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牧ヘルスケアグループ 医療法人清翠会

昭和44年 牧病院 開設

昭和60年 牧病院 増改築

平成8年 牧訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 開設

平成10年 牧老人保健施設 開設

平成15年 まきグループホーム 開設

平成16年 牧病院 移転

平成17年 牧ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 開設

平成19年
おとしよりすこやかセンター北部館 指定管理受託

平成30年 牧整形外科病院 開設

50周年のごあいさつ
牧ヘルスケアグループ 医療法人清翠会は、昭和44年に先代 牧安孝が大阪市旭区に牧病院を開
設以降、今年で50周年の節目を迎えることが出来ました。これもひとえに旭区・守口市をはじめ
とする周辺地域の住民の皆様、医療・介護・福祉関係の皆様等、永年にわたり数多くの方々から
の変わらぬご指導とご支援のおかげでございます。皆様のご厚情に改めまして心よりお礼申し上
げます。
振り返りますと、「愛とふれあい」を理念として始まった私たちの取り組みは時代の移り変わ
りとともに地域完結型の保健・医療・福祉複合体をめざし、地域包括ケアシステムの構築が求め
られる現代のモデルへと成長してまいりました。
そして現在、私たちは「Medical for Happiness」の理念を掲げ、医療法人の私たちだからこ
そ出来ることを行い、人々の幸せな人生を支えるために日々研鑽を重ねております。
この50周年を迎えるにあたり、単に過去を振り返るだけでなく、これからの50年に向けての将
来を考える契機にしたいと思い、今年度のテーマを「Next Stage」といたしました。
私たちを取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、50年の歴史を胸に心新たになお一層、
地域医療の発展に努力を重ねてまいります。
なにとぞ今後とも格別のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

牧ヘルスケアグループ
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理事長

牧 恭彦

牧整形外科病院

腰椎椎間板ヘルニア

牧整形外科病院 副院長 兼 脊椎センター長

中野

恵介（なかの

けいすけ)

椎間板ヘルニアとは？
椎間板の構造
椎間板は、背骨をつなぐクッションのような役割を果た
し、外側は硬く、内部は柔らかい構造になっています。外
側の硬いところを繊 維輪せんいりんといい、内部のゼ
リー状の柔らかい部分を髄核ずいかくといいます。

椎間板が突出し、神経を圧迫する
椎間板ヘルニアとは、何らかの要因で外側の繊維輪に亀
裂が入り、その部分で椎間板に外圧が加わることで中の
髄核が突出することで発生します。突出した髄核が神経
を圧迫することで、腰や下肢（脚部）の痛みなどが現れる
ようになります。

腰椎椎間板ヘルニアは20〜40歳代の男性に多い
椎間板ヘルニアは、発生場所によって、頚椎、胸椎、腰
椎に分かれます。

中でも腰に位置する腰椎椎間板ヘルニアの発症がもっ
とも多いことがわかっています。なお、腰椎椎間板ヘル
ニアは、20〜40歳代の男性に多いといわれています。

腰椎椎間板ヘルニアの治療法
腰椎椎間板ヘルニアの治療法には、主に薬物療法、運動
療法、装具療法、手術があります。
原則的に、神経症状が強く現れていないときは、薬物療
法や運動療法、装具療法などの保存的治療を選択しま
す。保存療法で治る場合、３〜6か月程度で症状が落ち
着くといわれています。
薬物療法
薬物療法は、痛みなどの症状を和らげることを目的に行
います。一言 で痛みといっても、痛みの種 類や程 度に
よって、様々な薬を使い分けます。たとえば、神経の痛み
が強い場合には、神経症状に効果が認められる薬を使用
します。
患者さんには、受診時にご自身の症状をご相談いただく
ことが、適した薬の使用につながるでしょう。薬物療法
で痛みを抑えながら、なるべく普段通りの生活を送り、
QOL（生活の質）を下げないことが大切です。
もっと詳しく知りたい方は

