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●平成２９年卒
●専門分野：脳神経外科
●担当外来：シミズ病院（月曜）

澤村　壯  医師  
さわ  むら　　　そう

シミズ病院
脳神経外科

　　　　　　

新任のご紹介 　２０２２.０４.０１付

　兵庫医科大学を卒業し、兵庫県と
大阪府の病院での勤務を経て今年度
からは地元の京都で働くことになり
ました。慣れ親しんだ京都で、医療機
関の先生方や関係者の皆さんと一緒
に、地域の患者さまに満足いただけ
る医療提供をしていきたいと考えて
います。よろしくお願いいたします。

●平成２９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）

澄川　美奈子  医師  
すみ  かわ        　み    な     こ

洛西シミズ病院
整形外科

　　　　　　

　兵庫医科大学を卒業し、初期研修
を経て大阪医科薬科大学整形外科学
教室に入局。今年、後期研修４年目
に洛西シミズ病院で勤務させていた
だくことになりました。地域医療へ
の貢献と自分自身の成長を目指し、
日々精進してまいります。よろしく
お願いいたします。

●平成２９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）

雑賀　崇文  医師  
さい    か　       たか ふみ

洛西シミズ病院
整形外科

　　　　　　

　はじめまして。２０２２年４月よ
り当院整形外科に赴任しました。整
形外科医としては４年目とまだまだ
経験不足を実感する毎日ですが、少
しでも地域の医療に貢献できるよう
研鑽に励みたいと思います。多々ご
迷惑をおかけすると思いますが、ど
うかよろしくお願いいたします。

●平成３１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）

堀井　優志  医師  
ほり    い　       ゆう   じ

洛西シミズ病院
整形外科

　　　　　　

　４月から整形外科医として勤めさ
せていただくことになりました。ま
だまだ経験も浅くご迷惑をかけるこ
とも多いかとは思いますが、地元で
ある京都の地域医療に少しでも貢献
できるよう日々精進してまいりま
す。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

●平成２７年卒
●専門分野：リハビリテーション全般、腎臓内科
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会
                       認定腎臓専門医、義肢装具等適合判定医師

市川　昌志  医師  
いち  かわ　      まさ   し

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

　　　　　　

　以前は腎臓内科医として従事して
おりましたが、２０２０年度に兵庫
医科大学リハビリテーション科に入
局いたしました。臓器治療だけでは
なく、患者さまが本来生活していた
場に戻られるためのサポートにも努
めてまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。

●平成３１年卒
●専門分野：リハビリテーション全般

小倉　沙耶香  医師  
  お   ぐら　        さ    や    か

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

　　　　　　

　４月より洛西シミズ病院リハビリ
テーション科で勤務することになり
ました。２年間の初期研修を経て、
大学病院で１年間リハビリテーショ
ン科で経験を積んだ後、初めての回
復期病院となります。至らぬ点もあ
るかと思いますが、ご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。
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●平成３１年卒
●専門分野：リハビリテーション全般

末廣　貴史  医師  
すえ  ひろ　　　たか  ふみ

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

　　　　　　

就任のご紹介 　２０２２.０４.０１付　（１名：２００２.０３.０１付）

　九州大学卒業後、２年間の初期研
修とその後１年間を九州大学病院脳
神経外科で勤務し、今年度より兵庫
医科大学リハビリテーション科に入
局し、４月より洛西シミズ病院入職と
なりました。この地域の医療に貢献で
きるように努めてまいりますので、よ
ろしくお願いいたします。 ●平成２６年卒　　●専門分野：大腸疾患

●認定・専門等：日本内科学会認定内科医、日本消化器内　
　　　　　　 視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、日本　
　　　　　　 消化器病学会認定消化器病専門医
●担当外来：洛西ニュータウン病院（外来・水曜、胃カメラ
　　　　　  ・木曜、大腸カメラ・水曜～金曜の午後）

川﨑　裕香  医師  
かわ  さき　　　 ゆ　  か

洛西ニュータウン病院
消化器内科

　　　　　　

