６階のメディカルガーデ
「歯科・矯正歯科・イン

成外科・美容皮膚科」

他３科」「美容外科・形

６階フロア

６階の屋外デッキ

時

木

ン、７階のＪＭＡ、さら
プラント」「調剤薬局」

婦人科、乳腺外科）の複

時、土曜も８時半～

厚

域に求められる医療・介

地域の医療法人が地元

階に出店

合型医療施設「カラダテ

列ＣＴ」を

本

護に関連する各種事業を

商業施設で大規模なフロ
に今後、８～
「介護用品の相談」海老

「えびな脳神経クリ

半と幅広い時間帯が特

とされる「

至

階建ての複合施設「ビナガーデンズパー
展開している。

小田急線「海老名駅」とＪＲ相模線「海老名駅」を南北で結ぶ
自由通路直結の地上
チ」の６階フロアに、脳神経クリニックを中心とした地域最大級

６ｔ ｈ ＦＬＯＯＲ

セプトの複合施設は「ら
アに出店する例は全国的
予定の株式会社ルネサン
名市の「えびな健康・医

ニック」には、脳動脈瘤

ラス海老名」がオープン

徴。昼休みがなく仕事の

ロマンスカー
ミュージアム

のクリニックモールが開業した。７階には基幹病院直営の健診セ

らぽーと海老名」と「ロ
にも例が少なく、地元行
ス（本社・東京都墨田

療コンシェルジュセン

このうち４月に先行

の診断能が上がり、脳の

した。再検査などは即日

導入。脳神経内科と脳神

女性医師が担当。女性専

海老名駅入口

６階には「小児科」
「耳鼻いんこう科」「総
合内科・循環器科」「訪
問診療・泌尿器科」「脳

マンスカーミュージア
政とも連携して新型コロ
区、斎藤敏一代表取締役

オープンしたのは、６階

状態をより鮮明に把握で

０年に締結された５者協

ニック（内科・産婦人

経外科の専門医が常勤

産婦人科は女性常勤医師
２名、乳腺外科は海老名

用エリアの診察が特徴。

木

ンターとクリニックも入るなど、〝ウェルネス〟をコンセプトと

階、一棟すべてウェルネス

した医療・健康・介護サービスが圏域に広がろうとしている。

地上

ム」に隣接している。
ナワクチンの夜間接種や
会長）の５者が、そのメ

神経外科・脳神経内科・

先行オープンした２フ
健康相談事業も扱うその
ンバーだ。

〝ウェルネス〟がコン

ロアのうち６階は、地元
形態は全国からも注目を

のクリニックモールと、

ター」が入る。

の医師会、歯科医師会の

７階のカラダテラス海老

定で連携体制が構築され

科・乳腺外科）を併設す

内科は平日９時半～

７階は海老名総合病院
ている。地元行政の海老

るカラダテラス海老名を

合間にも受診しやすい。

この複合施設は２０２

５者連携

集めている。

ある医療機関が開業する

クリニックモールとなっ

クリニック受診が可能。

や座間総合病院などを運
名市と、来年春に本社機

し、平日は午後９時まで

ている。

きる「３テスラＭＲＩ」

営する「社会医療法人
能の一部を海老名に移転

運営するＪＭＡは、総合

診療する。

と、患者の負担が少ない

ジャパンメディカルアラ

病院、クリニック、老人

健診センターとクリ

イアンス（ＪＭＡ）」
する小田急電鉄株式会社

保健施設、介護事業所な

名。

（本部・海老名市河原
（本社・東京都新宿区、

７階には健診センター

社ルネサンスが、プール
やテニスコート、大型ジ

眼科はレーザー白内障

ム空間を兼ね備える。

手術など高度なオペにも
対応可能な設備を整え、
７月１日㈮と２日㈯に内
覧会を開き、７月４日㈪

秋以降には３～５階に

に開業する。

各種店舗が開業する。

厚

10

星野晃司取締役社長）、

（人間ドック、各種健康

総合病院の常勤医師含む
開し、法人全体で約２９

７ｔ ｈ ＦＬＯＯＲ

００人の職員を擁し、海

階の３フロア
10

はフィットネスの株式会

８階から

血ルームがオープンし、

会）と日本赤十字社の献

ズ（医療法人社団 杏月

名駅前眼科ビナガーデン

８階には今年夏に海老

８ｔ ｈ ＦＬＯＯＲ

診断）とクリニック（一

相模線寄りのエレベーターか
ら６ 階・７ 階 へ 、またエスカ
レーターからは６階へお上が
りいただけます。

市立図書館西側

10

口、贄正基理事長）が運

の事業所・施設を展

19
11

老名総合病院や座間総合

小田急線と相模
線の駅間をつな
ぐ自由通路直結
