
新任医師等のご紹介／
訪問リハビリ「スマートウォッチ」活用の効果　ほか

シミズ病院グループ
「泌尿器科チーム」 の連携治療

シミズ病院グループ　医療法人清仁会  広報紙

［発行元］　清仁会事務局 
〒615-8237 京都市西京区山田中吉見町11-2
TEL．075-381-5161　
 https://www.shimizu-hospital.or.jp/

Vol．

95
2021年冬季号

特集



　清仁会の泌尿器科チームは、２０２１年7月よりグ
ループとしての活動を開始し、４病院間で連携を取り
ながら日々の診療を行っています。グループの目標
は、地域の患者さまに泌尿器科チームが適材適所で質
の高い医療を提供することです。
　具体的な活動としては、グループ４病院に所属する
常勤医師５名と非常勤医師１名が各病院を行き来し、
連携を取りながら外来や手術を行っています。近隣の
病院や診療所の先生方には、まだまだ認知していただ

けていないところがありますが、広報活動を積極的に
行いながら信頼していただけるよう努めてまいりま
す。
　どの病院に来院すればいいのか、紹介していいのか
お困りの患者さまや先生方も多いと思いますが、どの
病院にお越しいただきましても又ご紹介いただきまし
ても、患者さまに最適な医療が提供できる体制を整え
ています。

特集

シミズ病院グループ
「泌尿器科チーム」の４病院連携治療

洛西ニュータウン病院と亀岡シミズ病院は、拠点病院として外来・入院・手術の全てを行います。また、シミ
ズ病院では外来・入院、洛西シミズ病院では外来を行い、手術等必要な患者さまに対しては洛西ニュータウン
病院又は亀岡シミズ病院に紹介し、最適な医療を提供しています。

清仁会シミズ病院グループの泌尿器科

亀岡
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京都・乙訓エリア 亀岡・南丹エリア
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洛西ニュータウン病院

外来
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シミズ病院

洛西シミズ病院

亀岡シミズ病院
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その他

体外衝撃波
腎・尿管結石破砕術

膀胱結石摘出術
（経尿道的手術）

膀胱悪性腫瘍手術
（経尿道的手術）
（電解質溶液利用）

前立腺生検 膀胱悪性腫瘍手術
（経尿道的手術）
（その他）

経尿道的尿管狭窄拡張術
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尿路結石除去術
（レーザー）

経尿道的尿管
ステント留置術

25%19%

12%

10%8% 9%

6%

6%

5%

　洛西ニュータウン病院・泌尿器科の特徴は、一言で
表現すると「泌尿器科疾患はすべて対応可能である」
ということです。
　具体的には、泌尿器科がん疾患に対する手術治療
（開腹手術、腹腔鏡下手術、経尿道的手術など。ただ
し、手術用のロボットは未導入ですので、近隣の病院
に紹介させていただいています）、薬物療法（内分泌
療法、全身化学療法、分子標的治療、免疫チェックポ

イント阻害剤など）、排尿障害、尿路結石、尿路感染
症やその他すべての泌尿器科疾患に対応できると自負
しています。
　ただ、当院でどうしても対応が難しい症例がある場
合につきましては、近隣の病院に責任を持って紹介
し、その後のフォローを確実に行わせていただきま
す。

■ 洛西ニュータウン病院・泌尿器科の特徴

洛西ニュータウン病院・泌尿器科の手術別構成比
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■ 亀岡シミズ病院・泌尿器科の特徴

　亀岡シミズ病院は、泌尿器科手術が行える亀岡市内
で唯一の医療施設であり、診断装置や治療機器も充実
しています。他の医療施設からの紹介患者数は5年間

で3倍以上に増加しており、亀岡市はもちろんのこと
南丹市以北の地域からの紹介患者も少なくありませ
ん。

　常勤医師は、京都中部総合医療センターで12年間
の勤務を経て2014年11月に着任した米田公彦医師た
だ一人の期間が6年以上続きましたが、2021年7月に
洛西ニュータウン病院より髙橋彰医師を迎え入れ、月
曜日から金曜日まで常勤医師による外来診察と手術が
行えるようになりました。
　診療内容につきましては、男性不妊症を除く泌尿器
科全般の疾患を対象としていますが、近年は悪性腫
瘍、尿路結石ならびに前立腺肥大症の症例数が増加し
ています。2015年度からの6年間で診断と治療を行
った悪性腫瘍症例は、腎がん11例、尿管がん９例、

膀胱がん８９例、前立腺がん１０２例、精巣がん３例で
した。また、尿路結石に対して体外衝撃波治療を４７例、
経尿道的内視鏡手術を６９例施行し、前立腺肥大症に
対する経尿道的内視鏡手術を８６例施行しました。

