
●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 園淵

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

園淵　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 園淵 嵯峨山

園淵

下野　天井

水野

下野（第1・3・5週）

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

2021年度経営指針発表
　COVID-19との戦いは1年以上に及んでい
ますが、まだまだ続きそうです。そんな中、私た
ちは今年度より始まる3年間の中期計画をみ
んなで作ってきました。
　2021年～2024年の3年間の医療法人明
倫会のビジョン、すなわち3年後の在りたい姿
は「一人一人の生きる喜びと安心を支え続け
る」です。
　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」です。
2021年の重点課題は以下の通りです。
１．ICTを活用した在宅医療の充実。～「どこでも病院」～ICTを活
用して連携を密にし、自宅でも安心して病院に近いケアを受けら
れる、つまり「どこでも病院」戦略を展開します。

２．プラスアルファ（＋α）の質と量のリハビリを提供する。～「どんど
んリハビリ」～ICT、ロボット、TMS（経頭蓋時期刺激）を用いた
新しい治療など+αのリハビリを施行します。

３．地域の認知症ケアをリードする。
　1年半前よりユマニチュードの導入を開始し、抑制率は低下して
います。さらに実践を継続し、グループ内へ展開します。また、認
知症疾患医療センターはICTを使用してさらに情報発信、支援
を行います。

４．地域で「一人一人の生きる喜びを支える」ための生活支援事業、
予防事業を展開する（ホスピタウン構想２）

2021年の行動スローガンは～変革～New Stage です。

新入医師紹介
　この度宮地病院へ赴任しました、
園淵和明（そのふちかずあき）と
申します。整形外科、特に手外科
を専門にしております。 　
　骨折や怪我はもちろん、四肢の

痛みやしびれ等で気になる方はお
気軽にご相談下さい。患者様の価
値観を尊重し、今後の生活をより
良く過ごすため、サポートさせて
いただきたいと思います。

　日々精進して参
りますので、どうぞ
よろしくお願いい
たします。



健康レシピ 文：老人保健施設あずさ 栄養科 管理栄養士　林　早苗

材料(２人分)
　　グリーンアスパラガス

バター
胡椒

1束(6本)
大さじ1(12g)

少々

材料(２人分)
　　グリーンアスパラガス

粉チーズ
オリーブ油
胡椒

1束(6本)
大さじ1(6g)
小さじ1(4g)

少々

旬のアスパラガスを
栄養まるごと簡単に
　国産アスパラガスの旬は春から初
夏で、4～5月は本州、6月は北海道
産が出回ります。
　ビタミンAやビタミンC、葉酸、ル
チンなどの栄養豊富な緑黄色野菜
です。
　ゆでて食べることが多いと思いま
すが、ビタミンCや葉酸など、水に溶
けやすい栄養素がゆで汁に流れ出
てしまいます。そこでお勧めの簡単
調理は「焼く」です。
　油と相性のいいビタミンAも効率
良くまるごと摂ることが出来ます。
　うま味のアスパラギン酸を多く含
むので、焼くだけでもおいしく頂け
ます。

　ボツリヌス療法という言葉はみなさ
ん聞いたことはあるでしょうか。美容
の知識がある方はシワ取りなどでご
存知かもしれません。
　ボツリヌス毒素は神経終末に働い
て筋肉の過度な収縮や様々な汗や唾
液などの過度な分泌を抑えることが
わかっており、その特性が様々な疾患
の治療に用いられています。
　リハビリテーション領域では、痙縮
や尖足に対してボツリヌス療法を行う
ことがあります。痙縮というのは、脳
卒中や脊髄損傷の後遺症の一つで、
手を握ったままで開きづらい、つま先
が下がったままで歩きづらいなど運

動の制御ができなくなる状態をいい
ます。健常な状態であれば、何か運動
をする際には働く筋肉、お休みをする
筋肉の調整を無意識に行っているの
ですが、痙縮ではそれが上手くいか
ずお休みをする筋肉まで働いてし
まって思うような運動ができなくなっ
てしまいます。ボツリヌス療法ではこ
のお休みしないといけない間も働い
てしまっている筋肉に対しボツリヌス
毒素を投与することで活動を抑制し
本来の運動が行えるようにします。
　ボツリヌス療法の問題点としては
アナフィラキシーショック、筋力低下、
繰り返し施行することで効果が乏しく