で館内（3階）
へ

アクセス、店舗情報など

般内科、糖尿病内科、産

ど

80
エスカレーター

↑相模線 自由通路 小田急線↓

エレベーター

3階

至

10

病院の基幹病院を柱に地

28

6階・7階へのアクセス

営する。

ビナガーデンズパーチ＝ロマンスカーミュージアム側より
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医師をはじめ地域に縁の

３テスラMRI、80列CT配備、脳神経外科内科も
―平日午後9時まで診療―

2022年

6月24日㈮

56
ビナクリニクス特別号

海老名市に医療福祉総合施設オープン
海老名駅自由通路直結
ビナガーデンズパーチ

■ビナクリニクス特別号

（令和4年）

■ビナクリニクス特別号

脳の困りごとはまず「えびな」へ

「えびな脳神経クリニッ
け、適切な治療を受ける重

経系の専門医師の診断を受

専門医常駐で平日夜９時まで

ク」は、脳神経内科・脳神
要性を力説している。

頭痛、もの忘れ

経外科の専門医が常駐し、

●もの忘れが増えた

認知症と

くる状態をいい、日本では

し、日常生活に支障が出て

な原因で認知機能が低下

は、脳の病気などさまざま

尾﨑理事長

すればよいのですか

す。どのタイミングで受診

と不安な方もいるようで

た」など「認知症かも？」

「家事や仕事でミスが増え

―「もの忘れがひどい」

平日夜９時まで診療を行う
「専門性」と「受診のしや
すさ」を兼ね備えたクリ
ニックだ。また主に大学病
院や中核病院で導入される
「３テスラＭＲＩ」と「
列ＣＴ」を備え、高度な検
査も受診日に結果を診断
し、早期治療につなげてい
る。尾﨑聡理事長、岩田智
則院長に、気を付けたい体
のサインについて聞いた。
歳以上の

５ 人に１人は認知症になる

２０ ２５ 年には

―「頭痛持ちではあるもの

●頭が痛い
の、我慢できないことはな
「もの忘れ」にみえること

初期症状は、加齢による

と予測されています。

がほとんどです。しかし正

いため市販薬で耐える」と
いう方も多いようですが、

遅らせられることもわかっ

から予防を行うと、進行を

常でも認知症でもない段階

頭痛にはどのようなリスク
がありますか

ています。早期発見、早期

日本人の３～

るとも言われていますが、

４人に１人は頭痛持ちであ
対応により適切な治療を受

岩田院長

医師にかからず、その原因
けることが重要です。

頭痛」、③ズキンズキンと

が締め付けられる「緊張型

痛む「片頭痛」、②頭全体

ら目のあたりがズキズキと

期発見・早期治療の重要性

ていることがあるとし、早

も、脳の病気が原因で生じ

びれ・脱力感」について

い・ふらつき」「手足のし

クリニックでは「めま

を知らない人はとても多い

目をえぐられるような激し
を訴えている。

です。頭痛は①こめかみか

い痛みの「群発性頭痛」、

●平日夜９時まで
尾﨑理事長は救急病院な

の３つに大別できます。
「片頭痛」は脳内の血管に

なった患者や、リハビリに

そこで手術しか手段のなく

リスクも高めるといわれて
大変な苦労をする患者や家

どで多くの脳手術を担当。

います。今は有効な治療法
族を目の当たりにし、「予

態であり、将来の脳梗塞の

や予防法があり、頭痛は
防や後遺症に対応できるク

小さな損傷が生じている状

「耐える」ものではなく

と語る。突然起こった頭

の前兆であるケースもある

血」など命にかかわる病気

あり、頭痛は「くも膜下出

際フェローとして活躍中で

会評議員や米国心臓協会国

岩田院長は日本脳卒中学

り、この理念がさらに進

診療を開始したことによ

海老名駅直結施設で新たに

「質の高い医療の提供」。

院から一貫している理念は

ラーレ）」を開院した。開

ファミリークリニック

脳神経外科（現：えびな

４年に前身となる「えびな

リニックが必要」と２０１

痛、発熱を伴う頭痛、日
化・深化すると尾﨑理事長

「治療する」ものです。

ごとにひどくなる
は語る。「駅直結施設で、
平日夜９時まで診療を行う

ソ

と違う」頭痛

頭痛など「いつも
は即時に脳神
ことで、幅広いエリアの
方々や、働く世代の方々に
も受診の選択肢となった。
『脳のことで困ったことが
あれば、まず“海老名”