※
　シミズ病院グループ全体における泌尿器科専門医の
数が増えただけでなく、重篤な症例に対応するための
情報共有と手術支援の体制を整えましたので、これま
で以上に地域医療に貢献できるものと思っています。

亀岡シミズ病院・泌尿器科の主な手術件数（年度別）
合計20202019手術内容

47910体外衝撃波結石破砕術

2022腎・腎尿管悪性腫瘍手術
3547TUL（腎・尿管）・尿管鏡

3459TUL（膀胱）

811516経尿道的膀胱腫瘍切除術
82膀胱開腹手術
861115経尿道的前立腺切除術

3077包茎手術
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紹介患者数 65 107 181 151 210 218
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
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担当医師のご紹介

中尾　昌宏
シミズ病院

 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
●日本超音波医学会専門医・指導医
●腎癌研究会　世話人
●日本がん検診・診断学会がん検診認定医・
　認定医制度委員会委員・評議員

伊夫貴　直和
洛西ニュータウン病院
泌尿器科部長

 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
●泌尿器腹腔鏡技術認定医
●日本内視鏡外科学会技術認定医
　（泌尿器腹腔鏡）
●ダ・ヴィンチサージカルシステム認定医
●日本がん治療認定医機構がん治療認定医
●緩和ケア研修会修了

野々村　光生
洛西ニュータウン病院
泌尿器科顧問

 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
●日本泌尿器科学会保険委員会保険委員
●日本性機能学会専門医
●日本透析医学会専門医
●日本リハビリテーション医学会
　認定臨床医
●日本医師会認定健康スポーツ医

米田　公彦
亀岡シミズ病院

副院長・地域医療連携室顧問・医局長
 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医

●泌尿器腹腔鏡技術認定医
●日本内視鏡外科学会技術認定医
●日本泌尿器内視鏡学会評議員
●日本がん治療認定医機構がん治療認定医
●緩和ケア研修会修了
●医学博士
●専門分野：内視鏡手術、腹腔鏡手術、
                  尿路結石症

塩山　力也
シミズ病院
泌尿器科副部長

 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
●緩和ケア研修会修了

髙橋　彰
亀岡シミズ病院
泌尿器科部長

 ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
●日本がん治療認定医機構がん治療認定医
●Infection Control Doctor
●日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
●日本化学療法学会抗菌薬臨床試験認定医
●緩和ケア研修会修了
●産業医　　　●医学博士
●専門分野：泌尿器科悪性腫瘍、
                  尿路感染症、内視鏡手術

■ 洛西ニュータウン病院（ＴＥＬ ０７５ー３３２－０１２３）
金木水火月

9‥00～11‥30
午前 1診

午前 2診

土

野々村　光生 【予約外来】
野々村　光生

第 1-3-5 
野々村　光生担当医

担当医伊夫貴　直和 伊夫貴　直和 伊夫貴　直和 伊夫貴　直和 担当医

ーー

■ シミズ病院（ＴＥＬ ０７５ー３８１－５１６１）
金木水火月

9‥00～12‥00午前診
土

塩山　力也 中尾　昌宏 ーーーー

■ 洛西シミズ病院（ＴＥＬ ０７５ー３３１－８７７８）
金木水火月

9‥00～11‥00午前診
土

担当医ー ー ー ー ー

■ 亀岡シミズ病院（ＴＥＬ ０７７１ー２３－００１３）
金木水火月

9‥00～12‥00 髙橋　彰 髙橋　彰米田　公彦 米田　公彦 米田　公彦 ー午前診
土

［ シミズ病院グループ泌尿器科　外来担当医表 ］
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　このたびシミズ病院は、西京区内在住や勤
務の方々を対象に、病気予防や健康づくりの
支援をさらに進めるため、西京区役所、京都桂
病院、三菱京都病院、西京都病院と連携・協働
して行う「西京・医療出前講座」に関する協定
を締結しました。
　この講座は、２０２２年２月より全２０
テーマ（１講座１時間）実施され、シミズ病院
は「脳卒中のサイン～在宅支援まで～」など
５つのテーマを担当します。協定締結式で
シミズ病院𠮷田享司院長は、「脳卒中治療を克
服するためには、患者さまのみならずご家族

シミズ病院は、「西京・医療出前講座」の取り組みに参加し、
西京区民の健康寿命延伸を目指します

にも脳卒中の症状についてよく理解していただき、病後のリハビリ
テーションや再発予防が大切な課題であることを知っていただく必
要があります。出前講座を通じて区民の皆さまの健康寿命を延ばす
ため、一緒に考えてまいります」とあいさつしました。