なる耐性などがあります。耐性につい
ては抗毒素抗体が原因とされており、
一度抗体が産生されてしまうと効果
が減弱してしまい治療継続が困難と
なります。これに対し、2020年新た
なボツリヌス毒素が日本でも承認さ
れました。この新薬は毒素を精製する
ことで余分なタンパク質を除去し抗
毒素抗体の産生の可能性を低減させ
る効果が期待されています。まだまだ
新しい薬剤なので、未知の部分も多
いですが、治療の選択肢が増えること
は痙縮でお困りの患者様にとっても
医療者にとっても良いことであり、今
後の研究が待たれます。

ドクターアドバイス
ボツリヌス療法について

本山リハビリテーション病院
リハビリテーション科

村井由佳

★作り方★ ★作り方★

オーブントースターで・・・
アスパラガスのチーズ焼き

フライパンで・・・
アスパラガスのバターソテー

①よく洗い水気をふき、堅い根元を1cmほど落とし、長さを半分に切る
②下部の硬い皮をピーラーでむき、下半分のハカマも取ると口あたりが良い

下準備

③フライパンにバターを溶かし、②を並べ、弱火
で転がしながら焼く
④焼き色が付きやわらかくなれば、お好みで胡椒
をふる
★オリーブ油で焼けばヘルシーに、ごま油で焼い
てすりごまを散らしても香ばしいです★

③耐熱容器に②を並べ、全体に胡椒をふり、オ
リーブ油を回しかけて粉チーズを散らす
④オーブントースター(オーブンなら220℃で)
に入れ、チーズが溶けて、薄く焼き色がつくま
で様子を見ながら5～10分間焼く
★粉チーズの代わりにピザ用シュレッドチーズや、
とろけるスライス
チーズなどでも。
　ミニトマトを半割
にして一緒に焼い
ても彩りよくおい
しいです★

新入職員研修と新人紹介

TQM

　2021年度は看護師4名、リハビリ
14名（PT6名、OT6名、ST2名）、地
域医療連携室2名、老健あずさ1名の
合計21名のフレッシュな新入社員が

入職しました。今年度の新入職員研
修は、3/29の午前中にサンコービル
にて入社式、3/29の午後から3/31
まではオンラインで研修を行いまし

た。オンラインについては新入職員の
ほうが慣れており、講師のほうが緊張
気味でした。今後もリモート型と集合
型のそれぞれの利点を活かした研修
を実施していきたいと思います。
　新入職員のみなさんには、失敗を恐
れないで欲しいと思います。成功する
人としない人の違いは失敗の多さで
す。失敗を恐れて何もしない人は何も
成し遂げられません。失敗から学び、
そこから成功の種を拾うのです。みな
さんのご活躍を期待しております。

プし、素晴らしい成果を残しており
ます。自分たちの力で働きやすい

　3月6日（土）に第16回明倫ヘル
スケアグループ合同研究発表会が
開催されました。
　宮地病院、本リハ病院、施設より
合わせて11チームが参加しました。
　全てのチームが1年間の成果を
しっかりと発表された中、最優秀賞
は本リハ病院2階、優秀賞は本リハ
病院4階でした。おめでとうござい
ます！どのチームも年々レベルアッ

職場づくりをこれからも実現してい
きましょう！

地域のニーズにこたえるサービス
情報共有によるサービス品質の向上

WE ARE ONE
共 に 未 来 を 拓 く

明倫ヘルスケアグループは「その人らしく生きる」を支え続けるために、SDGｓ活動に取り組んでいます。

中期経営計画（2021.4～2024.3）

理念

Vision
Strategy

一人一人の生きる喜びと安心を支え続ける
たゆまぬ変革により、地域と共生する

高齢者・障害者を含む全て
の男女の雇用および働きが
いのある労働環境を達成し
ます。

女性の効果的な社会参画お
よび平等なリーダーシップの
機会を確保します。

財務業務プロセス

学習成長

医療収益の確保
無駄な費用の削減

断らない医療・福祉の提供
効率化・標準化による業 務改善

地域のニーズを知り、考えて実践できる人材の育成
ICT活用による多職種連携の強化

顧客