ポート）の即日発行に

明書（ワクチンパス

ルス感染症予防接種証

ニックを目指し

へ』と信頼されるクリ
たい」

官民で健康づくりに取り組む
海老名市と小田急、テナント３社が連携
も対応するなど、非常

機関などと軒を連ねる

チの６階には地域医療

接種の予約、接種に関

約・相談のほか、集団

チン接種に関する予

定で行っていて、ワク

と小田急電鉄、テナン

ビル建設前に海老名市

この行政機能は複合

が提供されている。

質の高い行政サービス

時にも官民が連携した

「海老名市新型コロナ
する相談にも応じ、接

ト３社が締結した「５

日までの期間限

ウイルスワクチンデス
種券の発行・再発行、

者包括連携協定」に基

７月

現在は、海老名市役
転入や紛失、破損など

づき実施され、現在は

ビナガーデンズパー

所内で行っている新型
に伴う接種券の発行も

夜間の集団接種にも取

耳垢・鼻水・カゼ、何でも相談

JR相模線・ららぽーと↑

包括的歯科診療を提供
自由通路側

6F ビナクリニクス

海老名こじろう耳鼻咽喉科 駅前院
エスカレーターで６階フロアにあがりす
ぐ、開放的なテラスに面した場所にある「海
老名こじろう耳鼻咽喉科駅前院」。海老名ク

年間、

リニックガーデンの「海老名こじろう耳鼻咽
喉科」の分院として開院した。
石井豊太院長は、１９９０年から
高度急性期病院である国立病院機構相模原病
院の耳鼻咽喉科医として勤務。救急対応や手
術を長年にわたり数多く経験し、アレルギー
疾患を専門としてきた。父親が耳鼻咽喉科の
開業医だったことから地域に根付いた医療に
は強い思いがあり、定年退職を機に院長に就
任した。石井院長は「大病院にいたときと変
わらず『質の高い医療』の提供を目指し、こ
れまで築いてきた地域のネットワークをフル
活用して皆様に安心して受診してもらえるよ
「何でも気軽に相談できるクリニック」が

う努めたい」と話す。
同院の理念。「軽いカゼ」「耳鳴りやめま
い」「のどがいたい」「聞こえが悪くなっ
た」など、体に異常があり不安を感じたら気
軽に相談にきてほしいという。石井院長は
「我慢をしていると症状が進行するケースも
あるので早めの受診を。たとえば『耳あかを
とる』ことでも、無理に取ろうとすると耳道
を傷つけてしまいますので気兼ねなくご来院
ください」と話す。６階フロアには脳神経内
科・脳神経外科があり、「めまい」などはす
みやかに画像診断できるのも大きな特徴だ。
２０１８年から子どもも保険適用で受けら
れるダニ・花粉アレルギー治療の舌下免疫療
法のほか、プラセンタ注射、アレルギー検査
も対応。Ｗｅ ｂや電話で診療予約ができる。

7F カラダテラス海老名
内科、産婦人科・乳腺外科

ライオンデンタルオフィス
保険診療をはじめ、インプラント・審美か
ら全身咬合・自然成長誘導矯正など、幅広い
分野をカバーする包括的歯科診療を提供する
「ライオン歯科」。
運営法人の「医療法人社団ライオン会」の
鈴木仙一理事長は、２０１９年にＩＣＯＩ
（国際口腔インプラント学会）の世界会長に
年には海老名市歯科医師会の会長