新任のご紹介

福尾　祐介  医師
ふく　お　　　 ゆう  すけ

　  

シミズ病院　脳神経外科

●平成２７年卒　　●専門分野：脳神経外科

１１月１日よりシミズ病院脳神経外
科で勤務させていただくこととなり
ました。患者さまへの日々の診療に
携わりながら、自己研鑽に励みたい
と思っておりますので、よろしくお
願いいたします。

玉田　太志 薬剤師
たま   だ　　　  ひろ　し

シミズ病院　薬剤部長

本年９月末で「地域医療機能推進機構
（JCHO）大坂みなと中央病院」を退職
し、１０月より入職いたしました。
JCHO勤務以前は国立病院機構に在籍
し、舞鶴医療センターを皮切りに計６

施設で勤務していました。今回、シミズ病院に入職できたこ
とは私自身の大きな喜びであり、身の引き締まる光栄なこと
と感じております。どうぞよろしくお願いいたします。

●認定・専門等：日本薬剤師研修センター認定実務実習指
　　　　　　　　 導薬剤師、日本臨床薬理学会認定CRC、
　　　　　　　　日本臨床試験学会認定GCPエキスパート

安井　憲司 医師
やす　い　　　  けん　じ

洛西シミズ病院　整形外科　

１１月より洛西シミズ病院に勤務さ
せていただくことになりました。地域
の皆さまや医療関係者の皆さまに信
頼されるような、質の高い医療を提供
できるよう頑張りたいと思います。

シミズ病院
𠮷田院長

●平成１１年卒　●専門分野：整形外科全般、肩肘関節外科
●認定・専門等：日本専門医機構認定整形外科専門医、
　　　　　　　　日本整形外科学会認定運動器リハビ
　　　　　　　　リテーション医、医学博士
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シミズ四条大宮クリニック訪問リハビリで始まった
「スマートウォッチ」活用の効果
 シミズ四条大宮クリニック訪問リハビリでは、リハビリ
評価の一つとして今秋からスマートウォッチを使用して
います。

亀岡シミズ病院栄養科係長・谷口記子管理栄養士より一言
 亀岡シミズ病院では、糖尿病療養指導士の資格を取得した看護師、薬剤師、理学
療法士、管理栄養士が『糖尿病ケアサポートチーム』を結成し、「健康な人と変
わらない日常生活の質の維持」を目標に掲げ月１回の「糖尿病教室」の開催、
「糖尿病啓発活動・多職種連携合同指導」などを実施しています。コロナ禍で
「糖尿病教室」は開催できない状態でありましたが、２０２１年１２月より規模
を縮小し、再開の準備を整えています。

ヘルシートマトカレー
～カレーは太る？ルーを使わずカレー粉で作るヘルシーカレー

栄養価：（1人前・ご飯200ｇの場合）エネルギー580kcal

玉ねぎはみじん切りにする。ニンジンはすりおろす。
鍋にオリーブオイル、生姜、ニンニク、カレー粉を入れて
火にかけ、香りが出てきたら鶏ひき肉を入れて軽く炒める。
鶏ひき肉に火が通ったら①の玉ねぎとニンジンを加え、
玉ねぎが透明になるまでさらに炒める。
玉ねぎが透明になったらAを加えて軽く煮る。
しばらくしてBを加え、弱火で２０分間、焦げないよう時々混ぜながら煮込む。
最後にレンコンをすりおろしてとろみを付ける。
煮込んでいる間に付け合わせの野菜を準備する。
フライパンにオリーブオイルを敷き、野菜を軽く炒めながら塩コショウする。
お皿にごはん、カレーを入れ、グリル野菜をトッピングしたら完成。