　はじめまして。４月より洛西ニュー
タウン病院で勤務させていただきま
す。大阪医科薬科大学に入局し、大
腸疾患を専門としています。これまで
大腸検査に抵抗のあった女性の方々
には、ぜひお気軽にご相談ください。

●昭和５８年卒
●専門分野：肩の外科全般
●認定・専門等：日本整形外科学会認定整形外科専門医
●担当外来：洛西シミズ病院（月曜、金曜）

福西　邦素  医師  
ふく  にし　      くに  もと

洛西シミズ病院
副院長

　本年度から洛西シミズ病院副院長
を拝命いたしました。大阪医科大学
（現在の大阪医科薬科大学）を卒業
し同付属病院整形外科医局に入局、

２０１３年からシミズ病院グループで勤務をしています。
整形外科領域では、肩関節周辺疾患と外傷を専門に診療を
行っています。今後ともよろしくお願い申し上げます。

●平成１５年卒
●専門分野：リハビリテーション全般
●認定・専門等：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・指導医、義肢装具等適合判
定医師、日本認知症学会指導医・専門医、日本渡航医学
会所属、麻酔科標榜医

桐谷　奈央子  医師  
きり  たに　       な     お     こ

洛西シミズ病院
リハビリテーション科部長

　　　　　　

　２０１８年４月より洛西シミズ病
院で勤務を開始し、本年４月にリハ
ビリテーション科部長を拝命いたし
ました。個々の患者さまにあわせた

オーダーメイドのリハビリテーションを行ってまいりたい
と思います。今後ともよろしくお願いいたします。

●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：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  
                       等適合判定医師

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副部長

　　　　　　

　社会人、内科医を経て洛西シミズ
病院リハビリテーション科に転科。
昨年、専門医を取得し、今年度より
副部長となりました。内科（総合診

療科）として在宅診療に従事した経験も活かし、医師、看
護師、リハビリ、相談員など多職種のアンサンブルに取り
組み、患者さまの安心・安全に向けて進みます。

●平成５年卒　　●専門分野：内科一般
●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（月曜、金曜）

浮村　直樹  医師
  

うき  むら　      なお   き

洛西シミズ病院
内科副部長

　　　　　　

　４月より副部長を拝命いたしました。
２０００年４月に洛西シミズ病院に赴
任した後、２回の転勤を経て２０１８年
４月に再赴任いたしました。新型コロ

ナ肺炎など経験したことのない状況が発生し、洛西ニュー
タウン病院専門病棟にてコロナ専従の形で診療もさせてい
ただきました。皆さまのご協力のおかげと大変感謝してお
ります。今後とも任に恥じないよう努めてまいりたい所存
です。なにとぞよろしくお願い申し上げます。
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●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
●担当外来：亀岡シミズ病院（月曜、金曜）

安井　憲司  医師  
やす    い　       けん   じ

亀岡シミズ病院
整形外科部長

 ３月１日より、亀岡シミズ病院整形
外科部長として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。

●昭和５９年卒  ●専門分野：消化器内科（肝炎から肝硬変・肝がんの診療と治療）
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会認定消化 
                    器病専門医・認定医、日本消化器内視鏡学会認定消化
                    器内視鏡専門医・指導医、日本肝臓学会認定肝臓専門
                    医・指導医、日本超音波医学会認定超音波専門医・指導医
●担当外来：洛西ニュータウン病院（月曜・火曜・木曜）

本合　泰  医師  
ほん   ごう　    やすし

洛西ニュータウン病院
消化器内科部長

　　　　　　

 本年４月より洛西シミズ病院からの
異動で、洛西ニュータウン病院消化器
内科で勤務することになりました。シ
ミズ病院グループの消化器疾患への対

応を、消化器外科チームと一緒に充実させるよう努力いた
します。地域や医療関係者の皆さまから信頼される、質の
高い消化器医療を提供できるよう頑張りたいと思います。

●平成１３年卒　　●専門分野：消化器外科
●認定・専門等：日本外科学会認定外科専門医・指導医、日本　
　　　　　       消化器外科学会認定消化器外科専門医・指　　
　　　　　　 導医、日本消化器病学会認定消化器病専門医、　　
　　　　　　 日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日　　
　　　　　　本消化器外科学会消化器がん外科治療認定　　
　　　　　　医、マンモグラフィー読影認定医、医学博士
●担当外来：洛西ニュータウン病院（月曜、金曜）

