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シミズ病院グループの「脳卒中治療２０２０」

シミズ病院開設当初の１９６０年代ごろ、脳卒中では「脳出血」
の疾患割合が４分の３を占めていました。しかしその後、高血圧
対策の普及と生活習慣の変化による糖尿病や脂質異常症が増加した影響からか、近年では「脳梗塞」が６割近くを占めるまでに変
化しています。

１ ９ ９ ６ 年 Brain Attack と い う
メッセージがScience誌に発表され、
『脳
卒中は一刻も早く病院へ搬送され緊急の
治療を要す疾患である』との認識が広が
りました。
それから９年後の２００５年、
脳
梗塞に対する血栓溶解療法として日本で
ｔ-PA療法がようやく認可され、急性期
脳梗塞治療に画期的な変化が訪れまし
た。２００８年にはその適応が発症４．５
時間以内に広がり、さらに２０１０年カ
テーテルを用いた血栓回収療法が可能と
なりました。MRA検査や脳血管撮影で脳
の閉塞血管を診断し、脳の動脈まで細い

カテーテルを誘導し血栓を吸引したり、
ステント形状で血栓を絡めとってくる画
期的な治療です。
さて、Time is Brain というメッセー
ジがあります。１分間で１９０万個の脳
神経細胞が死滅すると言われています。
脳梗塞の超急性期治療が可能となった今
日では、脳梗塞治療が最も緊急を要しま
す。シミズ病院でもいち早くこの血管内
カテーテルを用いた血栓回収療法を導入
し、２０１１年より脳梗塞に対する超急
性期治療に２４時間３６５日対応できる
体制を整えています。
当初は、
年間８〜２０

脳卒中の代表的な初期症状
①
②
③
④
⑤

片方の手足・顔半分の麻痺・しびれが起こる。
ろれつが回らない・言葉が出ない・他人の言うことが理解できない。
力はあるのに立てない、歩けない、フラフラする。
片方の目が見えない、物が２つに見える、視野の半分が欠ける。
経験したことのない激しい頭痛がする。

例であった血栓回収の症例数は、
２０１７
年は４１例、２０１８年にはガイドライ
ンの適応拡大の見直しがあり、６６例を
数えるまでになっています。
超急性期治療の適応には発症からの時
間に制限があり、発症から救急搬入まで
の時間短縮が大切です。患者さまやご家
族への啓発、ならびに地域の先生方との
気心の知れる病診、病病連携の輪をぜひ
広げていきたいと思います。そこで、下記
のような初期症状がみられる場合は、一
刻も早く当グループまでご一報くださ
い。
２４時間３６５日、
対応いたします。

シミズ病院

☎ 075‑381‑5161
亀岡シミズ病院

☎ 0771‑23‑0013
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シミズ病院に、
新たな血管撮影装置を導入しました！
このたびシミズ病院では、
血管撮影装置の更新を行い、
２０２０年９月１日より
検査・治療を開始いたしました。
新たに導入した
「Artis zee i BA Twin」
（ドイツ・シーメンスヘルスケア製）
は、
世界中の多くの医療機関で採用され、
高い評価を得ている最高クラスの装置で
す。
この血管撮影装置では、
血管内に細いカテーテル
（管）
を挿入し、
造影剤を注入
することで微細な血管病変
（狭窄、
動脈瘤など）
の診断・治療が可能になりました。
さらに、
従来ＣＴでしか得ることのできなかった断層画像や３Ｄ画像の撮影も
可能になり、
複雑な血管の走行も短時間で確実に把握できるようになったため、
よ
り治療に役立つ正確な診断と治療を行えるようになりました。
もちろん検査を受
ける方の放射線被ばく低減を十分に考慮されたシステムですので、
安心して受診
していただけます。

