濃度プラークや石灰化の領域もよりはっきりと確認することが
できます。検査後は、わかりやすく３次元画像化した上で結果をお返しします。狭
窄部位等を簡単にご確認いただけます。

2

おもなメリット
　❶短時間でできる検査（10～15分程度）
　❷大腸内視鏡検査に比べて、比較的痛みが少ない
　❸ポリープ（腺腫）やがんの有無・位置が把握できる
　❹保険も適用になる可能性がある
　　大腸がんは、早期発見し適切な処置を行えば根治可能な病気です。
　　大腸が気になる方、また大腸検査を全く受けたことのない方には
　　お勧めの検査です。

冠動脈ＣＴＡ
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ここまでできるMRI検査

●洛西ニュータウン病院（320列CT「Aquilion™ ONE」）

　低線量ＣＴで肺野の結節影の存在や局在を確認する「低線量肺がんＣＴ検診」
を行っています。「逐次近似応用再構成システム（ＡＩＤＲ　３Ｄ）」を搭載して
いますので、通常ＣＴ撮影の最大１／４以上の被ばく低減が行えます。胸部単純
写真では見えにくい縦隔病変や心臓裏等の病変、すりガラス陰影等も明瞭に描出
でき、肺がんの早期発見に繋がります。

　頭部では、ガンマナイフでの転移性脳腫瘍の診断・治療計画において、血管を描
出せず腫瘍のみを描出させることができます。
　整形領域では、脊柱管内の神経組織の圧迫や狭窄などの評価（参考①）、小児や閉
所恐怖症、痛みが強く撮影体位に耐えることのできない患者さまなどに、緊急用や
静音モードのプロトコールを用意し、用途にあわせて質の良い画像を提供していま
す（参考②）。また、肩関節撮影が良くなったとの評価も届いています。
　体幹部においても画質は向上し、息止めをできない患者さまへの撮影や、前立腺
がんの検出能向上（参考③）、非造影検査（参考④）、全身拡散強調画像（MR PET-like 
image)検査（参考⑤）などが行えます。

低線量肺がんＣＴ検診3

洛西シミズ病院（SIGNATM Explorer）1

④非造影検査（下記
の検査は造影剤を使
用せず行います）
4-1下肢動脈撮影
4-2 脳 動 脈・静 脈・
脳表撮影
4-3鎖骨下動脈撮影
4-4腎動脈撮影

⑤全身拡散強調画
像（MR PET-like 
image）検査

①円印部：腰椎椎間板ヘルニア
／矢印部：腰椎神経根

②円印部：股関節骨折
（１分弱で撮影可能）

③円印部：前立腺癌（小
さな信号変化も検出）

4-1 4-2 4-3 4-4

参考画像

■ CT検査別のお問い合わせ先

一般撮影 大腸CT 冠動脈CT 内臓脂肪CT CT Perfusion 平日

最終撮影

土曜日

シミズ病院 〇 - 診察が必要 - 〇 16時まで 要相談

洛西シミズ病院 〇 - - 〇 - 18時まで 16時まで

亀岡シミズ病院 〇 〇 診察が必要 〇 - 16時まで 14時まで

洛西ニュータウン病院

ＴＥＬ

075-381-5161

075-331-8778

0771-23-0013

075-332-0123 〇 〇 診察が必要 〇 ◎ 16時まで 1、3、5週午前中のみ
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＊造影検査につきましては、施設ごとに対応が異なるため、電話での確認が必要です。

よりやさしく、はやく、きれいなMRI検査を求めて
　当院のＭＲＩは、開口径が従来機よりも 11cm 大きくなり、さまざま
な体位で MRI 検査を行うことが可能です。また、脳神経外科、整形外科
領域以外の幅広い検査もできるようになり、各診療科のオーダーにも対
応しやすくなっています。

