
●患者様は、人間としての尊厳が尊重され、安全で良質な医療
を平等に受ける権利を持っています。

●患者様は、受ける医療について十分な説明を受け、よく理解
した上で自らの意思で医療の方法を選択する権利を持って
います。

●患者様は、自分の診療記録の開示ならびにほかの医療者の

意見を求める権利を持っています。
●患者様は個人情報の秘密が保護される権利を持っています。
●患者様は、他の患者様や職員による医療提供に支障を与えない
よう配慮し、療養に専念する義務があります。

●患者様は、安全で良質な医療を実現するために自己の健康に関
する情報を正確に提供する義務があります。

患者さまの権利

宮地病院　診療担当医師一覧表

診療担当医師一覧表

午前診　

月

火

水

木

金

土

整形外科

ボトックス
TMS外来

嵯峨山

特殊外来
受付17:00～19:00
診察17:30～19:00

金澤 藤本（第1・3・5週）
三好（第2・4週）

内　科 総合診療科 もの忘れ外来
・心療内科 糖尿病外来 内　科 整形外科

月

火

水

木

金

土

・午前の診察は予約の方優先です。 ・宮地（火曜日）は完全予約となります。◎無料医療相談 毎土 9：00～12：00 　橋・　田

受付8:30～11:30
診察9:00～12:00

天井

夜間診　

◎当院は完全予約制となって
　おります。
◎入院相談、退院後フォローも
　実施しております。

宮地病院

福岡
14:00～17:00
完全予約

宮地病院理念 本山リハビリテーション病院理念

 

医療法人明倫会 宮地病院
住所　〒658-0016  神戸市東灘区本山中町4-1-8
TEL　078-451-1221 FAX　078-431-0080

eメール　motoyama-reha.hp@meirinkai.or.jp
URL　http://meirinkai.or.jp/motoyama/

eメール　miyaji-hp@ksn.biglobe.ne.jp
URL　http://meirinkai.or.jp/miyaji/

本山リハビリテーション病院
住所　〒658-0015　神戸市東灘区本山南町7-7-15
TEL　078-412-8080　FAX　078-412-8787
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月1回
山田

9：00～16：00

発　　行　

　橋（宏）　　田
都築　　橋（弥）

　

宮地　　田
嶋田

　金澤　　橋（宏）
都築

　
田　都築
　

金澤　久野 林 嵯峨山

藤本

下野　天井

水野　藤原

下野　水野

嵯峨山

藤堂
  9:00～12:00
14:00～16:30

小林
9:00～12:00

小林
9:00～12:00

丸山
9:00～12:00

もの忘れ外来

田 藤本

※ご予約はお電話にて承ります
（受付は診療の30分前）

宮地　金澤
嶋田

私たちは、患者様の立場に立ち、いつで
も、どこでも、どなたにも心のこもった医
療、温かい介護を提供することを目指し
ます。

私たちは、患者様の立場に立ち、心のこも
ったリハビリテーション医療・ケアの提供に
より、いきいきとした生活を送ることがで
きるよう支援します。 

嶋田

地域医療を支えるわたしたちの今年の抱負

〇医療法人明倫会　
　　　　　　　理事長　宮地千尋
　2020年は3年間の中期計画の最後の
年であり、秋からは2021年からの3年間の
計画をグループの各法人で考える年であり
ました。昨年は対面ではなく、オンラインで12回にわたり
検討を重ねました。私たちは、COVID-19という災厄によ
り安心でいきいきとしたふれあいのある生活がどんなにか
けがえのないものかを痛感しました。それを踏まえて今後
の3年間のビジョンは「一人一人の生きる歓びと安心を支
え続ける」としました。このビジョンを達成するための戦略
は、「たゆまぬ変革により地域と共生する」と考えました。
　今の困難な局面を打開していくには、変革と持続がキー
ワードと思われます。変革により新たなブルーオーシャン
を探し、SDGｓに取り組み地域に貢献できれば、職員、利用
者様、地域住民の生きる歓びを持続させることができると
思います。

〇宮地病院・本山リハビリテーション病院
　　　　　　  　看護部長　中川裕美子
　「自粛」のお正月で、年が明けました。今年度も
よろしくお願いします。
　COVID-19が猛威を振るっていますが、正しく
理解するとともに確実な感染対策を行って、地域
の人々が安全でその人らしい暮らしが継続できるように支援し
ていきましょう。また、このようなきびしい環境にあっても、それ
ぞれの職種がより専門性を発揮して、明倫ヘルスケアグループ
全体でチーム医療をさらに充実させていきたいと考えています。