梅原　誠司  医師  
うめ  はら　      せい   じ

洛西ニュータウン病院
外科副部長

　　　　　　

　このたび、洛西ニュータウン病院
の外科副部長に就任いたしました。
地域のニーズに応えられるよう、患
者さまに寄り添い、安心して満足い

ただける医療を目指してまいります。ご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

●平成２０年卒
●専門分野：循環器内科
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医、日本循環  
                        器学会認定循環器専門医、日本心血管        
                        インターベンション治療学会(CVIT)
                        認定医
●担当外来：洛西ニュータウン病院（月曜、木曜）

大野　和則  医師
  

おお    の　       かず  のり

洛西ニュータウン病院
循環器内科副部長

　京都府立医科大学を卒業し、虚血
性心疾患や心不全を中心とした循環
器内科関連疾患の外来・入院診療に
加え、救急・集中治療領域の診療に

携わっております。洛西地区に関わり７年目となりました
が、引き続き微力ながら地域医療に貢献できるよう尽力い
たします。

●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：洛西ニュータウン病院（外来・金曜、
　　　　　　胃カメラ・火曜、大腸カメラ・火曜）

沼　圭次朗  医師  
ぬま　      けい   じ   ろう

洛西ニュータウン病院
消化器内科

　　　　　　

　このたび，洛西シミズ病院から洛
西ニュータウン病院に転任し，消化
器内科常勤医となりました。主に下
部消化管疾患を専門としております

が，消化器内科全般の診療に幅広く従事していきます。皆
さまと密に連携を取り、質の高い医療を患者さまに提供し
ていきたいと考えています。

●昭和５５年卒
●専門分野：産婦人科、女性ヘルスケア
●認定・専門等：日本産科婦人科学会認定産婦人科専門 
                       医、母体保護法（旧優生保護法）指定医、 
                       日本医師会認定産業医、医療安全管理
                       者、医学博士

萱谷　宏  医師
  

かや  たに　     ひろし

シミズふないの里
施設長

　　　　　　

　このたび、介護老人保健施設シミズ
ふないの里の施設長に就任いたしまし
た。これまで医師として病院勤務して
おりましたが、これからは施設の経営

者として、また常勤医師として勤務いたします。施設の最
高責任者としての重責に堪えながら頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。
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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

　京都新聞主催の「第３１回健康生活講座」が、
２月５日（土）１４時から京都新聞文化ホール
で開催され、「知って備える病気と治療～ＷＩＴＨ
コロナの日常で～」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。
　シミズ病院からは𠮷田享司院長が登壇し、脳
卒中の原因や症状、進歩した治療法、早期発見のコツなどを解説しました。𠮷田院長は、
「脳卒中は、発症後できるだけ早く検査や治療を開始することが極めて重要です。その
ためにも、本人はもとより家族や身近な人がいち早く異変に気づけるよう、地域社会全
体で脳卒中に対する知識を共有し意識を高める取り組みをしてほしい」と訴えました。

　『手術数でわかるいい病院２０２２』
（朝日新聞出版）の脳血管疾患治療コー
ナーでシミズ病院が取り上げられ、京
都地区で治療数が８年連続１位になり
ました。また、『病院の実力２０２２総
合編』（読売新聞社）の脳卒中コーナー
でも掲載され、京都地区で治療患者数
が１位となっています。このほか同書
では、シミズ病院が首と腰の病気、洛西
シミズ病院が首と腰の病気に加え回復
期リハビリテーションのコーナーで掲
載されています。