■ MRI検査別のお問い合わせ先

MRCP 下肢血管
（非造影）

MRマンモ
グラフィ

PET-like 
image VSRAD 心臓MRI 平日

最終撮影

土曜日

〇〇 - - - - - 15時のみ 要相談

〇 〇 - 〇 〇 - 18時まで 16時まで

〇 - - - - - 16時まで 14時まで

〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 16時まで 1、3、5週
午前中のみ

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

シミズ四条大宮クリニック

ＴＥＬ

075-381-5161

075-331-8778

0771-23-0013

075-332-0123

075-813-1300 〇 〇 - 〇 〇 - 16時まで 午前中のみ

① 幅広い検査バリエーション
ＭＲＩが従来から得意としていた脳神経外科、整形外科領域だけでなく、
体幹部・循環器・血管系など全身の幅広い検査バリエーションに対応で
きます。

② 真空技術による検査音低減
一般的に、ＭＲＩは検査中に非常に大きな騒音が発生します。当院のＭＲＩ
では、この騒音の発生源を真空封入しているため、全ての検査音を低減
し、患者さまの負担を軽減できます。

③ 大開口径を活かした検査
開口径が従来機より11㎝大きくなり、楽な姿勢で検査を行えます。例えば、
頭頸部に傾斜をつけた検査や、横向きでの検査が可能となるため、体が曲
がった患者さま、腰痛持ちの患者さまの負担も軽減できます。

④ 薬剤を一切使わない検査
血管検査や全身がん検査では造影剤や薬剤を使用するケースが多く、腎
臓が悪い方や糖尿病持ちの方には使用できない場合があります。当院の
最新ＭＲＩでは造影剤や薬剤を一切用いない血管検査や全身がん検査が
可能となり、患者さまを選ばない非侵襲的な検査を実現しています。

特徴

　光デジタル伝送技術を搭載しており、従来よりも速く高画質で検査を
行うことが可能となりました。新しい画像収集シーケンスにより、動き
の補正、3D でのアイソトロピックなデータ収集、造影剤を使わない
非造影での腹部や下肢の血管撮像等、従来の装置ではできなかった臨床
画像の提供が可能となりました。

呼吸による横隔膜の動きを自動で検出し、データ収集
して撮った膵胆道画像

① より薄く詳細に
関節軟骨の損傷の評価、靱帯の評価、微小な骨折などの描出も可能です。

② 造影剤を用いない血管描出
腹部や下肢の血管が造影剤を用いることなく描出可能です。

③ 自然呼吸下の３Ｄ腹部検査（ＭＲＣＰ）
短時間で撮像でき、息止め不良な患者さまにも対応できます。

特徴

洛西ニュータウン病院（Vantage OrianTM）2

シミズ四条大宮クリニック（SIGNATM Creator）3

側臥位撮像頭頸部チルト撮像

非造影MRA

一般撮影

〇

〇

〇

〇
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ここまでできる超音波診断装置
●亀岡シミズ病院（Aplio α Verifia）

① 操作性と検査効率がワンランクアップ
検査技師の操作性を重視した超音波診断装置で、検査効率が向上して患者さまへの負
担も軽減されます。

② ノイズを低減し、クリアな画質で病変を検出
超音波診断装置の要である送信と受信、Advanced Sync Pulser と Advanced Beam 
Reciever は画質に明らかな違いをもたらします。これに加えて Muti-Harmonic 
Compoundingによって均一な画像を提供します。

③ 肝臓の検査・診断に役立つ
肝臓の線維化の程度を非侵襲的に測定することができ、肝硬変の早期診断に役立ちま
す。この検査につきましては、まず当院の外科または内科にご相談ください。

特徴

ここまでできるマンモグラフィ
●洛西ニュータウン病院（MAMMOREX Pe･ru･ru DIGITAL MGU-1000D）

① デジタル画像により高画質診断が可能
マンモグラフィ撮影に適した直接変換方式FPD搭載で解像力やコントラストがアップし、淡く微
小な石灰化も鮮明に映し出すことができます。高画質診断により、早期乳がんの発見が可能です。

② 初めての方も安心して受診いただける工夫
受診される女性が触れる部分には、威圧感がない丸みをおびた形状（ラウンドフォルム）のデザ
インを採用しています。さらに、高精度な圧力検出により圧迫速度が変化しますので、乳房に急
激な圧力がかかる心配がありません。痛みの少ない検査を提供できます。

