宮地病院 診療担当医師一覧表
午前診
受付8:30〜11:30
診察9:00〜12:00
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整形外科
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金澤 久野
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夜間診
受付17:00〜19:00
診察17:30〜19:00

特殊外来
※ご予約はお電話にて承ります
（受付は診療の30分前）

総合診療科

もの忘れ外来

もの忘れ外来
・心療内科

糖尿病外来

藤堂

9:00〜12:00
14:00〜16:30

◎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。

ボトックス
TMS外来
月

水
木

土

月1回
山田
9：00〜16：00

園淵

德田

藤本

共に未来を拓く

小林

福岡

嵯峨山

14:00〜17:00
完全予約

小林

9:00〜12:00

嵯峨山

宮地病院理念

橋・ 田

本山リハビリテーション病院理念

私たちは、患 者 様 の 立 場に立ち、いつで 私たちは、患者様の立場に立ち、心のこも
も、どこでも、どなたにも心のこもった医 ったリハビリテーション医療・ケアの提供に
療、温かい介護を提供することを目指し より、いきいきとした生活を送ることがで
ます。
きるよう支援します。

患者さまの権利

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

発

金

金澤

WE ARE ONE

9:00〜12:00

●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

火

整形外科

嵯峨山

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

宮地病院
診療担当医師一覧表

内 科

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。

行

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

健康経営・SDGｓ活動への取り組み
健康宣言
明倫ヘルスケアグループは、WE ARE ONE の理念のもと、信頼される医療・福祉サー
ビスを提供し地域と共に成長し続けるために、職員一人一人が心身ともに健康で自分ら
しく働くことができる環境づくりを目指します。
基本方針
１．
適正な労働時間の管理や、労働災害防止の対策強化により、心身の健康を害する要
素をできる限り取り除き、安心して働ける環境を作ります。
２．
ワークライフバランスの実現、女性活躍、子育て支援における各種取り組みを推進し、
年齢性別を問わず仕事と家庭を両立できる環境を作ります。
３．
職員の健康を維持するために、医療費補助や運動環境の提供など、福利厚生のさら
なる充実に取り組みます。
医療法人明倫会は、協会けんぽが実施している
「わが社の健康宣言」事業に参加してい
ます。

はじめました。
断らない医療・福祉の提供し、
地域のすべての方と共生します。
患者様、利用者様だけでなく、職員一人一人が健康でいきいきと働ける環境を作ります。
女性の効果的な社会参画と平等なリーダーシップの機会を確保します。
女性活躍企業認定
「えるぼし」
を取得しています。
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。
ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立を支援します。
子育て支援企業認定
「くるみん」
を取得しています。
DXの推進により、従来の概念にとらわれない新たなアイデアを積極的に取り入れ、
業務の効率
化、質の向上を図ります。
オンライン診療やその他ICTツールの活用により、通院できない患者
様にも適切な医療を提供します。
すべての人が住み慣れた街で
「その人らしく生きる」
ことを支え続けるために、
わたしたちはとも
に医療と福祉から地域の未来を拓きます。

