
●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
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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
德田

　金澤　　橋（宏）
嶋田　都築

　
田　都築
　

金澤　久野
德田

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

もの忘れ外来

德田 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　德田

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

ロボットスーツ「HAL」

WE ARE ONE
共 に 未 来 を 拓 く

　この度、HAL（Hybrid　Assistive　Limb）自立支援用下肢タイプ
Proを導入いたしました。
 
原理と特徴
　人が筋肉を動かそうとしたとき、脳、脊髄、運動神経を介して筋肉に信
号が伝わり、筋骨格系が動作します。このとき、微弱な生体電位信号
（BES：Bio-electrical signal）が皮膚表面に現れます。HALは皮膚表
面に貼り付けた電極を介してこの信号を読み取りそれに応じ下肢を補
助し装着者自身の脚での歩行や立ち座りなどの動作をアシストします。
 使用目的と装着者条件
目　的：装着者の立ち座りや歩行における下肢の運動を支援する
対象者：運動が可能な人で、歩行・起立・着座動作に補装具や介助　　
　　　　を要する人
体　格：（目安）

適応身長：160㎝～175㎝
体重：40㎏～100㎏
靴のサイズ：23㎝～27㎝
または大腿長、下腿長、腰幅
など身体サイズが合い本品
の装着が可能な方

 対象とならない方
・身体サイズが本品にあわない方
・立位・歩行練習の実施が適切でない等、医師が
　不適当と判断される方
・皮膚疾患等により電極の貼り付けが出来ない方
・関節に著しい変形がある方
 注）体内埋め込み型の能動医療機器や電子装置（ペースメーカー）を
　　使用している方
　　（HALの使用が可能か医師の判断が必要となります）

 

LINE公式
アカウント
はじめました。

HALを使用した
リハビリの様子が
ご覧いただけます。



健康レシピ 文：管理栄養士　中尾 陽子

材料(２人分)
　　きゅうり

茄子
サラダ油
☆しょうゆ

2本
3本

大さじ1
大さじ1

夏バテしない食生活～お酢のパワー～
　夏は暑さや体調不良から食欲がな
くなりがち。
　そんな時、お酢を効かせた料理は食
欲を回復させてくれることがあります。
　酢のさっぱりとした酸味が、味覚や嗅
覚を刺激し、唾液や胃液の分泌を促し、
食欲増進のお手伝いをしてくれます。
　また、酢の主成分である酢酸が体の
疲れをとったり、血圧やコレステロー
ルの上昇を抑えるのに役立ったり、抗
菌効果で食中毒予防にもなります。
　今回は暑い夏の日に食べたい、お酢
を使ったレシピをご紹介します。

　“手外科”ってご存知ですか？高度に
発達した手は人類の最も際立った特徴
です。二足歩行することで自由になっ
た手により、道具をつくり、自在に操り、
人類は進化しました。とくに親指と人差
し指で物をつまむ動作は、人間のみが
獲得した機能です。また手は単なるマ
ニピュレーターではなく、思考や創造
などの高次脳機能にも深く関わり、こ

のため手は“脳の延長”“第2の脳”とも
言われます。手の駆動には広範な脳領
域が関わり、手の障害は脳に多様な異
常を引き起こすこともわかってきまし
た。このように人間の行動に密接に関
わっている手（肘～指先まで）の怪我
や病気、しびれや変形、使いにくさなど
を治療する診療科が“手外科”です。そ
して手に関心を持ち、健康な手を持っ

ていることへの感謝、あるいは、手の不
自由な人々に対する社会的な関心を
盛り上げ、 手の治療に従事している手
外科の存在を知ってもらおうという日
が、8月10日の「手（ハンド）の日」です。
　当院では、先天異常と切断指を除く、
ほぼ全ての手の疾患に、手術を含めて
対応しております。手で気になることが
ありましたら、お気軽にご相談下さい。

ドクターアドバイス
8月10日は「手（ハンド）の日」

宮地病院
　整形外科　手外科専門医

園淵和明
★作り方★

きゅうりと茄子の中華サラダ（3人分）

認知症サロン
　Rebornの岡永が担当
した「自宅で出来る認知
症予防＆筋力維持体操」
では、参加者の皆様と一

緒に体を動かしました。コロナ禍でな
かなか体を動かす機会も少ない中、
毎回好評を頂いているプログラムで
す。前回のアンケートで物足りない！
もっとやれる！というご意見を頂きま
したので、今回は時間を増やして実施
しました。

　7月2日、認知症サロン「ほのぼの
カフェ」を開催しました。当日はあい
にくの雨でしたが、9名の方に参加し
ていただきました。

　また、管理栄養士の田村からは、
「認知症と栄養」をテーマに、発症予
防と進行予防への食事の大切さにつ
いてお話をさせていただきました。
日々の食事をついおろそかにしてし
まいがちですが、毎日食べるものだ
からこそ気を付けなければいけない
と実感する話でした。
　次回は9月9日に「認知症とお薬」
をテーマに認知症サロンを開催いた
します。こちらもぜひご参加ください。

①きゅうりは太めの細切りにし軽く塩をして揉
んでおく
②茄子はきゅうりより太めに切り油をひかずに
炒める
③茄子がしんなりしてきたら、サラダ油を回し
入れ、こんがり焼く
④ビニール袋に☆を全て入れてまぜ、水気を
きったきゅうりと茄子を加え漬け汁を全体に
いきわたらせ空気を抜いて縛り、冷蔵庫で
冷やす
⑤よく冷えたら器に盛り、炒りごまをふったら
出来上がり