③ 低線量で迅速な検査を受けることが可能
検出器がFPDであるため、トータルの検査時間が非常に短くなりました。
加えて放射線量が少ないため、安心して受診いただけます。

④ 検査はすべて女性スタッフが対応
当院は、デジタルマンモグラフィ施設認定を取得しています。検診マンモ
グラフィ撮影認定技師が３名在籍し、すべて女性技師が担当しています。

特徴

ここまでできる消化器内視鏡
●洛西シミズ病院　消化器内視鏡センター

　当院の内視鏡システムは、オリンパスの最新機種で、NBI（狭帯域光法：粘膜
表層の毛細血管と粘膜微細模様を強調表示することで、がん早期発見の手助け
となる）とハイビジョン撮影（従来に比べ走査線数・水平方向画素数が大幅に
増加し、微細な血管や粘膜の表層構造までリアルに観察する）が可能です。ファ
イバースコープは鎮静を行うことや、経鼻で行うこともできます。また、二次読
影までも自院で完結できる「京都市市民胃がん内視鏡検診」を行っています。

消化器内科医より一言
　消化管の病気と思っていたのが、肝・胆・膵の病気の可能性もあります。患者さまの費用対効果、拘束時間を考
えると、「採血・検尿」「腹部超音波検査」「上部内視鏡検査」は、同日に行うほうが良いと考えています。
　検査対象。①投薬しても症状がとれない場合②急な体重減少がある場合は総合的ながん検診を③吐物に血が混在
したり黒色便がみられる場合は上部内視鏡検査を至急に④血便の場合は下部内視鏡検査を至急に⑤便秘・下痢のあ
る人はできれば下部内視鏡検査を⑥特に便潜血検査で陽性の人は下部内視鏡検査を⑦１回も検査したことがない人
　また、内視鏡検査で萎縮性胃炎が見つかれば、保険でピロリ菌のチェックが可能であり、陽性なら除菌を行い、
除菌判定を行えます。
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第６回
シミズ病院グループ
地域連携懇話会

医療法人青木医院
院長　青木　淳　先生

洛西シミズ病院
本合　泰　消化器内科部長

「健康寿命を延ばすために
　～脳神経外科の立場から」

シミズ病院
垣田　寛人　脳神経外科副部長

「脳の健康寿命延長を目指して
  ～最新型ガンマナイフ・アイコンの話題提供」
洛西シミズ病院　川邊　拓也　
ガンマナイフ副センター長・脳神経外科部長

発表１

座  長

座  長

発表2

「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　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

特別講演

第７回
シミズ病院グループ
地域連携懇話会

シミズ病院
𠮷田　享司　院長

「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　
諏訪　英行　脳神経外科部長

発表１

座  長

平岡医院　
平岡　聡　先生

「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　
柴田　亮　課長心得

発表２

座  長

森戸整形外科医院　
森戸　俊典　先生

座  長

「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　様

特別講演

第６回、第７回「シミズ病院グループ地域連携懇話会」を
京都市と亀岡市で開催し、２７４名が参加！

　「第６回シミズ病院グループ地域連携懇話会」を、２月
１日（土）にホテルグランヴィア京都（京都市下京区）で
開催しました。テーマは「健康寿命を延ばすために」で、
医師や医療・介護関係者ら１３７名が参加し、３名の医師
が発表ならびに特別講演を行いました。
　また、「第７回シミズ病院グループ地域連携懇話会」を、

２月１５日に（土）にガレリアかめおか（亀岡市）で開催
しました。テーマは「いま、医療者・介護者に求められて
いるもの」で、南丹医療圏の医師、医療・介護関係者ら
１３７名が参加し、各専門家が発表と特別講演を行いまし
た。なお、プログラムは以下の通りです。

