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新サイト「ＳＨＩＭＩＺＵ　ＴＩＭＥＳ！」を開設

世界脳卒中デーに合わせた
グループ啓発活動

特集



  

　シミズ病院グループホームページに、「人」に焦点を当ててシミ
ズ情報を発信する「ＳＨＩＭＩＺＵ　ＴＩＭＥＳ！」を開設しまし
た。医療や介護に関連した記事を、現場の生の声を通して紹介して
まいります。また、Instagram や Twitter にも準備が整い次第、配
信してまいります。ぜひ、新サイトへご訪問ください。以下に、コ
ンテンツの一部をご紹介します。

医療と介護　情報発信サイト

「ＳＨＩＭＩＺＵ  ＴＩＭＥＳ！」
オープン

救急搬送の第一報と同時に、全職種が連携スタート
垣田：急性期の脳神経疾患は、発症から治療・手術開始までの
時間をいかに短縮するかが重要です。なぜなら、時間の経過と
ともに脳へのダメージが増大し、後遺症のリスクや命の危険が
高まるからです。
　例えば、救急搬送の段階で、患者さまに脳卒中の兆候が見ら
れる際には、脳神経外科の医師にも連絡が入ります。これは脳
梗塞だ、血栓回収が必要だ、などと診断できたらすぐ手術に入
れるようスタッフ全員が一斉に受け入れ態勢に入ります。
原辺：術後の患者を受け入れることになる SCU の看護師も、
救急外来到着時から２～３人は立ち会います。受け入れ後の検
査中も医師や看護師などがそれぞれモニターを確認し、診断が
ついたらすぐに次の動きが取れるよう連携しています。

垣田：医師同士も連携して動いています。救急外来の担当医が
採血や診察を行って、手術が必要ならご家族に説明を行います。
併行して私たち手術担当医は、同意が得られたらすぐに執刀で
きるよう準備に入ります。ただ、１分１秒でも早く治療を開始
するには、医師だけの努力ではできません。看護師をはじめコ
メディカルのチーム全員が、最良の方法を考えて動いているか
らこそ実現できるのです。
原辺：手術が始まったら、病棟の看護師は病床運用や使用する
機器の準備など、個々の患者さまの症状や診断に合わせてスムー
ズに受け入れできるようリーダーシップをとって進めていきま
す。
垣田：こうしたスピーディーな対応ができるのは、脳神経外科
に特化した当院ならではの特長ですね。一次脳卒中センターコ

ア施設（日本脳卒中学会認定）であるシミズ病院では、直接救急搬送される方、他院では処置の難しい方など、
急性期の脳神経疾患の患者さまを24時間 365日受け入れて治療を行っています。（抜粋）

「１分１秒を争う現場を支える鍵はチームワーク」
シミズ病院  脳神経外科部長  垣田 寛人医師×看護師長  原辺 歩

第 1回
【公開中】

こちらの QR コードから
アクセスできます
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「利用者さまにとって何が一番よいのか」を最優先に
山﨑：相談員は、利用者さまやご家族の気持ちに寄り添うことが基本で
す。施設に空きがあっても、いつから利用できるのかという物理的な状
況と、そこにいつから入るのかという利用者さまの心理的な状況は、必
ずしも一致しません。それは施設を出るときに、自宅に戻るのか、別の
施設に行くのか、という状況についても同じです。だからこそ、常に物
事を多角的に見られるよう努めることが大切です。
　ただ、多くの人の立場に立って考えていると、何が正解なのか、何を
優先すべきか判断に悩むことがあります。そんな時、私が一番に考える
のは「利用者さまにとって、何が一番よいのか」ということです。その軸さえブレずに持っていれば、きちんと
自分の考えは伝えられるし、納得してもらえると考えています。全てを叶えられなくても、実現できることを考
えて、周りのスタッフに相談しながら取り組んでいきたいと思っています。（抜粋）