医心伝心

学生臨床実習（宮地病院栄養科）

りひと内科クリニック

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。

立しているようです。病診連携において 長）
という黒を基調
クリニックは「窓口」の役割。
「あの病院 にした壁面を採用
に行けばなんとかなると思ってもらえる し、待合室の南角に
よう、
これからも総合病院との関係強化 は 待 ち 時 間 に P C
を進めていきたい」と話してくれました。 作業が出来るカウ
患者様に「光」を与えるクリニック目 ンタースペースを
指して
設置しています。これらにはこだわり
近年では在宅診療の件数も増えて があります。それは「『りひと』という
「あの病院に行けばなんとかなる」と
いますが、
「 早い段階から注目してい 言葉はドイツ語では『Licht＝光』
思ってもらえるよう病診連携強化を
を意
りひと内科クリニックはJR神戸線摂
た」
と話す中島院長ですが、認知度が 味します。あえて黒色の壁面したのは
津 本 山 駅 南 口 からすぐの 好 立 地 に
十分でないことや「患者様にとっては 陽光が強調されるように意識しまし
2018年10月にオープンしました。 お客様を招き入れることと同じ」ため た」とのこと。またカウンタースペー
「大学を卒業して最初の勤務地が神戸。 身構えてしまうケースもあるようです。 スに関しても、忙しくしている患者様
当時住んでいたのが摂津本山エリア
それでも「在宅診療はこれからより重 に少しでも寛いでもらえるようにと
だったこともあり、知り合いから物件を
要になると思います。患者様にリラッ いった心配りからだそうです。視的な
紹介してもらった時に土地勘もあるこ クスしてもらえるよう、信頼関係を築 「光」だけでなく、
「 何でも相談しても
の場所で開業することにしました」と中
いていく」
ことを目指しています。
らい、患者様の悩みにも 光 を与えら
島秋彦院長は経緯を話してくれました。
待合スペースの壁は「クリニックで れるようなクリニックとなりたいです
実家も開業医で、小さい頃から漠然
はタブーかもしれません」
（中島院
ね」
と意気込みを語ってくれました。
と医師になることを目指していた中島
りひと内科クリニック
院長。父親の影響もあり、内科医の道を
〒658-0081 神戸市東灘区田中町1丁目14-23ハイツ本山1F
選び、現在は糖尿病や高血圧などの生
☎078-411-0143
活習慣病や睡眠時無呼吸症候群などの
中島 秋彦（なかじま・あきひこ）
診察を行っています。子供から高齢者ま
2004年愛知医科大学卒業後、川崎病院（神戸）内科
や三木山陽病院内科勤務、新大阪NKクリニック院長な
で幅広い患者様を抱える中、宮地病院
どを経て、2018年10月にりひと内科クリニックを開業。
とは「CTやMRI、入院など多くの面で助
趣味はマラソン、
トライアスロン、
ハイキング、
ゴルフ
けていただいている」と協力体制が確

健康レシピ
お手軽!!おすすめ!!魚の缶詰

文：本山リハビリテーション病院 栄養科

サバ味噌トマトカレー（2人分）

我が国における魚介類の１人当たり
の消費量は年々減少し続けています。 ★作り方★
①鍋にサラダ油、みじん切りにしたにんにく
魚の缶詰は面倒な魚の下処理や後片
を入れ、火にかけて香りが出るまで炒める
付けが不要で手軽に魚を食べる事が
②1.5〜2cm大に切ったじゃがいも、人参、
玉ねぎを入れ、玉ねぎがしんなりするまで
できる優れもの。価格も安価で安定し
炒める
ていて、常温で長期保存ができるので、 ③水、
トマト缶を入れ、材料が柔らかくなるま
で中火で煮込む
ストックしておけば、買い物に行けな
④大きめにほぐしたさばのみそ煮缶を汁ご
い時や災害時にも役立ちます。
と入れる
また、栄養面では、良質のたんぱく
⑤カレールウを入れて溶かし、とろみがつく
まで弱火で煮込む
質や脂質（EPA・DHA）、
カルシウムや
⑥カレー粉を加えて好みの辛さに調整する
鉄分を豊富に含み、不足しやすい栄養
★ポイント★
素を補うことができます。
●じゃがいも、人参、玉ねぎは小さめに切る
そのまま食べても美味しい魚の缶
ことで調理時間の短縮に
●
さ ば 缶 は み そ 煮 を 使 用 することでカ
詰ですが、
ひと手間加えて食事の主役
レーにコクがでる
にアレンジしてみましょう。

単！
時短、簡

材料(２人分)
水

人参

トマト缶

玉ねぎ

200g

サラダ油

小さじ2

にんにく

1片

400ml
200g

さばのみそ煮缶
160g
（固形100g）
カレールウ

50g

カレー粉

適量

けではわからなかった患者様一人一
人に対する栄養管理の難しさや責任
の大きさを学ぶことができました。ま
た、多職種の方と連携を図りながら
業務を進めていく重要性やコミュニ
ケーション能力の必要性も学ぶこと
ができました。
今回の実習で得た経験を毎日の勉
強に活かし、
さらに頑張りたいと思い
ます。