＊今回はルーの代わりにカレー粉、トマト缶、レンコンでとろみをつけ、カロリーを抑えています。

●作り方
①
②

③

④
⑤

⑥

⑦

●材料（４人分）
・玉ねぎ
・ニンジン
・鶏ひき肉
・ニンニクすりおろし
・生姜すりおろし
・オリーブオイル
・カレー粉

A・水
   ・鶏ガラスープの素
   ・トマト缶
   ・カレー粉

B・ヨーグルト
   ・ケチャップ
   ・ウスターソース
   ・醤油
   ・ローリエ

・ご飯（１人分）　　100～200ｇ

付け合わせの野菜（お好みで）
・ミニトマト
・アスパラガス
・パプリカ赤・黄
・オリーブオイル
・塩コショウ

とろみ付け
・レンコン（適量）

大１個
1本
240ｇ
小1/2
小1/2
小2
小1

340ｃｃ
小2
260ｇ
大1と1/2

大2
大2
大2
大2
1枚

小3
適量

　糖尿病は、継続した治療が大切です。「糖尿病教
室」は日頃の悩みや不安などを気軽に相談できる場
として、毎月参加される患者さまも多くありまし
た。今後も、患者さまに寄り添ったケアができるよ
うにチームで取り組んでいきたいと思います。
　今回の「ヘルシートマトカレー」も、糖尿病教室
（糖尿病カフェ）にてみんなで食べたものです。糖
尿病治療中でも安心して食べられるカレーライス、
ぜひ試してみてください。

糖尿病ケアサポートチーム

アプリでわかる血圧 アプリでわかる時間別歩数
左手首に装着して歩行する利用者さま

ていただくことで、「血圧」「脈拍」「体温」
「酸素量」のほか「歩数」や「移動距離」「睡眠
時間」などの１日の変化が記録され、そのデータ
がリハビリスタッフの手元にあるスマホに届き、
数値やグラフで確認することが可能です。
 記録したデータから、問診ではわからなかった
日常生活上の問題点が見えてきて、運動の具体
的な数値目標の再検討や介護サービス担当者会
議の際に資料の一つとして提示できるなど、活
用方法がいろいろと考えられます。

管理栄養士が考えたカラダとココロにやさしいレシピ

cooking

 数日間、利用者さまにスマートウォッチを着けて生活し
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シミズ病院グループより年末のごあいさつ

　新型コロナウイルス感染との戦いは、早くも２年
が過ぎようとしています。救急搬送されてきた患者
さまが、当院で初めて新型コロナ陽性と診断された
のが２０２０年３月。以来、シミズ病院は最前線で
新型コロナウイルス感染症と対峙してきました。院
内の勉強会やシミュレーションを行い、救急外来を
中心に感染対策に取り組みました。試行錯誤を重ね、
感染症状がなくとも意識障害があれば COVID-19 未
判定例と判断し、適切な感染対策を行うことで脳卒
中の救急診療を提供し続けています。
　また、シミズ病院グループ（４病院１クリニック）
は、発熱外来（延べ６,１７８人、うち陽性者３０３人）

とワクチン接種（９,４６３人、１９,１３２回）を行い、
グループ３病院で、新型コロナ疑似症６９例、延べ
１５２名の入院、並びに新型コロナ陽性１８９例、延べ
１,９２６名の入院診療を行ってまいりました（２０
２１年１１月現在）。
　２０２１年１０月現在、国内のワクチン接種率が
７０％を超え、新型コロナ感染の第５波が収束し、
４回目の緊急事態宣言は解除されましたが、今後と
も地域医療を支える一助となるべく尽力してまいり
ます。引き続き皆さまのご指導、ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。

医療部門

シミズ病院　院長　𠮷田 享司

シミズ病院
𠮷田 享司 院長

洛西シミズ病院
矢津 匡也 院長

亀岡シミズ病院
竹中 溫 院長

洛西ニュータウン病院
松室 明義 院長

シミズ四条大宮クリニック
笠松 美宏 院長

　２０２１年は、全ての人々の記憶に残るであろう
コロナ禍に翻弄された一年でした。私たちのような
高齢者施設では、万一感染が発生すると入所者ご自
身が感染対策をとることが難しく、パニック状態に
陥ることになります。そこで、シミズ病院グループ
全体の感染対策を軸に各施設が職員の意見を取り入
れながら具体策を設け、「ウイルスを持ち込まない」
「新型コロナ感染患者を発生させない」の決意で臨ん
でまいりました。
　私が勤務する介護老人保健施設シミズふないの里
では、幸い重大なクラスターの発生もなく業務を継

続できました。これも一重に利用者さまの受診、救
急要請、相談などに快く応じていただいた医療、介護、
行政などの皆さまのおかげと感謝申し上げます。
　わが国では、現時点でコロナ禍は収束に向かって
おり、経口治療薬や国産予防薬の登場も間近なよう
です。しかし、国際的には予断を許さぬ状況が未だ
続いています。２０２２年も「高齢者を守る」「介護
を止めない」の意気込みで、在宅支援を含め頑張り
ますので、引き続きご高配を賜りますようお願い申
し上げます。

介護部門

シミズふないの里　施設長　森竹 浩三

シミズふないの里
森竹 浩三 施設長

シミズひまわりの里
清水 保 施設長

アイリス福祉会
小中 宏三 総合施設長

清和会みわ
高橋 哲美 業務執行理事
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