「老健施設の相談員として、利用者・家族・地域をつなぐ架け橋に」
介護老人保健施設シミズひまわりの里  相談員  主任  山﨑 絵美

第２回
【公開中】

細やかなコミュニケーションで、リハビリ効果は高められる
西垣：リハビリテーションを進める上では、医師との連携は欠かせません。
例えば、私たちは術後すぐにリハビリテーションに取りかかりますが、「動
かすのが怖い」「リハビリなんてしたくない」とおっしゃる患者さまも少な
くありません。しかし、患部の腫れを引かせたり、機能回復には動かすこ
とが大切なのです。
　ですから、不安がる患者さまや気になる点がある患者さまのことはすぐ
に医師に相談し、「こういう動作は大丈夫ですよ」と細かく説明しながら安
心してリハビリテーションに取り組んでいただけるよう心がけています。
どんな些細なことでも私は医師に報告・相談しています。その結果、常に患者さまの状況を共有できますし、一人ひ
とりに合わせた細やかな対応ができると思っています。
廣藤：リハビリテーションがなければ回復を目指すことはできないので、作業療法士はなくてはならない大切な存在
です。以前はリハビリテーションに必要な装具を一緒に作ったり、細かく指示したりもしていましたが、いつも自分
なりに工夫して作成してくれるので、今では全面的に信頼してポイントだけ伝えてお任せすることも多いです。（抜粋）

「プロフェッショナル５人のタッグで早期回復をサポート」
洛西シミズ病院  整形外科部長  廣藤 真司医師×作業療法士  主任  西垣 三代子

第 3回
【公開中】

今後の予定

第４回 ２０２２年１２月公開予定

「回復期リハビリテーションのチーム医療」
第５回 ２０２３年１月公開予定

「４病院泌尿器科チームの連携治療」
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▲（写真左から）福井看護部長、小林看護部長、浦野看護部長、畑田看護部長

●昭和６０年卒
●専門分野：

●担当外来：

日本脳神経外科学会認定脳神
経外科専門医・指導医、日本脳
神経血管内治療学会認定脳血
管内治療専門医・指導医、日本
脳卒中学会専門医・指導医、日
本脳卒中の外科学会技術指導
医、日本医師会産業医、京都大
学医学部臨床教授、医学博士
シミズ病院（水曜）

  秋山　義典  医師（脳神経外科）
あき  やま　　　 よし  のり

シミズ病院　副院長

　　　　　　

新任のご紹介 　２０２２.１１.０１付

就任のご紹介 　２０２２.１１.０１付

　１１月１日付で入職いたしました。はるか昔に
京都大学を卒業後、大阪、浜松、滋賀の病院で
勤務した後、この２０年間は、奈良県天理市の
病院で勤務しておりましたが、このたび地元の
京都で働かせていただくことになりました。老
人ですのでいろいろとご迷惑をおかけするかと
思いますがよろしくお願いします。

  

　　　　　　

福井　千秋
ふく   い　         ち   あき

シミズ病院　看護部長

　このたび、シミズ病院看護部長の任に就くこととなりま
した。シミズ病院の急性期医療にかける熱い思いとパワー
を感じております。倫理観を大切にして優しく寄り添い思
いやりのある看護を提供し、地域に愛され必要とされる病
院づくりに尽力したいと思います。

小林　ゆかり
  こ  ばやし

洛西シミズ病院　看護部長

　洛西ニュータウン病院から異動しました。「仕事を楽し
む」をmottoにしています。今回の異動でグループ４病院
すべての看護部長職を経験することになります。これまで
同様、各病院の良い所を取り入れながら、看護部理念の
「人間愛」に基づき、洛西シミズ病院らしさを出せるよう
職員一丸となって取り組んでまいります。

浦野　貴子
うら    の　       たか   こ

亀岡シミズ病院　看護部長

 洛西シミズ病院から異動になりました。急性期から在宅ま
で切れ目のない医療サービスが展開できる亀岡シミズ病院
で、地域の皆さまに寄り添い、質の高い看護が提供できる
よう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