椎間板ヘルニア

MedicalNote

運動療法
運動療法では、筋肉トレーニングやストレッチを行いま
す。股関節のストレッチやアイソメトリックという体の奥
の筋肉を鍛える体幹トレーニング法を指導し、患者さん
にご自宅で実践していただきます。
装具療法
装具療法とは、腰椎コルセットなどによってヘルニアが生
じている場所を固定する知慮法です。この装置療法には、
急性期に痛みを和らげる効果があるといわれています。
手術
腰椎椎間板ヘルニアの手術では、神経を圧迫しているヘ
ルニアを摘出します。さまざまな手 術療 法があります
が、牧整形外科病院では傷が小さく、患者さんの負担の
少ない低侵襲手術を行っています。手術用顕微鏡や内視
鏡を用いる手術があり、患者さんの状態やご希望によっ
て選択するようにしています。
検 索

もしくは右のQRコードを
ご利用ください。
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牧リハビリテーション病院

院内コンサート
3月1日（金）に牧リハビリテーション病院にて院内コンサートを開催しました。
西塔副院長の奥様のご縁で、チェリストの崎元蘭奈さんとバイオリニストのベンジャミン・ツィアフォーゲル
さんに演奏していただくことになりました。
崎元蘭奈さんは、日本だけでなく世界でも活躍され様々な賞を受賞されています。現在は阪急六甲駅前にて
音楽教室も主宰され、子供から大人までチェロ指導を行っていらっしゃいます。
ベンジャミン・ツィアフォーゲルさんはオーストリア生まれで、スロベニア
放送交響楽団のコンサートマスターを務められ、世界で数々の賞を受賞され
ています。
生の演奏を聴ける機会は中々ないので、入院患者さんはもちろん、職員
も楽しみにこの日を迎えることになりました。
当日は、たくさんの患者さんとそのご家族、職員が見つめる中演奏会
がスタートしました。オペラの曲から始まり、流れるような旋律にみん
なうっとりと聴きほれていました。知っている曲もあり「花は咲く」
や「川の流れのように」では歌詞を皆が口ずさんで会場が一体と
なり、
「情熱大陸」
「ルパン三世のテーマ」を追加演奏してくださ
り、コンサートは最高に盛り上がりをみせていました。
最後は患者さんたちと握手をしながら退場するなど、とても気さ
くでお優しいお二人が印象的でした。
・花は咲く

〜プログラム〜
・ウェーバー歌劇「魔弾の射手」より
・バッハ

無伴奏チェロ組曲より

・ヘンデルバイオリンソナタより
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変奏曲ダンクラ

・花
・タイースの瞑想曲
・川の流れのように

牧病院

皮膚科自由診療（保険外診療）開始
2019年３月４日（月）START

このたび、牧病院では皮膚科自由診療（保険外診療)を開始することになりました。保険診療ではでき
なかった美容・アンチエイジングなどの治療が可能になります。まずはご相談ください。

牧病院で改善できるかもしれません

こんなお悩みありませんか？

□ シミ・しわ・毛穴が目立つ
□ 肌がくすんで顔色がすぐれない
□「疲れてる？」と言われがち
□ 実際疲れが取れない
□ 抜け毛・薄毛が気になる
□ 生え際や頭頂部が薄くなってきた
□ まつ毛が薄い・短い
□ 知らないクリニックにかかるのは不安

フォトフェイシャル®M22（IPL/光治療）による
美肌治療について
〜ルミナス社 新型光治療器【フォトフェイシャル®M22】を導入〜

フォトフェイシャル®は、IPL(Intense Pulsed Light)という光を顔全体に照射するこ
とで、あらゆるスキントラブル(シミ･そばかす･くすみ･小じわ･赤ら顔･毛穴の開き等)を
改善していく画期的な治療法です。施術5回(3〜4週に１回)を1クールとし、皮膚に最
小限のダメージを与えて改善させていくため、少しずつ病変を改善していきます。1回
毎にハリやつやが出る、化粧のりが良くなる等の効果が感じられることがあります。
また、肌の老化予防としても最適です。 ※効果には個人差があります。