就任したグローバルな歯科医師で、世界会長
就任前の
として神奈川県や海老名市などと連携して
「オーラルフレイル（口腔虚弱）」改善の普
及に取り組み、地域の歯科医が連携して市民
の健康寿命を延伸し、要介護状態を改善する
「海老名モデル」の構築にも尽力した。
ライオン歯科は海老名市中央の本院を拠点
に、同市勝瀬のインプラント専門施設、ライ
オンインプラント海老名のほか、町田にもイ
ンプラント専門施設、東京銀座には総合歯科
とインプラント治療の銀座ライオン歯科を展
開。２０２２年４月に開業したビナガーデン
ズパーチ６階にも保険診療を中心とした「ラ
イオンデンタルオフィス」を開業した。
ここでは一般的な保険診療を中心に、先端

年前か

機器を駆使した歯内治療など各種自費診療も
提供している。
鈴木理事長は「海老名で開業した
ら、患者様に対する思いやりの心はもちろん
のこと、進化し続ける技術を常に習得してい
く精神でより良い歯科医療を提供してきまし
た。これを原点と考え、新たな拠点であるビ
ナガーデンズパーチでも他の医療機関と連携
して圏域の皆様の健康・福祉の増進に努めて
いきたい」と話している。

８階に眼科オープン
７月１・２日に内覧会
「一生通っていただけるクリ
ニックに」―。白内障治療と日
帰り手術に対応する、海老名駅
前眼科が８階にオープンする。
が開催される。オープンは２０

７ 月１日㈮と２日㈯には内覧会

保険診療だけでなく自由診療

２２年７月４日㈪。
にも対応している同院は、「海
老名市内初導入」という白内障
手術装置を導入し、メスを使わ
ない白内障手術を可能にする。

1F 駐車場

ク」がある。

コロナウイルスワクチ
担う。新型コロナウイ

また、角膜を削らない角膜矯正

2F 駐車場

土曜午後も診療
新型コロナウイルスワクチンデスク【2022.7.29まで】
（仮称）えびな健康・医療コンシェルジュセンター【2022.8〜】

18
手術にも対応する。

3F

認知症、てんかん、
パーキンソン病など脳
神経内科専門医。山口
県生まれ、島根大学医
学部卒。済生会福岡総
合病院神経内科部長、
東海大学神経内科特任
准教授を歴任し、２0
２１年「えびな脳神経
外科」院長就任。２0
２２年４月からは「え
びな脳神経クリニッ
ク」院長。

80

33

石井豊太 院長

岩田智則 院長

脳神経外科専門医。
海老名市医師会理事。
山口県生まれ、山口大
学医学部卒。水戸協同
病院脳神経外科医長、
横浜新都市脳神経外科
病院脳神経外科部長を
経て2014年「えびな
脳神経外科」開院。現
在は「えびな脳神経ク
リニック」を運営する
「医療法人社団NAL
U」理事長。

6F

尾﨑聡 理事長

65

35
歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科・インプラント

6F

CLINIC MALL
ン接種に関する業務を

り組んでいる。
８月以降は、これま
で市直営で実施してき

小田急線・ビナウォーク↓

5F

※祝日は各曜日と同様、変則的なため詳細はお問い合わせください。

8F 眼科・献血

※

フィットネス
ルネサンス
8-10F

7/1㈮・7/2㈯ 10時〜16時 ※予約不要
http://chuoh-eye-clinic.com/group/ebina/
☎046-233-8888

た健康増進事業（健康

8F

内覧会開催
医療法人杏月会

海老名駅前眼科
ビナガーデンズ

づくり活動の企画、運
営等）を民間事業者と

商業・サービス店（秋以降開業）
4F

連携して担う、海老名
市の「（仮称）えびな
健康・コンシェルジュ
センター」としての運

待合室の
イメージ▼

6F

営がスタートする。

鈴木仙一 理事長

ビナクリニクス
29

日本大学客員教授
ICOI国際口腔インプラント学会
世界会長（2019/8→2022/11）
日本口腔インプラント学会専
門医・指導医
1978年 日本大学総長賞受賞
2007年 日本口腔インプラント
学会優秀論文賞受賞
2013年 ICOI国際口腔インプラ
ント学会最高論文賞受賞
小橋英長
院長▶