〇本山リハビリテーション病院
　　　　　　　        　 院長　大洞慶郎
　昨年は新型コロナの影響で感染予防に最大限
の努力をしましたので、患者様やご家族の皆様に
は大変ご不便をおかけしました。また職員の皆様
にも制限された生活をお願いしました。これからも引き続き、
ご協力をお願いいたします。今年の抱負としましては、病院も
円熟期に入りますので、基本方針を順守しつつより一層地域医
療に貢献したいと思っております。皆様方のご協力とご指導を
お願いいたします。

〇宮地病院　事務長　藤本宏二
　昨年3月頃より国内外で急速に感染拡大し始
めた新型コロナ肺炎は､人の移動と経済に大き
な打撃を与えました｡
　当法人の経営も新型コロナ肺炎禍の影響を受
け、年前半に大きく落ち込みましたが、後半にか
けて持ち直しつつあります｡ただ、第３波が来ており予断は許さ
れない状態です｡
　当法人の財務は比較的健全ですが、既存事業は芳しくありま
せん｡明倫会を再び成長路線に戻すため、土地の有効利用を含
めた新事業を立案してまいります｡



健康レシピ 文：宮地病院　管理栄養士　田村里織

のっぺい汁

材料(２人前)
　　

①里芋は一口大、しめじ
はほぐし、大根・人参・こ
んにゃくは細切り、油揚
げは短冊切り、ごぼう
はささがき、小松菜は
1㎝幅に切る。
②熱した鍋にごま油を入
れ、人参・こんにゃく・ご
ぼう・大根を加え、しっ
かり炒める。
③出汁と里芋を加え、沸
騰したら油揚げとしめ
じを加え煮込む。
④醤油で味を整え、小松
菜を加える。
⑤水で溶いた片栗粉を加
え、とろみをつける。

総合診療科　嵯峨山健
　新年あけましておめでとうございます。令
和の御代の幕開けが、よもやこのようなコ
ロナ禍になるとは予想だにしませんでした。
今年はコロナ禍を脱し、皆様のご健康、ご多
幸、平穏な1年であることを心より祈念いたします。今年
も微力ではございますが、誠心誠意、地域医療に貢献い
たしたいと思います。

内科　都築祐子
　この一年がどんな一年になるのか全く予想
もできませんが、少しでも地域医療に貢献す
べく一歩一歩努力を続けたいと思います。牛
の歩みは遅くとも、歩き続けたその先にはきっ
と希望の光があると信じて毎日を大切にしていきたいです。

リハビリテーション科　佐藤友治
　高齢化が進み、リハビリ目的で入院される
患者様もたくさんの合併症をお持ちの方が
増えています。安全にリハビリが行えるように、
リハビリの進み具合だけで無く全身状態の管
理もしっかりと行っていきたいと思います。

内科　嶋田雅俊
　昨年7月から当院に赴任して、半年が過ぎ
ました。新型コロナウイルス感染症で大変
な時期ではありましたが、皆様暖かく迎えて
いただき感謝しております。
　今年も、一人ひとりの患者様・ご家族様に十分納得いた
だけるような説明・対応を心がけていきたいと考えており
ます。ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

診療部長　柱本圭子
　今年は、昨年から開始した宅トレ（自宅
でYouTubeなどを見ながら身体のト
レーニングをすること）を、遠方に住む娘
の誘いでラインビデオを通して渋々やる
のではなく、自主的にやることを目標にします。それと、
昨年のストレスによりはまってしまった韓国アイドルの
沼から脱出したいです。

リハビリテーション科　前田耕三郎
　昨年は新型コロナウイルスの影響もあっ
て窮屈な毎日を過ごしておりました。今年も
どうなるかわかりませんが、公私ともに充実
した日々を過ごせるように頑張っていきた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。

脳神経外科　本﨑孝彦
　急性期病院の脳神経外科から本山リハ
ビリテーション病院回復期病棟に勤務し、
早いものですでに8年を経過しました。こ
の間にようやく回復期リハビリテーション
の使命・意義とその有用性を皆様のおかげで理解でき
るようになりました。
　今年は1日も早いコロナの終息を願っております。

診療部長　　田浩一郎
　今年も昨年同様に無理せずペースを保
ちながら（仕事とプライベートを両立しなが
ら）皆様とともに一年を無事に過ごせるよう
にしたいと思います。

内科　金澤義純
 2021年は、一日も早く新型コロナから解
放され、以前の様にマスク不要な明るい社
会の復活を目指して、新型コロナ感染防止
対策及び地域医療に微力ながら尽力してい
きたいと思います。