フォトフェイシャル光治療 価格表（税込）

全顔 １回

¥20,000

全顔 １回
初回割引
（30%OFF）

¥14,000

全顔 ５回コース
（20%OFF）

フォトフェイシャル協会
ホームページQRコード

1回あたりの価格

¥80,000

¥16,000

※ 上記表の料金以外に、別途下記の料金がかかります。
〔 初回の診察時：初診料1,500円（税込） ２回目以降の通院時：カルテ管理料500円（税込）〕
※『完全予約制』となりますので、予めご予約の上、ご来院ください。
※ 原則、初回は医師の診察を受けていただきます。
（2回目以降は必要時のみ）

【診察時間】
（担当：信原桂子医師） 午前 9：00〜12：00
午後 1：30〜 4：00

牧病院 皮膚科

月

火

水

木

金

土

―

◯

―

（〜11：00）

◯

◯

―

◯

◯

―

◯

◯

―

通常の皮膚科保険診療は
月曜午前診も開始しました。

ご予約の際はお電話または病院受付まで
予約電話

06-6953-0120

「皮膚科 自由診療の予約希望」
とお伝えください。
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牧老人保健施設／おとしよりすこやかセンター北部館

城北健康教室を開催しました!！
牧老人保健施設 診療部 リハビリテーション科

溝邊

大輔（みぞべ

だいすけ)

１月28日（月）、
「第1回 城北健康教室」を城北集会所（旭区赤川1丁目）で「牧老人保健施設」と「おとしよ
りすこやかセンター北部館」の共同で開催しました。城北老人クラブと旭区西部地域包括支援センターの協
力もあり、予想を上回る20名の参加者にお集まりいただけました。この教室は高齢者の方に いつまでも活
気に満ちた生活を送っていただく ための知識や足腰の正しい運動の方法をお伝えできる場になったと思って
います。
第１回目の教室は牧老人保健施設
モ

髙橋施設長の挨拶から始まりました。そして昨今よく耳にする「 ロコ

（※注）の意味・原因・解消法」の講義をすると、皆さん熱心に耳を傾けてくださいました。その後、ロコモ

チェックを実施。握力と片足立ちテスト、歩行バランステストを計測したのですが、良い結果を出そうと皆さ
ん必死に頑張っていらっしゃいました。最後にご自宅でもできる運動をお伝えさせてもらいながら、皆さんと
一緒に和気あいあいと身体を動かしました。
「第１回城北教室」は、参加者皆さんのおかげで活気のある教室となりました。今後もこの教室を通し、地
域の皆さんに貢献できる活動をしていきたいと思います。
（※注）ロコモ（ロコモティブシンドローム【運動器
症候群】）とは「骨」
「関節」
「筋肉」などの機能低
下のために移動が困難となり、要介護になる危
険性が 高い状態のことです。言い換えれば、足
腰が弱くなり普段の動作に支障が出始め、そう
遠くない将来に歩けなくなったり、介護・介助が
必要になっていたりする危険性が高くなる、とい
うことです。現在、要介護状態になる原因の第1
位でもあります。
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牧ヘルパーステーション