【 9 つの特長 】

頭部ＤＳＡ画像

脳動脈瘤画像

金属からのノイズを軽減
術後の回転ＣＴ撮影時に、金属からのノイズを軽
減する機能により、診断・治療がしやすくなります。

広い視野サイズ

高精細術中ＣＴ撮影①

画像ズレ補正機能

診断・治療に最適な 30×38cm 視野サイズを搭
載しています。

高精細モードのＣＴ撮影を術中に行うことで、見
えづらいステント位置の確認など、高度化が進む
脳血管内治療をサポートします。

頸動脈等の動きやすい血管治療時に、画像のズレ
をリアルタイムで補正します。

画像・アーム連動機能

高精細術中ＣＴ撮影②

ステント強調画像

画像とアームが双方向で連動して動くので、迅速
な手技が可能になります。

新 型Ｘ線 検 出 器
（16bit）の採用により、
術中ＣＴの画質が 格
段に向上しました。

循環器領域のステント留置においても、ステント
を強調させて見やすくします。

リアルタイム
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シミズ病院の
脳卒中治療２０２０

脳卒中は、発症後の迅速かつ適切な診断と治療が、生死
や後遺症の明暗を分けるとされています。シミズ病院で
は、日中は脳神経外科専門医９名体制で対応し、夜間も脳
外科医２名体制で救急診療を行っています。たとえ真夜
中でも脳外科医が的確な判断を下し、t-PA療法や血管内
治療、開頭手術など、最適な処置を迅速に行える救急の充
実こそが一番の強みと考えています。

脳梗塞には「脳血管内治療」
で
シミズ病院では、脳梗塞に対して、昨年度４５件の
t-PA療法を行いました。最近は患者さまの受診タイミ
ングが以前よりも早くなり、t-PA療法の適応となる
「発症より4.5時間以内」で治療を開始する症例も多
く、治療の選択肢が広がっています。また、主幹動脈閉
塞による脳梗塞に対し、昨年度６６件の「経皮的脳血
栓回収術」を行いました。
脳卒中、特に脳梗塞においては治療までの時間短縮

が最重要で、患者さまの来院後４０分以内の執刀開始
を目標に、ＣＴ／ＭＲＩ検査、診断から治療までを滞
りなく速やかに行える体制の維持と改善のため、医師
や看護師、放射線科・検査科から受け入れ窓口の医事
課までを含む職員総出で日々努力しているところで
す。発症より間もない症例では、患者さまの術後の病
態レベルも格段に向上しています。

◀経皮的血栓回収術を行い、右中大
脳動脈の再開通を得られた症例。
写真中央は、回収した血栓。
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シミズ病院の
脳卒中治療２０２０
脳動脈瘤への治療の取り組み
近年、脳ドック等による頭部ＭＲＩ撮影により、未
破裂脳動脈瘤の治療件数が増加傾向となっています。
一度くも膜下出血を発症すると社会復帰は３分の１
といわれている中、未破裂脳動脈瘤の治療を行ってリ
スクを減らすことは、患者さまにとっても重要なこと
となります。
シミズ病院での脳動脈瘤の治療は、術前内服薬の向
上や脳動脈瘤塞栓術で使うコイルなどの進歩により、

開頭手術と脳血管内治療の比率が逆転し、２０１９年
の脳血管内治療の割合は80％以上で以前に比べ入院
期間も短縮されました。当院の脳外科医の多くが脳血
管内治療専門医を取得しており、形状や血管の部位に
よって脳血管内治療と開頭手術を選択するなど、より
安全に治療を行うことを第一に、的確な診断と治療方
針の決定を行っています。

コイル塞栓術
脳動脈瘤内にコイルを挿入していく

脳血管内治療（コイル塞栓術）による脳動脈瘤治療の症例

開頭クリッピング術
脳動脈瘤頚部をクリップで挟み込む

脳動脈瘤に対し開頭クリッピング術を行った症例

また、２０１７年より脳卒中パスおよび脳神経外科
ホットラインの適応範囲を拡大しました。これによ
り、患者さまの受け入れから急性期治療、その後のグ
ループ病院である洛西シミズ病院（７ページ参照）を
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はじめとした回復期リハビリテーションへの移行が
よりスムーズになりました。大変好評をいただいてお
り、今後も適応範囲を拡大していく予定です。

シミズ病院・脳神経外科の専門外来を
ご利用ください
シミズ病院の専門外来では、患者さまの身体への負担を軽減すべく、さまざまな治療を行っています。
お気軽にご相談、ご紹介いただきますようお願い申し上げます。
● お問い合わせ先：０７５−３８１−５１６１

脳血管内治療外来

脳ドックフォローアップ外来

毎週土曜日

毎週月曜日

＊土曜以外をご希望の場合は相談可

「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に対し、頭部を精
査されるケースがあると思います。「未破裂脳動脈瘤」
「脳動静脈奇形」「もやもや病」「頸動脈狭窄症」など
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」をご利用ください。
当院の直近の脳血管内治療平均実績は２００例超で、
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きます。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名の脳外科
医が２４時間３６５日迅速な治療を行っています。