 「西京区地域連携講演会」開催のお知らせ

ホテル京都エミナース
（京都市西京区大原野東境谷町２－４）

主催：第一三共株式会社

２０２０年

３月２８日 土 １７時～
「肺がん検診の現状と課題」
洛西ニュータウン病院　放射線科　
部長　村田　喜代史　医師

講演2

「静脈血栓塞栓症と肺高血圧症」
京都府立医科大学　循環器内科　
助教　中西　直彦　医師

講演1
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2
第２群

洛西シミズ病院
副看護師長
八木　知美

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
嵯峨根　楓

意思疎通が困難な
患者に対する関わり

シミズ病院
石川　莉沙

ALS患者との
文字盤を使用した
コミュニケーション
手段の獲得

シミズ病院
植村　千晶

失語により
コミュニケーションが
困難な患者との関わり
を振り返って

洛西シミズ病院
本庄　日菜乃

訴えがうまく伝えられ
ない患者へのかかわり

シミズ病院
新井　悠希

高次脳機能障害のある
患者へのストレスを
最小限にするための
関わりとは

亀岡シミズ病院
大槻　珠羅

患者の不安軽減・スト
レス発散に繋げる
コミュニケーション
～傾聴し思いを表出・
共感し寄り添う～

1
第１群

洛西シミズ病院
副看護師長
北村　淑美

座長

洛西ニュータウン病院
看護師長
北川　由夏

講評者

シミズ病院
知識　涼子

入院支援を行った患者
との継続的な関わり

シミズ病院
芦田　琴音

歩行障害と混合性
失語のある患者への
転倒予防の取り組み

シミズ病院
児玉　理紗

食事に関心のない患者
への関わり

洛西シミズ病院
中村　有希

安静を保持するために
必要な看護

洛西シミズ病院
陽川　留美

患者の思い、発達段階
を踏まえた看護の大切
さ
～中年期である患者と
の関わりから～

洛西シミズ病院
藤原　優香

患者の意思を尊重する
ことの大切さ
～ ADL・QOL を維持
するために～

「清仁会新人看護職員
  ケーススタディ発表会」を行いました
　１月１８日（土）、洛西シミズ病院回復期リハビリ
テーションセンター会議室にて「清仁会　新人看護職
員研修　２０１９年度ケーススタディ発表会」を開催
しました。
　清仁会４病院の新人看護職員２８名が、良質で安全
な医療・看護を提供するために、患者さまとのコミュ
ニケーションの大切さや、患者さま・ご家族に向き合
い、寄り添うことの大切さを学んだ経過を発表しまし
た。上手く関われた看護師、苦労して関わった看護師、
結果が出なかった看護師、それぞれ経過は違いますが、
全員しっかり発表できていました。また、活発な質疑
応答の時間が持て、次年度への課題も明確になったと
思います。
　本年も、この発表会は、新人看護職員にとって成長
につながる有意義な機会となりました。
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5
第５群