6F

（令和4年）

6月24日㈮
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らったこともあり、地域

身、海老名に育てても

医がいる施設。自分自

話している。

に恩返しができれば」と

医療を通じて地域の皆様

時間３６５

日対応する調剤薬局が完

緊急時には

備されている。

医療、保育、法務の複合ビル「海老名クリ
ニックガーデン」は、２０２０年２月に開業

育を兼ね備えた小規模認

ほかにも、病児病後保

した。このビルは「海老名の地域医療や子育
てニーズに応える施設」として、医療６科を

入るなど、海老名市の中

可保育所と法律事務所も

心市街地で地域の医療・
福祉ニーズを両立させて

域密着のコンセプトで運

海老名クリニックガー

営されている。

中心に地域医療と福祉を提供している。

「海老名クリニック
ガーデン」は、２０２２
年４月に海老名駅自由通

台の駐車

よっては商業施設ビナ

場も完備。テナントに

敷地内には

いる。

内科、皮膚科、歯科の６

ウォークとの駐車場提携

デンには整形外科、耳鼻

科の医療機関のほか、健

路直結の複合施設６階に

ニクス」と同様に地元医

診センターや在宅患者の

いんこう科、泌尿器科、

師会と歯科医師会の医師

オープンした「ビナクリ

らによる、顔の見える地

海老名クリニックガー

（９４４台）もある。

デンが建つ土地は「代々

大切に守ってきた土地。

地元に恩返しができる医

療や福祉の拠点として役

立ててほしい」との所有

者の思いをカタチにする

施設としてその機能を果

そのため海老名に深く

たしている。

縁のある医師と歯科医師

開業した海老名市内の

が開業診療している。

事業者は「幅広い疾患を
カバーできるかかりつけ

安心できる地域医療を
移動支援に取り組む整形外科医

痛みの原因をしっかりと

発する人もいますので、

年期や心理面から痛みを

だいています。私も相乗

で患者様に利用していた

運行に協賛させて頂く形

ましたので、現在はその

地域医療にとっ

「安全」と「安
心」の両立でしょうか。

院長

て大切なものとは。

記者

見つけてあげることが大

げられれば昔よりも解決

りさせて頂きました。
もあり、従来のご高齢者

できることが増えていま

切です。適切な治療に繋
科」の山田博之院長に

に加え若い世代の患者さ

す。リハビリやよいお薬

海老名駅直結の商業施

「地域医療と整形外科」

も見つかります。

設ビナウォークの東側に

んが首・肩・腰の痛みを

な要素だと思います。

顔の見える安心感は大き

安全はもちろんですが、
の移動支援にも取り組ま

先生は患者さん

れています。

記者
動部の小中高生は減少し

増えています。一方で運

訴えて来院するケースが

この医療モール

について話を聞いた。
記者

「海老名クリニックガー

に入ったきっかけは。

ています。学校生活の影

からここへ移転した２年

私の父とクリ
ニックガーデンを企画し

響だと思いますがその

前に車両を購入し、外部

市内の別の場所
分、オーバーユースは

院長

た地元企業の社長のお父

減っていると思います。
記者

援に取り組みました。こ

り、複数の痛みに悩む患

が低下していることもあ

の活動が減り、身体能力

ぶ民間の『ガーデン号』

照）、公共施設などを結

デンズパーチ（裏面参

の医療モールとビナガー

患者の傾向は。

コロナ禍で日常

に運行を委託する移動支

していました。このビル

院長

ローチは。

痛みへのアプ
は地域と縁が深い地元企

記者

の運行が昨年から始まり

て安心感があります。

者さんが目立ちます。更

法律事務所が入居してい

業と医療機関、保育所、

医師と薬剤師として連携

上が旧知の仲で

年以上

院長

※割引サービス詳細については、
ガーデン薬局・海老名クリニックガーデンの各クリニックにお問い合わせください

24
25

コロナ禍の影響

※水曜午後は15:30〜
※第2・4土曜日は、12:00までの受付（第1・3・5土曜日は、11:30まで）

海老名クリニックガーデン（海老名市中央）
院長

4

デン」がある。その２階
に入る「えびな整形外

日本整形外科学会認定整形外科専門医・脊椎脊髄病医・リウマ
東京医科歯科大学医学部出身

チ医・運動器リハビリテーション医ほか。海老名市医師会副会

えびな整形外科

中心市街地で「恩返し」

えび な 整 形 外 科
山 田 博 之院長

長、医療法人社団喜望会理事長

30

医療と福祉を地域に
海老名駅東口
徒 歩 4 分
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