竹中院長（亀岡シミズ病院）と野々村泌尿器科顧問（洛西ニュータウン病院）が、
厚生労働大臣表彰されました

　令和３年度社会保険診療報酬支払基金関係功績者に、
亀岡シミズ病院の竹中溫院長と洛西ニュータウン病院の
野々村光生泌尿器科顧問が選出され、厚生労働大臣表彰
を受賞しました。
　この表彰は、社会保険における診療報酬の審査や支払
いに関する事業推進の功績が顕著で、他の模範と認めら
れる支払基金の関係役職員に授与されるもので、令和３
年度は京都府では清仁会の２名（全国では７４名）のみ表
彰されています。

２０２２年版
『手術数でわかるいい病院』と
『病院の実力』で、
シミズ病院の脳卒中治療が
京都地区トップで掲載されました

▲『手術数でわかるいい病院』より▼『病院の実力』より

竹中院長 野々村顧問

𠮷田院長
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脳神経外科 / 脳神経内科 / 内科 / 呼吸器内科 / 循環器
内科 / 外科 / 麻酔科 / 整形外科 / 呼吸器外科 / 泌尿器
科 / 皮膚科 / リハビリテーション科 / 放射線科 / リウ
マチ科 /脊椎脊髄外来 /禁煙外来

〒６１５－８２３７　京都市西京区山田中吉見町１１－２
☎０７５－３８１－５１６１

診療科目

「脳卒中ケアユニット」を１８床設け、２４時間３６５日、
緊急手術など専門的な治療を患者さまが安心して受け
られる体制を構築しています。『断らない救急』の実現
に向け、職員一丸となって取り組んでいます。

■ 救急体制・特徴

２０２１年度の救急搬送患者数は１，６５８名、
うち脳疾患 １，４０１名。手術数は、５２３件。
他医療機関からの紹介患者数は １，９００名です。
ご紹介医療機関から当院脳神経外科医師に直接ご連絡いた
だだける「脳神経外科救急ホットライン」も設置しています。

■ 救急患者・紹介患者等

当院は、日本脳卒中学会認定「一次脳卒中センターコ
ア施設」です。脳卒中相談窓口を設置し、地域の中核
となる脳卒中センターとして各医療機関と連携をと
り、脳卒中診療に貢献しています。

■ ひと言

（左から）𠮷田享司院長、林大雅事務部長、畑田宏美看護部長

２０２２年度　シミズ病院グループ　　病院·施設の新体制をご紹介します !

シミズ病院

整形外科 / リハビリテーション科 / 脳神経外科・ガン
マナイフセンター /内科 / 外科 / 循環器内科 /麻酔科・
ペインクリニック / 脳神経内科 / 泌尿器科 / 皮膚科 /
リウマチ膠原病内科 /放射線科

〒６１０－１１０６　京都市西京区大枝沓掛町１３－１０７
☎０７５－３３１－８７７８

診療科目

整形外科疾患を中心に救急患者の受け入れ体制をとっ
ており、患者さまの治療と療養を実現するため急性期
病棟 (７４床 ) に加え、回復期リハビリテーション病
棟（１００床）、地域包括ケア病棟（４１床）を有し
ています。

■ 救急体制・特徴

京都市、亀岡市、乙訓地域の医療機関や施設からご紹
介をいただき、治療や入院を要する多様な年齢層の患
者さまに対応しています。

■ 救急患者・紹介患者等

私たちは清仁会グループの病院・施設ならびに地域の
医療機関と連携を密にし、急性期から回復期を経て生
活期に至るまでの切れ目のない高度で良質な医療を提
供していきます。

■ ひと言

（左から）矢津匡也院長、岸本伸也事務部長、浦野貴子看護部長

洛西シミズ病院
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２０２２年度　シミズ病院グループ　　病院·施設の新体制をご紹介します !