洛西シミズ病院
看護主任
青木　由香理

座長

シミズ病院
看護部長
相見　玲子

講評者

洛西シミズ病院
原田　美紗都

帰宅願望がある
患者への援助
～不安に寄り添う看護

洛西シミズ病院
小笹　来夏

臥床傾向のある患者の
離床への関わり
～退院後の生活を見据
えて～

洛西ニュータウン病院
岡　綾奈

胃切術後患者の
退院支援
～よりよい在宅療養に
ついて～

亀岡シミズ病院
井上　華奈

高齢患者の早期退院
に向けての取り組み
～患者のニーズに合わ
せた看護介入～

洛西ニュータウン病院
井尻　早耶

家族を含めた
退院調整の難しさ
～在宅退院に向けた指
導を通して学んだこと～

洛西ニュータウン病院
赤羽　偲帆

在宅復帰にむけての
退院支援へのかかわり
～家屋調査を通して
みえた患者への支援～

4
第４群

洛西シミズ病院
副看護師長
岩田　由美子

座長

洛西ニュータウン病院
看護部長
小林　ゆかり

講評者

シミズ病院
山﨑　須瑞恵

患者の障害受容に
影響を与える看護師の
関わりについて

洛西シミズ病院
貴志　朋代

排便困難感のある患者
への看護
～温罨法による排便促
しの効果～

洛西ニュータウン病院
山口　凪沙

一時的人工肛門造設
患者に対するセルフ
ケアの指導
～緊急手術からストーマ閉
鎖までの関わりを通して～

シミズ病院
山本　咲季

尿失禁を繰り返す患者
への看護

洛西シミズ病院
横井　愛

自宅退院に向けた
排泄援助
～トイレ排泄自立を
目指して～

洛西シミズ病院
井上　一絵

便秘に対するセルフ
ケア援助
～排便促進への関わり

3
第３群

洛西シミズ病院
副看護師長
花谷　舞

座長

亀岡シミズ病院
看護部長
畑田　宏美

講評者

シミズ病院
八代　真帆

脳卒中患者の
再発予防に対する
関わりについて

洛西シミズ病院
藤原　菜央

成年後見制度を利用
する独居高齢者の
術中対応について

シミズ病院
新井　海月

経皮的錐体形成術を
受ける患者の看護
～合併症を予防するた
めに手術体位の工夫

洛西シミズ病院
山根　理佐

多発性外傷患者に
対する術中体位固定
方法

京都府新人看護職員研修事業

◀研修の様子



　京都新聞社主催の「第２９回健康生活講座」
が１月２５日（土）に京都新聞文化ホールで
開催され、「救急医療の現場から―脳卒中、心
筋梗塞、体調急変に備えて」をテーマにパネ
ルディスカッションが行われました。会場満
員の約３７０名の参加者が詰めかけ、シミズ
病院の𠮷田享司院長が、脳卒中の最新治療や

前兆、予
防につい
て解説し
ました。
京都新聞
３月１日付朝刊にこの講座の詳細が掲載され
ます。

　京都の冬の風物詩として定着した「京
都マラソン」が２月１６日（日）に開
催され、国内外約１万５千人のランナー
が市内一円を駆け巡りました。
　今大会は、新型コロナウイルス感染
症の影響が心配され、小雨もぱらつく
あいにくの天候となりましたが、ラン
ナーは最後まであきらめずにゴールを
目指しました。清仁会では医療面での
協力を毎年行っており、清仁会の佐藤

学院長が
河原町丸
太町から
救護車担当医として、亀岡シミズ病院
の米田公彦副院長がフィニッシュゲー
ト付近のみやこめっせ救護所で医療支
援を行いました。

　洛西ニュータウン
病院で昨秋から始
まった「減塩教室」の
第２回目を、２月１０
日（月）に開催し、地
元住民ら５０名超が
参加しました。
　洛西ニュータウン
病院循環器内科医長の大野和則医師を中心に、同院栄
養部の土高沙由利管理栄養士、喫茶うまかろうの淀川
暁人料理長が加わり、「朝食編②～ごはん朝食の献立」
をテーマに講演。塩分摂取を一日６グラム（一食２グ
ラム）に抑制するため、どのように工夫していけばよ
いのか、味噌汁づくりやごはんのお供の量など具体的
なコツについて説明しました。

　なお、次回減塩教
室は、６月８日（月）
１４時から「昼食編①
～めん類の献立」を
テーマに洛西ニュー
タウン病院で開催予
定です（事前申し込
み不要）。

シミズ病院の𠮷田院長が、
京都新聞「健康生活講座」で講演しました

洛西ニュータウン病院で、
第２回減塩教室を行いました

　２０１９年１２月
１２日（木）に洛西
シミズ病院で、「京都
市域リハビリテー
ション協力病院支援
事業」の一環として、
「利用者さまに安全で
効果的なサービス提
供を目指して」というテーマで研修会を実施しました。
主な参加者は、ケアマネジャーやリハビリ専門職が配
置されていないデイサービス等の事業所の方々で、機
能訓練の重要性、各疾患の注意点やリハビリの負荷に
ついて説明しました。また、グループワークを通じて、

日頃のリハビリに対
する悩みや疑問を話
し合いました。
　今後もこの取り組み
を継続し、地域の医療
と介護サービスの橋渡
し役を担っていきたと
考えています。

ケアマネジャー等を対象にした
リハビリ研修会を、
洛西シミズ病院で開催しました

京都マラソン２０２０で、
清仁会医師２名が医療協力しました
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