
●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17:30～19:30

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　

髙橋（宏）　　田
髙橋（弥）　都築　　
　

宮地　　田

髙橋（宏）　金澤　
嶋田　　都築

　
田　嶋田
都築　
　

金澤　久野 園淵 嵯峨山

園淵

下野　天井

水野

水野
下野（第1・3・5週）

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

嶋田 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。 

WE ARE ONE
共 に 未 来 を 拓 く

LINE公式
アカウント
はじめました。

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
 2021年に策定した3年間の中期ビジョ
ンは「一人一人の生きる喜びと安心を支え
続ける」です。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」ということを挙げています。COVID-19 下で
地域活動は十分できない状況でしたが、今年は少しず
つ地域との交流を増やし、工夫をして地域を活性化す
るイベントを始めたいと考えています。
　一昨年よりオンラインでの新人歓迎会やグループ全
体の忘年会、グループ内学会など、新しい試みを続けて
います。今年はさらにICTの活用でDXに繋げ、わくわく
が止まらない職場作りをしたいと思います。そのわくわ
くで地域を明るくしよう！

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
　昨年は、COVID-19との闘いに明け暮れまし
たが、グループ内の職員の連携と協力で乗り切
ることができました。今年度も、持てる知恵と力
を結集して取り組んでいきましょう。
　今年度は、病院の電子カルテの更新・本山リハビリテーション
病院の病院機能評価受審等が計画されていますので、今一度、
明倫会の病院機能を点検し、地域医療に貢献していきたいと思
います。

〇本山リハビリテーション病院
　　　　　　　    院長　大洞慶郎
　昨年も新型コロナの影響で世界中が混
乱し、日本でもかなりの行動制限が長期間
行われました。それに伴い、患者様やご家
族の皆様には大変ご不便をおかけいたし
ましたし、職員の皆様にもご苦労をおかけいたしました。
　今年こそは従来のような生活に戻れることを願って
おります。
　病院もより一層の発展を目指して、職員が今まで以上に
頑張っていただけることを期待し、小生も負けずに頑張り
たいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。

〇宮地病院　事務長　藤本宏二
　新型コロナ肺炎は､感染拡大と沈静化を交
互に繰り返しながら国民生活の中で新常態と
なりつつあります｡宮地病院ではワクチン接種
会場を設ける一方､病棟の一部をコロナ患者
専用病床に転換する等対応しております｡そう
した中､在宅事業では､自宅待機していた利用者様が戻りつ
つあり以前のような活気が戻ってまいりました｡
　今後も地域医療の発展に貢献できる様､右肩上がりの成
長を目指し、新事業を立案してまいります｡

〇診療部長　　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。



健康レシピ 文：宮地病院　管理栄養士　田村里織

総合診療科　嵯峨山健
　新年明けましておめでとうございます。昨
年も新型コロナウイルスとの戦いに明け暮
れた一年でした。コロナ禍の中、日々の診療
の負担も大きい毎日ですが、微力ながら誠
心誠意、地域医療に貢献いたしたいと思います。今年こそ
コロナ禍を脱し、皆様のご健康、ご多幸、平穏な一年であ
ることを心より祈念いたします。

内科　都築祐子
　新しい年は、会いたい人に会いたい時
に会える自由が戻ってくることを祈って
います。

リハビリテーション科　佐藤友治
　科学技術の進歩はリハビリの世界も例外で
はなく、より有効なリハビリの提供が出来るよ
うになってきています。私自身が受けたいと
思うようなリハビリを提供できる施設を維持
出来るように常にアップデートしていきたいと思います。

内科　嶋田雅俊
　2021年も引き続き新型コロナ感染症
が猛威をふるい、第5波では当院も新型コ
ロナ患者様の入院対応を行うことになりま
した。理事長のリーダーシップのもと、中等
症Ⅱまでの患者様を往診含めて受け入れすることがで
き、貴重な経験ができました。
　今年も地域に必要とされる医療を提供できるよう努力
してまいります。
　ご指導・ご鞭撻よろしくお願いいたします。

診療部長　柱本圭子
　「人間は逆境において人間の真価を試さ
れる。人生の達人は逆境を楽しみ、順境もま
た楽しむのです。」今から2500年ほど前に
孔子が言われた言葉です。
　この言葉を今年の私の抱負とさせていただきます。

リハビリテーション科　前田耕三郎
　忙しい毎日が続く中、体調を崩すとこもな
く元気に過ごしております。これまでに至ら
なかった点を深く反省し、多くの患者様から
信頼され喜んでいただけるよう日々努力い
たします。また個人的にはゴルフのスコアが良くなるよう
に頑張りたいと思います。

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9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。

内科　金澤義純
　昨年当院では、皆様の多大なる御協力に
よりまして、延べ1万回近くのコロナワクチ
ン接種を無事に施行する事ができました。
本当に有難うございました。今年も引き続き
新型コロナ対策として、当院では3回目のコ
ロナワクチン接種を予定しております。今年こそ皆様と共
に何とかコロナに打ち勝って1日も早くより良く明るく自
由な社会を取り戻せる様、微力ながら尽力していきたいと
思います。