脳神経外科 / 外科 / 泌尿器科 / 内科 / 呼吸器内科 / 循
環器内科 / 消化器内科 / 消化器外科 / 整形外科 / 皮膚
科 / 眼科 / リハビリテーション科 / 放射線科 / 精神神
経科 /腎臓内科（人工透析）

〒６２１－０８３４　京都府亀岡市篠町広田１－３２－１５
☎０７７１－２３－００１３

診療科目

脳神経外科、外科、泌尿器科、内科の医師が連携し、
亀岡地域での救急受け入れに努めています。また、脳
神経外科専門医を３名配置しており、「一次脳卒中セ
ンター」として認定を受けた病院です。

■ 救急体制・特徴

一般病棟に加えて障害者病棟と医療療養型病棟を備え
ているケアミックス病院です。また、透析ベッド１０
床に対し、通院だけでなく療養入院での対応も行って
います。

■ 救急患者・紹介患者等

急性期から在宅まで切れ目のない医療・介護サービス
を提供し、地域の患者さまおよびご家族に愛され信頼
される病院を目指していきたいと考えています。

■ ひと言

（左から）竹中溫院長、杉本博事務部長、福井千秋看護部長

亀岡シミズ病院

内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 外科 / 消化器外科 /
乳腺外科 / 肛門外科 / 脳神経外科 / 整形外科 / リハビ
リテーション科 / 皮膚科 / 形成外科 / 泌尿器科 / 眼科
/ 耳鼻咽喉科 /放射線科 /麻酔科 /歯科 / 脳神経内科

〒６１０－１１４２　京都市西京区大枝東新林町３－６
☎０７５－３３２－０１２３

診療科目

洛西ニュータウン地域の基幹病院として、内科、循環器
内科、消化器内科、消化器外科、泌尿器科を中心に眼科、
耳鼻咽喉科、歯科など幅広い診療に対応しています。
また、西京区で唯一の療養病棟を有しており、長期入
院が必要な方も入院されています。

■ 救急体制・特徴

地域に密着した病院であり、近隣にお住まいの患者さまが非常に
多く入院されています。また、周辺の医療機関からご紹介いただ
いた患者さまや施設に入所中の利用者さまにも対応しています。

■ 救急患者・紹介患者等

当院の泌尿器科並びに消化器内科は、グループ内の中核診
療施設となりました。中でも消化器内科は、院内の消化器外
科とも連携し、より良い治療を行えるように体制を整えてい
ます。ぜひ、消化器疾患のご紹介をよろしくお願いいたします。

■ ひと言

（左から）松室明義院長、谷口明弘事務部長、小林ゆかり看護部長

洛西ニュータウン病院
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〒６２９－０１３４　京都府南丹市八木町西田山崎１６
☎０７７１－４３－２１１１

・介護老人保健施設 入所サービス　１５０床
　（一般療養棟９８床・認知症専門棟５０床）
・短期入所療養介護（ショートステイ）
・通所リハビリテーション（デイケア）
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援事業所

■ 介護サービスの種類

南丹圏域では数少ない認知症の専門棟です。
認知症のための支援が必要な方が、ゆとりのある居住空間
で、穏やかに安心して生活が送れるような環境づくり、一
人ひとりの個性や入所者さま同士の関係を大切に、寄り添っ
た援助を行っています。また、自発的かつ安全に過ごせる
ようにさまざまな職種がチームとなり、自立支援に向けた
ケアを提供しています。

■ 認知症専門棟（５０床）について

地域の「在宅復帰・在宅支援施設」として
施設に入所していただくだけではなく、当施設の各介護サービスが連携
して、地域の高齢者の方が少しでも長くご自宅での生活を続けていただ
けるように支援します。また、終末期ケアのニーズにも対応しています。

■ ひと言

介護老人保健施設　シミズふないの里

（左から）萱谷宏施設長、吉岡大介事務部長、久木野美由紀療養部長

〒６１０－１１０６　京都市西京区大枝沓掛町１３－３６２
☎０７５－３３１－８９００

・介護老人保健施設　入所サービス　１７４床
　（一般療養棟９８床・認知症専門棟７６床）
・短期入所療養介護（ショートステイ）
・通所リハビリテーション（デイケア）
・訪問リハビリテーション

