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理事長挨拶
『シミズの風』新聞は今年４月でやっと１年を迎え通算８号を発刊いたしました。この新聞は、地域医療連携
を図るため、周辺地域の医院やクリニック等の関係者の皆様に、医師等の新たな配置や診療科目の開設、診
療機器の導入等に関する情報を発信して参りました。今年度は、新たに清仁会へ入職された先生や院長、副
院長等に就任された先生方が多数おられ、部外の関係者の皆様にこの紙面を活用しご紹介させて戴きます。
地域の先生方との連携を図って戴きたいと思います。

就任医師の紹介
清仁会 院長
（４月１日就任）

佐藤 学 医師
医学博士
Ｓ４８年卒
日本脳神経外科
学会認定専門医
脳外担当外来：金
（シミズ）
ガンマナイフ外来：
月～木・土（洛西）

平成25年2月、洛西ニュータ
ウン病院が医療法人清仁会
に移行しました。洛西シミズ
病院から1kmに洛西ニュータ
ウン病院、3kmにシミズ病院、
5kmに亀岡シミズ病院と、清
仁会の4病院がこの近隣に集
合いたしました。個々の病院
は小さいですが、4病院が集
まれば大病院となります。4病
院が分散しているデメリットを
逆にメリットとして、医療法人
清仁会を発展させることが重
要であり、この4病院の連携
をはかるため清仁会院長に
就任しました。今後各病院に
いろいろとお願いに参ると思
いますが、どうかよろしくお願
いいたします。

シミズ医院長 兼 シミズ病院外科部長
（４月１日就任）
本年４月１日より、シミズ医
院勤務となりました。医院で
は、各部門職員の努力によ
り、地域の信頼を得ています。
しかしながら、厳しい医療経
済下にあり、多数の職員を
抱えている事も事実でありま
す。今後、職員一体となり、
重城 博一 医師
効率的で、有用な医療を積
Ｓ５１年卒
み重ねていく所存です。又、
日本外科学会認定
病診連携は、医院にとって
指導医
極めて重要であり、皆様の
担当外来：月・木（シ
ご協力を、何卒宜しくお願い
ミズ医院）、 火・金
申し上げる次第です。
（シミズ病院）

洛西シミズ病院長
（４月１日就任）

石津 恒彦 医師
医学博士
Ｓ５７年卒
日本整形外科学会
整形外科専門医、
日本救急医学会認
定専門医
担当外来：月・火
（洛西）、金（亀岡）

シミズ病院
副院長
兼 脳神経外科部長
兼 ＳＣＵ管理者
（４月１日就任）

黒岩 輝壮 医師
医学博士 Ｓ６３年卒
日本脳神経血管内治療
学会指導医、日本脳神
経外科学会専門医、日
本脳卒中学会専門医
脳血管内治療外来：土
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私が当院に整形外科医とし
て赴任して早くも15年目に入
りました。このため当院の事
情については十分把握してい
るつもりでした。現実に３月ま
での仕事と４月からの仕事に
大きな差異は今のところあり
ません。しかしこれからは病
院全体に対する気配りが私
の一番の仕事になると理解し
ています。より良い病院運営
のためには全スタッフの協力
が必要です。身勝手ですが
私が皆さんを支えるより私が
皆さんに支えられて運営して
いきたいと考えていますので
よろしくお願いします。

今年４月より副院長、ＳＣＵ（脳卒
中ケアユニット）管理者を拝命致しま
した。昨年秋のＳＣＵ６床設置以来、
シミズ病院では脳卒中カンファレン
スやクリニカルパスの導入により脳
卒中患者の急性期治療の標準化が
なされてきました。また、ｔＰＡ静注療
法や脳血管内手術による血栓除去
など、超急性期の脳卒中患者に対
する積極的な治療を施行する症例も
増加し、ほぼ満床の毎日が続いてお
ります。５月には９床に増床され、今
後も看護師、リハビリ等多くのスタッ
フとともに、ＡＤＬを少しでも改善し、
寝たきり患者を少しでも減らせるよう
な急性期治療を行い、地域医療へ
の貢献を目指す所存です。今後とも
よろしくお願い致します。

洛西シミズ病院
副院長
兼 外科部長
（４月１日付就任）

加藤 誠 医師
医学博士Ｓ５７年卒
日本外科学会専門
医、日本消化器外
科学会認定医
担当外来：火～金

洛西シミズ病院
副院長を拝命しました加
藤誠です。平成１６年７月に
当時の京都府立医大消化器
外科山岸教授の御高配によ
り赴任後、医師人生の３分の
１近くを当院で過ごしてきまし
た。ここに勤務できて本当に
良かったと最後に思えるよう、
病院の発展のために僅かで
も貢献できればと考えており
ます。今後ともご指導の程よ
ろしくお願い致します。