整形外科　園淵和明
　明けましておめでとうございます。今年が
少しでも良い一年になるように、一日一日を
大切にしたいと思います。今年も宜しくお願
い致します。

施設長　髙橋宏二
　私が８０才半ばである事をご存知の患者
様から“生涯現役ですね”とのお言葉を頂く
ことがあります。生涯現役ということは生涯
にわたり心身ともに健康でいきいきと活躍
できると云うことと思われます。とは言え高
齢になるにつれて何らかの病気を抱え、また、加齢による
身体機能が低下することは当然のことでしょう。しかし自
分の健康状態を認識した上で一定の充足感や満足感を抱
いている状態、つまり主観的健康感が良好な状態である
とすれば行動意欲も高まり日々の活動にもつながると考
えられます。私も年齢相応に多くの疾病を抱えております
が生涯現役を定義する上での健康とは主観的健康感が良
好であることを踏まえて病気にこだわらず、とらわれず、
今を生かされている事に日々感謝を忘れず過ごしたいと
新年を迎え改めて思っております。
　生涯現役ということは主観的健康感が良好で、自立した
生活を送り、いきいきと社会にかかわっていく事と捉え私
としては新年の夢としたい四字熟語です。　

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。昨年はオ
リンピックでの金メダルラッシュや若い世代
（大谷翔平、藤井聡太竜王）の金字塔の活躍
もあり、1年を表す漢字は「金」となりました。
　2022年は「寅年」ということで、「Let's try！」（レッツ・
寅イ！）を目標に、法人・個人ともにさまざまなことにチャレ
ンジできるような1年にしたいと思っております。本年も
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　“むくみ”というのは血管の外に余
分な水分が異常に増えた状態と言
えます。
　静脈は血液を心臓に輸送する役
目を持っていますが脚の静脈は心
臓から最も遠くにあるため心臓の
ポンプ作用が行き届きにくい状態
にあると言えます。しかも人間は直
立で生活しているので脚の血液は
重力に逆らって心臓に帰らなければ
なりません。この際に力になるのが
ふくらはぎの「筋力ポンプ作用」で
す。ふくらはぎの筋肉が収縮すると
静脈が圧迫され血液は絞り出され
るように上方に流れ、筋肉が弛緩す
ると下方より血液が静脈内に再充
満されるというこの一連の動きを

「筋力ポンプ作用」と言い、この働き
のため、ふくらはぎは「第２の心臓」
と言われています。ちなみに静脈に
は弁がありますので下方に逆流す
ることはありません。この作用が充
分に働かないと下肢静脈血の心臓
への血液の戻りが悪くなり血液が
下肢に滞ってしまいます。病気がな
くても長時間の起立姿勢や、椅子に
長く座っていても「筋力ポンプ」が
働かないためむくみが生じてきま
す。また、筋力が低下したり筋肉量
が減ったり硬くなって筋肉ポンプ作
用が弱った場合でも同じようにむく
み生じやすくなります。むくみが生
じると脚がだるく重く感じられるの
です。

　高齢者ではふくらはぎの筋肉が
減って血液を心臓に戻すポンプ機
能が弱くなり血液が心臓に戻りにく
くなっています。この是正のために
は生活習慣を変える事も大切です。
　同じ姿勢での座り続けや長時間
の立ちっぱなしを避け、適度な歩行
を心がけ、足を出来るだけ冷やさな
い事が大切です。勿論むくみは心不
全、腎不全のような重篤な病気の可
能性もあります。全身のむくみ、片
方だけのむくみ、翌日になっても残
るむくみ、息切れを伴ったむくみ等
の場合は必ず医師の診断を受けま
しょう。

ドクターアドバイス
高齢者のむくみ（下肢浮腫）

「みやじ食堂～料理レシピ紹介～」をご存じですか？
　「みやじ食堂」では、宮地病院で実際
に提供している食事の料理レシピと栄
養のお話を紹介しています。写真はイ
ンターネット検索で一番人気のメ
ニューです。ＱＲコードを用意いたしま
したので、まだ見たことがないという
方はスマートフォン等からぜひアクセ
スしてみて下さい。
　臨床経験を積んだ病院の管理栄養
士が考えた、栄養バランスの整った定
食スタイルのお食事を、ご自宅でもお

老健あずさ
　　施設長　髙橋宏二

あ   い

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。

試し頂けますと幸いです。
　食べることは生きることにつながっ
ています。食べることは喜びでもあり
ます。その大切な「食」を楽しみながら、
生活習慣病や低栄養(フレイル)を防
ぎ、いつまでも健康に暮らせる、その
助けとなるような料理レシピを紹介し
ております。
　お料理を作るのが苦手な方は、各管
理栄養士が執筆した栄養のお話をお
読み頂いて、一品だけでもチャレンジ

するなど、今よりちょっと健康的な自
分を目指して取り組まれてはいかがで
しょうか？

みやじ食堂
～料理レシピ紹介～
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