＊月曜以外をご希望の場合は相談可

２０２０年よりスタートした専門外来「脳
ドックフォローアップ外来」。脳ドック健診
の結果、精密検査が必要となられた方はも
ちろん、疑わしい事例や家族歴などから脳
卒中や脳腫瘍をはじめ脳疾患全般にわたり
健康不安を抱えておられる方々を対象に、
専門医が必要な検査を行い、分かりやすく
ご説明します。
また、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のご相談
にも応じております。ご遠慮なくご利用く
ださい。

高気圧酸素療法をご利用ください
シミズ病院では、脳梗塞に対して積極的に高気圧酸素療
法を行っています。装置は１人用の第１種を２台所有し、
２０１９年は１８００件以上、多い月では２５０件近くの
実績があります。
高気圧酸素療法とは、高い気圧の中で１００％の純酸素
を吸うことによって、血液中の酸素量を増加させ、酸素が
不足している組織にまで濃い酸素を送ることができる治療
です。患者さまにはカプセル状の機械に入っていただき、
２気圧の圧力をかけて約１時間治療します。治療回数は疾
患によって異なりますが、１０〜３０回程度。高圧力と高
濃度酸素の効果によって、治療効果が現れます。「脳梗塞」
のほか「腸閉塞」「突発性難聴」「難治性潰瘍を伴う末梢循
環障害」
「放射線障害」
「低酸素脳症」に対しての治療を行っ
ており、
「一酸化炭素中毒」「重症の熱傷や凍傷」「網脈動脈
閉塞症」
「脊髄神経障害」なども治療の適応になっています。
治療を受けた患者さまからは、
「動かなかった手が動いた」
「力が入らなくて上がらなかった腕を上げられた」「痛かっ
た膝の痛みがなくなり、歩きやすくなった」
「喋りやすくなっ
た」などの声もお寄せいただいています（あくまでも個人
の感想です）。高気圧酸素療法についてのご相談・ご質問が
ありましたら、いつでもご連絡ください。
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亀岡シミズ病院

亀岡・南丹エリアの脳神経外科診療で
中核的な役割を担う！
亀岡シミズ病院は、シミズ病院グ
ループの５つの医療機関の中で唯一
南丹医療圏にある病院です。南丹医
療圏は、亀岡市、南丹市、京丹波町
の３市町を含む約 1140 ㎢という、
京都府総面積の約４分の１を占める
広大な医療圏ですが、脳神経外科領
域の診療については非常に手薄な地
域です。
そのような中で亀岡シミズ病院に
は、常勤の脳神経外科専門医が複数
（３名）おり、急性期脳卒中を専門的
に担う「一次脳卒中センター」とし
て認定を受けている圏内唯一の病院
です。頭部外傷や脳卒中など重要な
救急疾患を扱う医療機関としては非
常に厳しい医療環境にありますが、

できるだけ地域内で必要な脳神経外
科医療を受けたいという地域の皆さ
まの願いや、近隣の医療機関、そし
て救急隊からの絶大な信頼に応える
べく、京都府立医科大学脳神経外科
学教室からの応援もいただきながら
奮闘しているところです。
幸い、当院は京都市西部に近接し
ており、シミズ病院や洛西シミズ病
院とは密接に連携していますので、
グループ全体として高度な医療と良
質なリハビリテーションを迅速に提
供できる体制を整えています。
２０１９年４月からは、脊椎・脊
髄疾患を専門とする脳外科医も加わ
り、多数の高難度の手術も行ってい
ます。救急疾患以外でも、良性脳腫

瘍や顔面けいれん・三叉神経痛に対
する手術、正常圧水頭症の治療など、
幅広い疾患を扱っています。南丹医
療圏での脳疾患治療に関しましては、
まずは亀岡シミズ病院までご相談く
ださい。（0771‑23‑0013）

「特発性正常圧水頭症」の一症例

2019 年 6 月 13 日
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2020 年 2 月 7 日

画像は２０１９年６月１３日撮影の頭部ＣＴ
と、２０２０年２月７日撮影の頭部ＣＴです。
２０１９年６月、８０代女性が歩行障害、認知
症、尿失禁にて亀岡シミズ病院を受診。タップテ
ストを経て、Ｌ−Ｐシャント術を施行。術後は、
歩行器歩行が可能な状態まで改善されました。