■ 介護サービスの種類

身体機能の維持、脳の活性化を図るためのレクリエーショ
ンを取り入れています。毎日の体操の時間に体をほぐした
り、カラオケやクイズ、計算問題、折り紙、塗り絵、書道、工作、
園芸など、頭や手を使うことで認知機能低下予防につなげ
ています。

■ 認知症専門棟（７６床）について

在宅復帰・在宅療養支援施設として、在宅復帰に向けた生活
リハビリを行っています。在宅復帰後も、ショートステイや通
所リハビリテーション、訪問リハビリテーションに繋ぎ、継続
したリハビリサービスを提供できるよう取り組んでいます。

■ ひと言

介護老人保健施設　シミズひまわりの里

（左から）清水保施設長、松岡祥子事務部長、大久保香枝療養部長

〒６０４－８８１１　京都市中京区壬生賀陽御所町３－１
☎０７５－８１３－１３００

脳神経外科 / 整形外科 / 内科 / リハビリテーション科 / 呼吸
器内科 /外科 / 皮膚科
（併設）健診センター / 通所リハビリテーション / 訪問リハ
ビリテーション

■ 診療科目

当クリニックは、複数医師による複数診療科体制を有して
おり、健診センター、通所リハビリテーション、訪問リハ
ビリテーションを併設しています。特に脳神経外科、整形
外科、内科は月曜から土曜まで毎日診療を実施しており、
近隣の医療施設、介護施設、救急病院と密接な連携を取り
ながら、地域医療への貢献に努めています。
また、1.5T の SIGNA MR / I Hispeed を擁しており、自院の患
者のみならず、近隣医療機関からの申し込みにもできる限り
ご希望の日時でMRI 検査に対応できるようにしています（放
射線科医の読影が必要であれば、そちらも対応いたします）。

■特徴

阪急大宮駅より西へ徒歩５分。四条壬生川の東南角にある
アクセスしやすい立地です。

■ ひと言

シミズ四条大宮クリニック

（左から）笠松美宏院長、猪木邦泰事務部長
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TEL：075－381－5161（代表）　
FAX：075－393－3822

「想いをつなぐ！！」
地域の医療機関、施設、介護事業所、救急隊等の皆さまと、
当法人の各病院・各施設を繋ぐ役割として２０２２年４月
に「経営企画部・渉外課」を立ち上げることとなりました。
今後は地域に向けての情報発信などにも力を入れ、「地域住
民の健康増進」の一躍も担うことができればと考えていま
す。

■ ひと言

（左から）北園高嶺係長、林秀晃主任、柴田亮課長、岡田尚子職員

〒６２９－０１３４　京都府南丹市八木町西田早田３
☎０７７１－４３－０２２８

６０歳以上の方から入居することができる生活支援付きの
住まいで、温泉付き大浴場の設備に加え、毎月、レクリエー
ション等の企画も行っています。空き居室がありましたら
即入居が可能です。

■ ケアハウス白百合苑の特徴

回想療法や夕食作り等を通じて認知機能低下予防に取り組
み、日課の散歩やグループ施設からの派遣による生活維持
向上の取り組みにより身体機能の維持にも努めています。
また、地域の認知症相談窓口としての機能も持ち合わせて
います。

■ グループホームかたらいの家の特徴

・特別養護老人ホームヴィラ多国山　　　　　定員１２５名
・特別養護老人ホームヴィラ多国山短期入所　定員　１５名
・グループホームかたらいの家　　　　　　　定員　　９名
・ケアハウス白百合苑　　　　　　　　　　　定員　５１名

■ 介護サービス事業

社会福祉法人　アイリス福祉会

（左から）小中宏三総合施設長、谷口敦士事務局長、兼定惠美子介護部長

〒６２０－１４２４　京都府福知山市三和町友渕７９－１３２
☎０７７３－５９－２５２５

・特別養護老人ホームみわの里
・ショートステイみわの里
・デイサービスセンターみわの里
・グループホームすこやかの家
・居宅介護支援センターみわの里
・訪問看護ステーションみわの里
・高齢者生活福祉センター・
　老人デイサービスセンター