施設長　髙橋宏二
　加齢には勝てず日々動悸、息切れ、ふらつき、足
腰の弱りを痛感しているこの頃、患者さんからは大
丈夫ですか？気を付けて下さいよと励ましの言葉
を戴いております。私自身の自覚があるだけに患
者さんの様々な愁訴を共感、共有できる強みを発
揮し、一層患者さんの立場に立った医療を提供し、健康寿命、幸福
寿命を更に伸ばして頂ける一助になる事に於いて私自身が社会に
働きかける事が出来ていると思える１年になる事を願っています。

宮 地 病 院

老 健 あ ず さ

本山リハビリテーション病院

事務次長　光本祐也
　明けましておめでとうございます。昨年は
COVID-19の影響で当法人にとっても大
変な一年となりました。本年は安定した事業
を継続できるよう、職員一同、一丸となって
一つひとつ目標達成を目指していきます。皆で「丑年」だ
けに「ウッシッシ」と笑えるような年としたいものです。本
年もどうぞ宜しくお願い致します。

リハビリテーション科　村井由佳
　11月よりリハビリテーション科で働か
せていただくことになりました村井由佳と
申します。以前は岡山県の総合病院の整
形外科で勤務しておりましたが、この度縁
があり出身地の兵庫県で働かせていただくこととなり
ました。患者さまにとってより良い医療を提供できる
よう日々努力して参りますのでよろしくお願い申し上
げます。

　寒い季節になってきましたが、皆
様体調はいかがでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、手指衛生やマスク装着・ソー
シャルディスタンスなど新しい生活
様式に慣れつつあるのではないで
しょうか。
　さて、今回は肺炎球菌ワクチンに
ついてお伝えしたいと思います。
　肺炎は死因第5位であり(令和元

年)、肺炎の原因菌の中でも肺炎球
菌は重要で、重症度が高く致死的に
なる可能性があります。
　肺炎球菌ワクチンは明確には肺
炎予防効果は示されていないもの
の、重症化しにくい効果はあるとさ
れており、日本の老人ホーム入居者
対象で肺炎球菌肺炎の発症率・死
亡率を下げた報告があります。
　65歳以上の方には定期接種が

勧められていますので、まだの方は
かかりつけ医と相談の上ご検討くだ
さい。
　最後に改めて
①屋内ではマスクをつける
②3密を避ける（特に職場の休憩時
　間や会食）
③こまめに手洗いをする
④換気と適度な保湿（湿度40%以
　上を目安）をする

ドクターアドバイス
肺炎球菌ワクチンについて

主菜：納豆（または焼き魚など）
主食：ご飯＋ふりかけ(ひじき・ごま・
　　 ちりめんじゃこ)
副菜：のっぺい汁(里芋・しめじ・大根・人参・
       ごぼう・こんにゃく・小松菜・油揚)

里芋
しめじ
大根
人参
ごぼう
こんにゃく
油揚
小松菜
ごま油
出汁(濃いめ)
醤油

片栗粉

2個
1/3P
4㎝

1/4本
1/4本
1/3枚
1枚

1/2束
小さじ1～2
2カップ
大さじ1

 （好みで塩少々）
大さじ1～1.5

健康レシピ「生活習慣病を
予防する７つの食べ物」
　生活習慣病を予防するために、
栄養バランスを整えて食べること
はとても大切です。そのための方
法の１つとして「生活習慣病を予防
する７つの食べ物」をご紹介します。
 ７つの食べ物は食品群の接頭語を
とって「まごはやさしい」と覚えま
しょう。この７つの食品群をそれぞれ
１回以上、毎日召し上がって下さい。
　１日を通じて食べて頂いたらよ
いのですが、今回はいわゆる簡単
な朝食、この１食で「まごはやさし
い」を摂れるメニューを紹介したい
と思います。

「まごはやさしい」７つがそろう朝食例

まめ類、大豆製品
ごま等の種実類
は(わ)かめ等の
　海藻類

やさい
さかな
しいたけ等の
　きのこ類
いも類　

生活習慣病を予防する食べ物 　栄養バランスは、必ずしも料理が得
意ではなくても、知識と選び方でどなた
でも整えていくことができます。あなた
も出来ることから始めてみませんか？

★作り方★
宮地病院　内科
嶋田雅俊

リハビリテーション科　浦田愛生
　明けましておめでとうございます。いつ
も大変お世話になり、ありがとうございま
す。リハビリテーション医療を通じて、患
者様、職員の皆様と、よりよい日々を送れ
るよう、つとめて参ります。今年もよろしくお願いいた
します。

あ   い