回復期

脳卒中リハビリ

洛西シミズ病院・回復期リハビリテーションセンターの取り組み
洛西シミズ病院
（２１５床）
の回復期リハビリテーション 「ウォークエイド®」
「免荷歩行装置」
「ReoGo -J」
「ADLシ
センターは、
２０１６年４月に１００床で開設しました。
シ
ミュレーター」
などがあります。
ミズ病院をはじめ急性期病院からの転院直後より、
当院専
実践的なリハビリ段階としては、
リハビリ室で
「できてい
属のリハビリスタッフ１００名（ＰＴ７０名、ＯＴ２０名、 るADL」
を病棟生活で「しているADL」へと汎化させる取り
ＳＴ１０名）
が、
さまざまなリハビリ機器を用いてエビデン
組みを、病棟スタッフとカンファレンスなどを通じ情報共
スに沿ったリハビリを１日最大約３時間、
３６５日休まず提
有・連携して行っています。
また、
リハビリ以外の時間を充
供できる体制を整えています。
その結果、
リハビリの質・量
実させ、
退院後の生活へ安全かつスムーズに移行できるよ
を確保でき、
患者さまの機能障害の回復や日常生活活動の
う心がけています。
そして、
回復期病棟を退院された後も、
向上、
早期の社会復帰を実現してまいりました。
グループ内や地域の在宅リハビリサービスとの連携を図
主 なリ ハ ビ リ 機 器 に は、
「ウェ ル ウ ォー クWW-1000」 り、
安心して生活を送っていただけるよう努めています。

歩行アシストロボット
「ウェルウォーク WW−1000」
脳卒中により
片麻痺を呈し
た患者さまの
歩行能力の回
復を目的に開発された機器
で、足の曲げ伸ばし動作を低
床トレッドミルやモニターを
含むシステム全体でサポート
し、リハビリ初期段階からよ
り自然に近い歩容で積極的に
歩行練習ができる機器です。

「ウォークエイド ®」

麻痺した足が上がらない方に対
して電気刺激を与え、足の上が
りをアシストするものです。歩
行中に足先が引っかからないこ
とで余分な力が抜け、安全かつ
効率的に歩行練習をしていくこ
とが可能になる機器です。

「免荷歩行装置」
日本最大級の
17m を 有 し、
そ の 下 に は
15m の 平 行 棒
（歩 行 レ ー ン）
があります。症
状が重度であっ
たり、意識障害
などを呈し起立
が不可能な患者さまも、免荷アシストをすることで体が
安定し、最大限の力を発揮して練習に取り組んでいただ
くことが可能となります。

上肢用ロボット「ReoGo -J」

モニター画面に映った目印
を目標に、麻痺した上肢を
乗せたアームを前後・左右・
上下に動かし、機能回復を
図っていきます。

「ADL シミュレーター」

高さ・幅が可変式の模擬浴槽・
トイレ・台所などを使い、今後
生活するであろう患者さま個々
の自宅の環境に近い状況での動
作練習を行うことで、在宅復帰
後の生活をイメージしてもらう
装置です。

シミズの風

Vol.90

シミズ病院グループでは、
新型コロナウイルス感染症から患者さま、利用者さまを守るため、
さまざまな取り組みを実施しています
７月中旬より再び拡大傾向を示している新型コロナウイルス感染症。病院や介護施設でもクラスター（集団感染）が
発生し、患者さまや利用者さま、そして医療従事者をいかに守るかが大きな課題となっています。
私たちシミズ病院グループでは、来院者・来設者への検温や定期的な消毒、換気等を行うと同時に、ＷＥＢ面会など入院・
入居中の精神的負担を少しでも軽減するよう取り組んでいます。

ＷＥＢ面会等の様子
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2

3

4
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洛西ニュータウン病院では、１階待合室と各病室間でＷＥＢ面会を実施しています
アイリス福祉会では、ご自宅等のご家族と特養療養室をスカイプで結び、ＷＥＢ面会を行っています
4 5 シミズふないの里では、ビニールおよびカーテンで仕切った特設ブースを施設内に設け、対面方式で面会を実施し
ています（７月１３日から休止中）
1 2
3

病院内・施設内への入館には検温が必要

リハビリテーションでも
感染予防策を徹底
リ ハ ビ リ 中 も、リ
ハ ビ リ 終 了 後 も、
院内感染防止に努
めています

サーモカメラ等での検温で３７．０度以上の発熱がある方は、通常ルー
トでの入館をお断りしています

グループ内の会議や専門研修では、リモートシステムを活用
［上段］府内７か所の事
業所を結んで、定例の
会議をリモートで行っ
ています

［下段］洛西シミズ病院
リハビリテーション科
の新人研修では、感染
リスクを回避するため、
発表者と聴講者が４会
場に分散し発表と質疑
応答を行っています
シミズの風

Vol.90