看護大学生臨地実習（本山リハビリテーション病院看護部）
本山リハビリテーション病院では、 た。また、実習の最終日には、
「老人施
7月12日から21日までの8日間、初
設ツアー」を計画し、愛しやと潮騒の
めて兵庫県立看護大学の学生4名の
家の見学（それぞれの施設の師長・看
実習受入れをしました。
護師が説明）をしていただきました。
2階病棟と４階病棟で実習を受け、 これらの実習を通して、急性期→回
感染対策を十分にとりながら、臨地
復期→在宅（施設）での一連の看護
実習指導者を中心として看護師全体
が理解できたと好評でした。
で回復期看護の実習支援を行いまし

ドクターアドバイス
脳梗塞・脳血栓・脳塞栓について

じゃがいも 100g
50g

9月2日から16日までの10日間、
宮地病院栄養科では初めて大学生の
臨床実習を受け入れました。
大学側から指定された実習科目で
ある「臨床栄養学」
「給食経営管理論」
「給食の運営」を履修できるように、臨
床実習カリキュラムを栄養科メンバー
全員で作成して実習に臨みました。

実習が始まると、実習生にとっても、
栄養科にとっても、新しい発見がいく
つもありました。実習生の真摯に学ぶ
姿勢から、私たち栄養科メンバーは初
心を思い出し、また臨床経験を積む
中で知らぬ間に身につけたスキルを
客観視するよい機会になりました。
実習生のお二人が、管理栄養士と
して活躍されることを楽しみにしてお
ります。
学生さんの声
このような状況の中でも実習をさ
せていただき、
とても有意義な時間
を過ごすことができました。
実習を通して、実際に病院での様
子を拝見することで、学校の授業だ

皆さんは脳卒中の中でも血管が詰ま
る脳梗塞という病名を良く聞かれること
と思います。しかし、脳梗塞以外に脳血
栓・脳塞栓という病名を聞いたことがあ
る方は少ないのではないかと思います。
脳血栓・脳塞栓もどちらも脳血管が
詰まる病気です。脳血管が詰まる病気
でありながら、脳梗塞・脳血栓・脳塞栓と
３つの病名があることは、ややこしくて
なかなか理解できないことと思います。
この３つの病名の関係は、脳梗塞は
脳血栓と脳塞栓に分かれています。従
いまして脳血栓や脳塞栓であっても、
脳梗塞と言っても間違いではありま
せんが、
より正確な病名とは言えませ

ん。脳血栓や脳塞栓でも脳梗塞で間
違いではないのなら、脳血栓や脳塞
栓の病名をなくしてもよいのではな
いかと思われる方も多いと思います。
しかし、脳血栓と脳塞栓では血管が
詰まる原因によって明確に区別され
ています。脳血栓は脳血管の動脈硬
化が原因で動脈が細くなり、血流が
悪くなり血栓ができて、詰まる病気で
す。従って脳血管に原因があります。
一方脳塞栓は局所（最も多いのは心
臓）にできた血栓が原因で脳血管が
詰まるものをいいます。従って脳血
管が原因ではありません。
そのため、検査方法も少し異なり

本山リハビリテーション病院

院長

大洞慶郎

ます。脳血栓の場合は詰まった脳血
管を精査（MRAや３DCTAなどで）
し
ますが、脳塞栓の場合は脳血管の精
査に加えて塞栓の発生部位（主に心
エコー）
も調べます。
しかし、急性期治
療はどちらも同じで、緊急で経皮的血
栓除去術（脳血管内にカテーテルを
挿入して血栓を除去する）
を行う場合
や、血栓溶解薬、抗凝固薬や抗血小板
薬を投与します。急性期以降の投薬
もほとんど同じですが、一部脳血栓に
は投与できない薬もあります。
従いまして、確定診断が可能な場合
は、脳血栓や脳塞栓と診断しますが、原
因不明の場合は脳梗塞と診断します。