繰り返しの研修で実践に備えます
〜「牧ヘルパーステーション」の救命講習〜
牧ヘルパーステーションは、管理者１名、サービス

し、すぐに利用者宅に向かい複数で対応します。ヘ

提供責任者３名、登録ヘルパー21名の計25名で在

ルパーは各自で今までにも救命救急の講習を受け

宅介護に携わっています。毎月１回ヘルパー研修を

ていますが、いざという時にはまだまだ不安がある

行い、人として介護士としてのスキルアップに努めて

ようでした。繰り返し研修を重ねていくことで「実

います。

践できる人」になっていけるのではないかと思って
います。

今回は、城東消防署に実施していただいた救命
講習の内容をご紹介します。大阪市の救急搬送は１

今後も振り返りをして、年１年は今回のような研
修を継続していきます。

年間に21万人、１日700件にも及びます。救命救急
が必要な時、落ち着いて対応するには日頃の訓練
が必要です。なんとなく何をするのか理解している
つもりでも「すぐに行動できますか？」の問いに、
「出来ます。」と答えられる人は少ないと思います。
講習では、倒れている方の呼吸や嘔吐物がないか
の確認方法を学び、人工呼吸で行う胸骨圧迫を模
型を使って実際に体験しました。また、ＡＤＬの装
着方法も実演し、貼る位置を確認しました。
初めは不安そうなヘルパーも消防隊員の講義を
真剣に聴き体験したことで、終了した時には納得し
た表 情に変化していました。初めて知ることが多
かったという参加者もいて、今回の講習で得たもの
は自信となり実践に繋がると思います。
牧ヘルパーステーションでは訪問中に救急の連
絡が入った場合、責任者が状況判断をして指示を出
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開催のお知らせ
information 「健康教室」

1

牧病院

〒535-0022 大阪市旭区新森7-10-28
TEL： 06-6953-0120

牧病院デイケアセンター

4 月 23 日（土）午後 1 時 30 分より
「脳ドックを受けましょう！」

TEL： 06-6953-1881

牧病院訪問リハビリテーション
TEL： 070-5043-0494

講師：放射線科 大嶋 太一
場所：牧病院 4 階研修室

2

5 月 31 日（金）午後 1 時 30 分より
「美容における光治療について」

牧整形外科病院

〒536-0008 大阪市城東区関目6-15-30
TEL： 06-6786-6200

牧訪問看護ステーション関目出張所
TEL： 06-6786-6231

講師：皮膚科 信原 桂子
場所：牧病院 4 階研修室

牧けあぷらん関目
TEL： 06-6786-6230

6 月 22 日（土）午後 1 時 30 分より
「夏バテ防止について」

3

講師：内科 大嶋 太一
場所：牧病院 4 階研修室

牧リハビリテーション病院

〒571-0015 大阪府門真市三ツ島3-6-34
TEL：072-887-0010

牧リハビリテーション病院
訪問リハビリテーション門真
TEL： 072-887-0010

※いずれも事前の申し込みは必要ありません。ご参加お待ちしております。

牧リハビリテーション病院デイケア門真
TEL： 072-887-0050

4

5

6

牧老人保健施設

〒535-0004 大阪市旭区生江2-15-14
TEL： 06-6929-0300

まきグループホーム

〒535-0004 大阪市旭区生江2-14-24
TEL： 06-6929-5355

まきデイサービスセンター

〒535-0021 大阪市旭区清水4-2-22
TEL： 06-6953-1506

牧訪問看護ステーション
TEL： 06-6953-1222

牧ヘルパーステーション
TEL： 06-6953-1107

牧けあぷらん清水
TEL： 06-6953-1235

牧ふくし用具

TEL： 06-6958-1030

7

8

牧ヘルスケアグループ

牧訪問看護ステーション高殿出張所

〒535-0031 大阪市旭区高殿6-18-41-107
TEL： 06-4254-6660

牧訪問看護ステーション守口

〒570-0028 大阪府守口市本町1-7-21-102
TEL： 06-6991-5556

牧けあぷらん守口

医療法人清翠会

TEL： 06-6991-5557

9

私たちの理念

大阪市立介護老人保健施設

おとしよりすこやかセンター北部館

〒535-0031 大阪市旭区高殿6-14-41
TEL： 06-6955-4865

おとしよりすこやかケアプランセンター北部館

TEL： 06-6955-7511

一人ひとりの幸せな人生を支えるために

10 守口第５地域包括支援センター

私たちの約束

〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
TEL： 06-6992-1180

『Professional』

11 旭区東部地域包括支援センター

医療人としての誇りと謙虚さをもち、日々研鑽を重ねます。

〒535-0022 大阪市旭区新森4-27-13
TEL： 06-4254-3336

『Heart』

12 法人本部

あたたかい想いやりの心とともに、あなたに寄り添います。

〒535-0021 大阪市旭区清水2-11-14
TEL： 06-6953-0190

『Team』

和をもった信頼されるチームで、あなたを支えます。

URL http://www.maki-group.jp
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