定員５０名
定員１０名
定員２５名
定員　９名

定員２５名

■ 介護サービス事業

当施設は、利用者一人ひとりの「思い」をかたちにするために、
この地域の福祉の拠点となり、職員、家族、地域の人々の利
用者さまに対する思いをつなげる架け橋となります。そして、
それぞれの思いの一つひとつをかたちにしていくことに努め、
利用者、家族、職員、この地域の人々がともに暮らすことが
できる「まち」となるような、より高度な福祉事業を展開して
います。

■ ひと言

利用者さま個々の思いや今まで生きてこられた生活歴を大
切に、自分らしい暮らしをつくるケアを目指し、利用者さ
まが生活の主体になるよう支援しています。

■ グループホームすこやかの家の特徴

社会福祉法人　清和会みわ

（左から）高橋哲美業務執行理事、藤田良二事務局長、谷掛浩介護部長

清仁会「経営企画部・渉外課」を新設し、皆さまとの窓口としての役割を果たします！
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第1群
会場：
亀岡シミズ病院

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

シミズ病院
看護部長
畑田　宏美

講評者

認知症高齢者の思い
に寄り添った関わり
～プロセスレコード
を用いて自己の振り
返り～
亀岡シミズ病院
勝見　梨央

気管切開患者との
コミュニケーション

亀岡シミズ病院
辻村　志穂

スポンジブラシと
湿潤剤がもたらす
口腔内衛生改善の
効果

亀岡シミズ病院
東福　大樹

せん妄予防に向けた
看護介入
～自己効力理論に
沿った援助～

亀岡シミズ病院
梅村　麻鈴

第2群
会場：
洛西ニュータウン病院

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

洛西シミズ病院
看護部長
浦野　貴子

講評者

食事の自己摂取が　
進まない患者との　
関わり

洛西ニュータウン病院
津本　菜緒

バルーンカテーテル
挿入中の患者の自己
管理に向けて

洛西ニュータウン病院
古川　葵

ストーマ受容過程に
応じたセルフケア　
確立に向けた関わり
について

洛西ニュータウン病院
岡田　百合

手術当日患者の不安
軽減への取り組み　 
～不安の強い患者に
対し温かいベッドを
使用した症例～
洛西ニュータウン病院
吉岡　昌俊

多職種連携における
看護師の役割につい
て～高齢者独居の　
退院支援を通して～

洛西ニュータウン病院
森本　真由

第3群
会場：
シミズ病院

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

洛西シミズ病院
看護師長
佐藤　輝彦

講評者

入院患者の不安軽減
に向けての関わり

シミズ病院
𠮷田　圭乃

回復過程にそった
援助の必要性

シミズ病院
打越　直美

褥瘡悪化予防への
取り組み

シミズ病院
辻　加那

口腔ケアと肺炎予防

シミズ病院
田所　菜月

せん妄改善に向けて
の患者との関わり

シミズ病院
樋口　裕子

 
 ケーススタディ発表会」
■ 「清仁会 新人看護職員研修 ２０２１年度 
 ケーススタディ発表会」を開催しました
　３月９日（水）８時３０分より、「清仁会新人看護職員研修
２０２１年度ケーススタディ発表会」を開催し、昨年入職した
清仁会４病院の新人３０名が１年間の看護のまとめを発表しま
した。新型コロナウイルス感染第６波によるまん延防止等重点
措置が継続中のため、昨年同様４病院オンラインリモート中継
で結ぶ形式の発表会でしたが、活発な質疑応答、意見交換がで
きました。
　患者さま・ご家族にとって、新型コロナウイルス感染のため

１年間面会制限が継続し、通常の療養環境ではなかったと思い
ます。コロナ禍の環境での看護実践、新人だから考えるさまざ
まな看護実践の発表でした。今後もコロナと共存した看護にな
ると思います。この１年間で得た看護観を、今後の看護に繋ぎ
成長することを願っています。
　なお、午後からは医療専門職としての成長を振り返りながら
心構え等についての研修を行い、最後の閉講式では各施設で新
人一人ひとりに合同研修修了証を授与しました。
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第4群
会場：
シミズ病院