☆麺つゆ（3倍濃縮）
☆酢
☆ごま油
炒りごま

大さじ1
大さじ1
大さじ1
適量

新入医師紹介
　この度、宮地病院へ赴任した德
田 剛宏と申します。平成17年に金
沢大学を卒業後、神戸市立中央市
民病院・救命救急センターにて ER
型・救命救急医療に従事し、その後
に西宮渡辺心臓血管センターにて
循環器疾患の救急医療に従事して

参りました。私は、救急医療、集中治
療、循環器診療が専門であり、これ
まで主に超急性期から急性期を中
心に診療して参りましたが、亜急性
期から慢性期の医療の重要性も感
じており、その機会を頂くことにな
りました。

今までの経験を生
かし、少しでも地域
社会へ貢献できる
よう日々精進して
参りますので、宜し
くお願い申し上げ
ます。

新型コロナウイルスワクチン実施状況
　宮地病院では6月1日より新型コロ
ナウイルスのワクチンを実施してい
ます。6月は外来診療終了後の平日
午後の時間を利用し、地域の高齢者
の方を中心に1,995回、関連施設入
所者様を含めると延べ2,396回の接

種を行いました。7月に入りワクチン
供給が不安定な状況ですが、供給が
再開され次第、希望される方に少しで
も早くワクチンを接種していただける
よう全職種が連携して接種をすすめ
てまいります。

医心伝心　マツオカそらいろクリニック

マツオカそらいろクリニック
〒658-0081 神戸市東灘区田中町1丁目2-12 1F
☎078-431-8100
松岡　弘典（まつおか・ひろふみ）
　高知医科大学（現高知大学）卒業後、京都大学医学
部付属病院、日本赤十字社和歌山医療センター、神鋼
記念病院（呼吸器内科科長）を経て、マツオカそらいろ
クリニックを2017年に開業。小学校1年生から始め
た剣道は4段の腕前。

　地域の人たちが安心して生活でき
るよう、病院と地元クリニック・診療所
が連携して医療に携わる「地域医療
ネットワーク」。このコーナーでは宮
地病院と「病診連携」を行っている医
院・クリニックを紹介します。

〇数少ない「呼吸器専門医」。在宅医
療にも力入れる
　マツオカそらいろクリニックはJR神
戸線摂津本山駅から徒歩5分、国道2
号線から数メートル入ったところの好
立地にあります。松岡弘典院長は医師
だった祖父や両親の影響もあり、高校
生の時に医師を目指し、高知医科大学
（現高知大学）卒業後、京都、和歌山、
神戸の病院勤務などを経て同クリニッ
クを開業しました。「呼吸器の患者様
で多いのは、ぜんそくやアレルギーを
持っている人ですが、現役世代が多く、
東灘区は現役世代の人口も多いので、
これまでやってきたことが役に立てる
のでは」と同地を選ばれたそうです。
　宮地病院との関係は、エコーや胸部
CTなどクリニックではできない検査
の依頼や外来患者様の緊急入院の受
け入れに加え、今年立ち上げた在宅医
療部では協力関係にあります。在宅医
療に関しては「勤務医時代から潜在的
な希望があることは気づいていまし
た」と話す松岡院長。しかし難病を抱
えながら自宅で療養できるのか？など
といった不安もあり、なかなか在宅医

療に切り替えられない患者様が多かっ
たのも事実ですが、多くの場合、在宅
医、訪問看護師、ヘルパーと連携して
自宅療養生活を支えていくことが可
能です。さらに往診ドクターの不足も
課題としてありましたが、多職種との
連携もでき病院と同じような治療がで
きる環境は整っているらしく「そうした
事実を知ってもらえるよう啓もう活動
も行っていきたい」とのことです。
〇病気と向き合って、最後は「笑顔」
になってほしい
　数少ない呼吸器専門医として活躍す
る松岡院長が、患者様と接するときに
心掛けていることは「前向きに病気と
向き合ってもらうこと、笑顔になっても
らうこと」。クリニックの待合室も、道路
に面した部分はガラス張りで日の光が
入りやすくしているだけでなくソファー
や木製チェアを配置して病院然とした
雰囲気でなく、リラックスできる環境に
なっています。診察室も壁紙をラベン
ダー色にして安心感を提供するなど、
ハード面で気配りされいます。さらに

「どうすれば患
者様に安心して
もらえるか、喜
んでもらえるか
といったことを
日々のミーティ
ングを通じてスタッフと考えています」
と話すように、患者様との接し方にも注
意しているようです。
　また「患者様の中には『薬を飲み忘
れて、また調子が悪くなってしまいま
した。すいません』と言って来院する
方もいらっしゃいますが、そうした方
には『来院してくださったからこれで
また良くなるんですよ』と声掛けして
います」と、どうしてもネガティブにな
りがちな患者様に対して、ポジティブ
な言葉で自己肯定感を高めてもらう
よう意識しています。〝病は気から″で
はありませんが「雑談を交えながら患
者様にはリラックスしてもらい、笑顔
で免疫力を高めてもらいたい」と語り、
これからも多くの患者様が笑顔にな
れるクリニックを目指していきます。