畑田　宏美
 はた   だ　       ひろ    み

洛西ニュータウン病院　看護部長

　１１月にシミズ病院から転任してまいりました。病室か
ら見える四季折々の風景は、患者さんと私たち職員の心を
癒してくれます。患者さんに選ばれ、働く人に選ばれる病
院づくりを目指して頑張りたいと思います。

　　　　　　



　シミズ病院グループでは、「世界脳卒中デー（１０月２９日）」に合わせて、脳卒
中治療の基幹病院であるシミズ病院を中心に洛西シミズ病院・洛西ニュータウン病
院・亀岡シミズ病院のグループ４病院にてライトアップをはじめ脳卒中予防動画の
院内放映などの啓発活動を行いました。
　初めての試みではありましたが、地域の方々に脳卒中予防について少しでも理解
を深めていただくきっかけになればと願いを込めました。また、職員も今回の啓発
活動を通じてより団結し、脳卒中治療を中心に地域に根差した医療サービスを今後
も提供していこうという意欲が高まったと感じています。これからもさまざまな活
動を通して、皆さまに信頼していただける病院になれるよう努力してまいります。
　なおライトアップには、西京・乙訓地域のイベント「かぐやの夕べ」で使用され
た竹行灯を再利用させていただき、ご賛同いただける地元企業の皆さまとともにラ
イトアップを行いました。

「世界脳卒中デー」に合わせた啓発活動を
シミズ病院グループで初めて実施しました

亀岡シミズ病院 洛西ニュータウン病院

シミズ病院 洛西シミズ病院
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　京都新聞主催の「第３２回健康生活
講座」が、１０月１６日（日）１４時
から京都新聞文化ホールで開催され、
「健康寿命を考える―ｗｉｔｈコロナの
生活と病院―」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
は垣田寛人脳神経
外科部長が登壇
し、脳卒中の疾患
や症状、治療につ
いて解説しまし

た。そして、脳卒中には生活習慣病が大きく影響するとした上で、
健康な生活を続けるために日頃からこまめな水分補給と適度な運
動を心がけてほしいと訴えました。

　一次脳卒中センターコア施設に認定されているシミズ病院では、医師や看護師をはじめとしたコメディカルが連携
したチーム医療で超急性期の患者さまを支える体制を、継続的に強化する活動を行っています。その一環として、院
内の脳神経外科看護研修を１０月～１１月にかけて実施しました。
　１０月１１日（火）夕方に「脳梗塞と血管内治療について」をテーマに脳神経外科の福尾祐介医師が講師を務めました。
①神経解剖について②画像（ＣＴ・ＭＲＩ）の見方③虚血性疾患④治療について、専門的な所見を交えながら解説しま
した。また、１１月８日（火）夕方には「腫瘍、急性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫」をテーマに脳神経外科の澤村壯
医師が講師を務めました。①原発性脳腫瘍の分類や症状・治療について、②急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫の画像所
見や治療について解説しました。看護師やセラピストらは、日頃の看護や治療に役立てようと真剣な眼差しで聴講し
ていました。

シミズ病院の職員を対象とした脳神経外科看護研修を実施しました

SHIMIZU TOPICS

シミズ病院脳神経外科部長の垣田医師が、
京都新聞「健康生活講座」で講演しました

１０月１１日　福尾祐介医師による研修の様子

１１月８日　澤村壯医師による研修の様子
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京都府新人看護職員研修事業

　本年１０月、シミズ病院グループ４病院は、「こども１１０番
のいえ」に登録いたしました。
　この活動は京都府下において１９９７年６月よりスタート
された事業ですが、当グループでは小児科標ぼうがなく、小
さなお子さまへの医療提供が十分に行えない現状の中、地域
のお子さまに何か手助けができないかと考えてまいりました。
　４病院とも２次救急指定病院として２４時間体制で職員を
配置しており、昼夜を問わず運営している数少ない施設とし
て、警察との協力のもと地域の安全確保に努めてまいりたい
と思い今回の登録に至りました。
　この活動を通して、多岐にわたり地域の皆さまのお役に立
てればと考えています。