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

亀岡シミズ病院
看護部長
福井　千秋

講評者

脳梗塞にて麻痺が残
存する患者への食事
摂取時のポジショニ
ングと ADL 向上へ
の介入
シミズ病院
上田　莉世子

転倒リスクのある
患者への
ナースコール指導

シミズ病院
新明　綾奈

昼夜逆転なく
離床時間が確保できる
ための関わりについて

シミズ病院
川勝　眞惟夏

失語患者の転倒転落
予防

シミズ病院
糀谷　祐莉佳

第5群
会場：
シミズ病院

臥床傾向となり ADL
が低下した患者への
関わり

シミズ病院
小川　珠未

術後の早期離床に
困難な可能性がある
患者の術前での
取り組み

シミズ病院
進藤　涼香

脳梗塞により片麻痺
を呈した患者への
移乗動作獲得に
関する支援について

シミズ病院
北村　耀平

日中臥床傾向患者の
離床を促し生活リズ
ムを整える関わり

シミズ病院
松原　麻希

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

洛西ニュータウン病院
看護師長
北川　由夏

講評者

第6群
会場：
洛西シミズ病院

涙膿炎患者に対する
眼軟膏を用いた
乾燥予防

洛西シミズ病院
田子　乃愛

失語症患者のニーズ
を満たす関わり

洛西シミズ病院
武田　つむぎ

パーキンソン病患者
に対する苦痛緩和を
目的としたポジショ
ニング介入

洛西シミズ病院
村山　紗葉

在宅で膀胱留置カ
テーテル管理をする
ことになった患者と
家族への退院支援に
ついて
洛西シミズ病院
塩飽　ひより

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

亀岡シミズ病院
看護師長
越川　優子

講評者

第7群
会場：
洛西シミズ病院

入院が患者に及ぼす
影響について

洛西シミズ病院
石𠩤　有佳

終末期患者と
その家族への関わり

洛西シミズ病院
竹嶋　紫

介護抵抗がある患者
との関わり
～ユマニチュードを
用いて～

洛西シミズ病院
橋本　実夕

不安を抱える患者へ
の関わり

洛西シミズ病院
岸本　京佳

亀岡シミズ病院　
看護師長
米澤　みさき

座長

洛西ニュータウン病院
看護部長
小林　ゆかり

講評者
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京都府新人看護職員研修事業
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新卒者７３名がシミズ病院グループに入職しました
　２０２２年４月１日、清仁会グループに７１
名、アイリス福祉会に２名の合計７３名の新卒
者が入職しました。職種別では、看護師２５名、
理学療法士２４名、作業療法士４名、言語聴覚
士７名、薬剤師１名、放射線技師２名、臨床工
学技士１名、臨床検査技師１名、介護福祉士３名、
介護職３名、医療事務（総合職）２名です。全
体入社式は、新型コロナウイルス感染対策に伴
い３年連続で見送りました。
　配属施設ごとに行われた清仁会入社式では、
清水史記理事長からのお祝いビデオメッセージ
を放映し、「社会人、医療人としての責任を自覚
し、有意義な社会人生活にしてください。その
ためにも、上司・先輩・同僚そして患者さまに
笑顔でしっかりとあいさつしてください」と伝
えました。その後、新入職員は院長等から辞令
を交付され、専門研修を経て各職場で毎日元気
に勤務しています。

シミズ病院

洛西ニュータウン病院 シミズひまわりの里 シミズ四条大宮クリニック アイリス福祉会

洛西シミズ病院 亀岡シミズ病院

シミズ病院 洛西シミズ病院

ひまわりの里 アイリス福祉会

シミズ病院 洛西シミズ病院

ひまわりの里 アイリス福祉会

配属別集合写真

入社式（一部）

辞令交付（一部）

研修の様子
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