副院長
兼 神経内科部長
（４月１日付就任）

河本 恭裕 医師
医学博士Ｓ６３年卒
日本神経学会専門
医及び指導医
担当外来：水・木・土

シミズ病院
副院長 兼 脳卒中センター長
兼 神経内科部長
（５月１日就任）
種田 二郎 医師
Ｓ４９年卒

亀岡シミズ病院
副院長
兼 整形外科部長
（４月１日付異動・
就任）

矢津 匡也 医師
Ｈ４年卒
日本整形外科学会
整形外科専門医
担当外来：土（亀岡）、
月・金（洛西）

この度、亀岡シミズ病院
副院長を拝命いたしました
矢津です。これまで10年余
りの間、洛西シミズ病院で
整形外科医療に携わり、多
くの経験・勉強をさせて頂
きました。今後はこれまで
の経験を生かし、また患者
様の生活環境･形態に応じ
た医療を行うことで亀岡シ
ミズ病院発展のために励
む所存ですのでよろしくお
願い致します。

今年4月より副院長を拝命しまし
た神経内科部長の河本恭裕です。
平成5年4月に非常勤医師として
勤務して以来、20年にわたってお
世話になってきました。その間、
様々な神経疾患の患者さんの診
療を通して、勉強させていただき
ました。まだまだ微力ですが、地
域医療に貢献していきたいと思い
ますので、今後ともご指導・ご鞭
撻よろしくお願い申し上げます。

日本老年医学会認定老年病専門医、
日本脳卒中学会専門医、日本内科学
会認定医
担当外来：火・木（シミズ）、
月（洛西ニュータウン）

シミズ病院
副院長 兼 診療部長
兼 内科・循環器科部長
（４月１日就任）
窪田 靖志 医師
医学博士 Ｓ５６年卒
日本内科学会総合内科専門医、日本循環
器学会循環器専門医、日本心血管イン
ターベンション治療学会認定医・専門医・指
導医 担当外来：月～水

シミズ病院
副院長 兼 医局長
兼 脳神経外科部長
（４月１日就任）
吉田 享司 医師

洛西シミズ病院
副院長 兼 診療部長
（亀岡シミズから４月１日異動・就任）
田村 竜一 医師
医学博士 Ｓ６１年卒
日本整形外科学会整形外科専門医
担当外来：月（亀岡）、水（洛西）、
金（シミズ）

医学博士 Ｓ５９年卒
日本脳神経外科学会専門医、日本
脊椎外科学会認定医
脊椎・脊髄外来：火
脳外外来：月・水（シミズ）、土（亀岡）

洛西ニュータウン病院
副院長 兼 医局長
（４月１日就任）
田中 英夫 医師
Ｓ５９年卒
日本脳神経外科学会専門医、日
本脳神経血管内治療学会専門
医、日本脳卒中学会専門医
担当外来：月・木・土

洛西シミズ病院
医局長 兼 麻酔科部長
（４月１日就任）
村谷 忠利 医師
医学博士 Ｈ９年卒
日本麻酔科学会指導医、ペイン
クリニック学会専門医
担当外来：金（ペインクリニック）
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採用医師の紹介
四条大宮クリニック院長
（４月１日採用）

笠松 美宏 医師
医学博士Ｓ５９年卒
日本内科学会総合内
科専門医・指導医、
日本呼吸器学会専門
医・指導医、日本呼
吸器内視鏡学会専門
医・指導医

シミズ病院
副院長
兼 足の外科センター長
兼 整形外科部長
（５月１日採用）

本年４月１日よりシミズ四条大宮
クリニックの院長に就任致しました
笠松美宏です。３月まで大阪のパ
ナソニック健康保険組合松下記念
病院に勤務しておりました。その
前は京都第二赤十字病院に勤務
しており、18年ぶりに京都で診療
をさせていただくことになりました。
微力ですが地域と清仁会のお役
に立てるように努力したいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

奥田 龍三 医師
医学博士 Ｓ５７卒
日本整形外科学会認
定専門医
担当外来：月・水（シミ
ズ）、木（洛西）

担当外来：火（ＰＭ）・水・木・土
亀岡シミズ病院
副院長
（４月１日付採用）

竹中 溫 医師
医学博士 Ｓ４８年卒
日本外科学会指導
医・認定医・専門医、
日本消化器外科学会
指導医・専門医

この度、大阪医科大学（整形外科
学教室）を退職し、5月1日付けを
もってシミズ病院ならびに洛西シミ
ズ病院に勤務することとなりました。
シミズ病院には昭和63年から平成5
年までの6年間を整形外科の常勤と
して、また、その後は非常勤医師と
してお世話になってきましたので私
には大変に愛着があり、また安心し
て職務を遂行できる病院と思ってお
ります。私は、これまで足の外科を
中心とした診療、研究ならびに教育
に携わってきましたが、今後は、こ
れまでの経験を生かしてシミズ病院
グループの発展、延いては京都の
医療向上に貢献できますよう微力
ながら精励恪勤いたしたいと考えて
おりますので、よろしくお願いしまし
ます。