シミズ病院グループ４病院が、
「こども１１０番のいえ」に登録

　２０品種約８００万本のコスモスが約４．２
ヘクタールのエリアに咲き誇る亀岡「夢コス
モス園」。１０月１日から１１月３日に開園
されました。
　園内では「創作かかしコンテスト」が実施
され、シミズ病院グループから「介護老人保

健施設シミズふないの里」「小規模多機能型居宅介護篠まごころホーム」「グループ
ホームかたらいの家」の３施設が出品。その中で篠まごころホームが製作したトト
ロが見事第２位に輝きました。関係者の皆さま、おめでとうございます。

西京消防署の救急隊と、
シミズ病院が懇談会を行いました
西京消防署の救急隊と、
シミズ病院が懇談会を行いました
　１１月９日（水）１４時３０分よりシミズ病院で、西京消防署の西京
救急隊と洛西救急隊との懇談会を行いました。
　挨拶・出席者自己紹介の後、洛西救急隊長より２０２１年中の救急統
計について説明がありました。続いてシミズ病院に搬送された２症例の
検討会があり、通報現場到着後の搬送者の観察結果や搬送までの判断等
が適切であったかどうかの問題提起がありました。それに対してシミズ
病院の𠮷田享司院長が、入院時の診断結果やその後の経過等について報
告し、西京区内の救急患者をいかに迅速・適切に治療に結び付けるか議
論を深めました。

シミズ病院 亀岡シミズ病院

洛西シミズ病院 洛西ニュータウン病院

シミズふないの里 かたらいの家 篠まごころホーム

亀岡「夢コスモス園」の創作かかしコンテストで、
篠まごころホームの作品が第２位に！

SHIMIZU TOPICS
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　２０２２年１２月現在、シミズふないの里には、ミャンマーか
ら来日し介護職として働く「技能実習生」３名と「特定技能」３
名の計６名が在籍しています。
　本年９月に入職した技能実習生の歓迎会では、自国の文化や日本への思いを、慣れない日本語で一生懸命伝える
３名の姿勢に感銘を受けました。現在、日本語に慣れる目的で勉強会を週４回行っています。各部の担当者が考え
たテーマに沿って、童謡を唄ったり、文化・四季・方言・専門用語等を学びながら、業務中とはひと味違う日本語
に触れる機会を楽しんでいるようです。介護実務では、職員も本人たちも、まだ言葉を伝えあう場面でもどかしく
感じる時もありますが、上司や先輩の指導の下、真摯な姿勢でできることを一つずつ意欲的に取り組んでいます。
　特定技能の３名は、当施設や他施設での介護実務経験があり、日本語も堪能ですので即戦力として通常業務を行っ
ています。日本人スタッフと同様、利用者さまに心を通わせた丁寧な対応を心がけており、利用者さまからの評判
も上々です。同じフロアで勤務する技能実習生のフォローもしてくれる頼もしい先輩として活躍しています。

▲特定技能スタッフ

　技能実習生や特定技能の皆さんは、母国親元を離れ不慣れな土地で生活しながら、コミュニケーション能力（日
本語）と介護技術を身につけるため、日々努力されています。その思いに応えるように、当施設のスタッフも温か
く指導にあたってくれています。あらためて高齢の方を大切にする思いに国境はないものと感じています。
　「利用者さまとご家族に身内のように寄り添う介護」と「介護職の人材育成」を通して、引き続き地域に貢献し
ていきたいと思ってます。

「身内のように寄り添う介護施設です」 シミズふないの里　施設長　萱谷　宏

技能実習生

▲利用者さまとの一場面

「ふないの里へようこそ！」「ふないの里へようこそ！」

特定技能

◀技能実習生歓迎会の様子

介護老人保健施設  シミズふないの里
心のこもった介護に国境なし
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