亀岡シミズ病院

本年４月より亀岡シミズ病院の
副院長に就任いたしました。まだ
右も左も分かりませんが、できる
だけ早く病院に慣れ、院内に心
地よい風が吹けるように職種間
の連携を図り、さらに地域の患
者さん並びに開業医の先生方か
ら安心と信頼が得られるよう、良
質かつ安全な医療の提供をめざ
したいと思っています。
外科医としての40年間の経験
を少しでも亀岡シミズ病院のた
めに活かせられるよう森竹院長
をサポートし病院の発展に貢献
できるよう尽力する所存です。み
なさん、よろしくお願い致します。

整形外科部長
（４月１日採用、５月１日昇格）
福西 邦素 医師
Ｈ５年卒
日本整形外科専門医
担当外来：火（亀岡）、水（洛西）、土（シミズ）

洛西ニュータウン病院
循環器内科医長
（４月１日採用）
横江 洋之 医師
医学博士 Ｈ１４年卒
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会認定専門医、日本心血管インター
ベンション治療学会認定医

担当外来：水・金・土

担当外来：金（亀岡）・水（四条）

シミズ病院

洛西ニュータウン病院

整形外科
（４月１日採用）
東迎 高聖 医師
Ｈ２２年卒
担当外来：木（シミズ）、金（洛西）

整形外科
（４月１日採用）
伊藤 昭裕 医師
Ｈ１８年卒
担当外来：月・水・木・金

異動医師の紹介
洛西シミズ病院
脳神経外科
（シミズから４月１日異動）
森元 聡 医師
医学博士 Ｈ８年卒
日本脳神経外科学会専門医
担当外来：火（洛西）、
月（四条大宮）、木(シミズ）

洛西シミズ病院
整形外科部長
（シミズから４月１日異動）
白石 将史 医師
Ｈ１３年卒
日本整形外科専門医
担当外来：火・土
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幹部職員の就任・採用紹介
亀岡シミズ病院

洛西ニュータウン病院

薬剤部長
（２月１日採用）

薬剤部長
（４月１日就任）

仲野 秀昭

宇野 裕尚

清仁会 事務局
経営企画部長
（４月１日採用）
棚橋 一博

『手術数でわかる いい病院 ２０１３』
（朝日新聞出版発行）でシミズ病院紹介

全国ランキング
１４位

今年も週刊朝日ＭＯＯＫ「手術数でわかる い
い病院 ２０１３」（朝日新聞出版発行）にシミズ病
院脳神経外科の診療実績が紹介されました。
内容は、「脳腫瘍」や「脳動脈瘤開頭術」の治療
実績、特に「脳血管内治療」の実績においては、
全国ランキングでも１４位と昨年の２６位を更に上
回る症例数であったことがわかります。
シミズ病院では、本年５月から「脳卒中セン
ター」部門を立上げ、脳神経外科のみならず神経
内科やその他のセクションの垣根を越えたチー
ム医療により、更なる脳卒中治療の充実により地
域の皆さまに選んで頂ける専門病院であります
ようこれからも職員一同努めてまいります。

シミズ病院 脳卒中ケアユニット増床、脳卒中センター立ち上げ
平成24年10月から脳卒中ケアユニット(SCU)入院医療管理料の施設
シミズ病院ＳＣＵ９床に増床
基準を取得し、半年間が経過致しました。入室新規患者数も290名を数
え、病床利用は1日5.8名とほぼ満床の状態で運用を行って参りました。
しかしながら、その間の脳卒中入院患者数は約350名と約60名の方が
入室出来ておらず、それに加え入室治療患者1患者当りの在室日数が
平均で3.5日程度であり非常に回転が速く、もう少しSCUで治療して頂く
日数を長くして頂く方が良いのでは？と関係者も頭を痛めており、更に
安全で質の高い脳卒中に対する医療の提供が行えるよう検討を始め
ました。
現在の状況を少しでも改善し、更に安全で質の高い脳卒中治療を提
供すべく、取り組みとしてこの5月からSCU3床を増床し、SCU9床で届
出を行うこととしました。今回の3床の増床により全てが改善されるわけ
ではないですが、少しでも治療環境を整え質の高い脳卒中治療を提供
できればと考えております。
また、SCU9床に増床し、脳卒中治療の拠点として『脳卒中センター』
部門を立ち上げ、種田副院長先生をセンター長とし脳神経外科・神経
内科を初め看護部門、コメディカルを含めた正に「垣根を越えたチーム
医療」の実践により、安全で質の高い脳卒中治療を地域に提供できま 【シミズ病院脳卒中センター開設】
すよう、これからもスタッフ一丸となって取り組んでまいります。
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