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栄宏会小野病院

訪問リハビリテーション開設のお知らせ
近年の地域包括ケアシステムの推進に伴い在宅の注目度が
高まっています。
それに伴い平成 30 年 9 月 1 日より、栄宏会小野病院訪
問リハビリテーションを開設しました。
訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士が利用者さまのご自宅に伺い、病院などの医療機関
では行うことができない実際の生活場面に即したアプローチ
を行います。病気やけが、老化による体力低下でお困りの方
はもちろん、退院直後で生活に不安のある方、寝たきりや寝
たきりになる心配のある方、進行性の難病や末期がんなどで
在宅での緩和ケアを望まれる方、その他重度障害を有する方
にも対応しています。機能回復だけでなく、利用者さまが安
心・安全にその人らしい暮らしが継続できるように、また、
ご家族の身体的精神的負担を軽減できるように、状態・ご希
望に合わせたリハビリテーションを提供しています。

ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

栄宏会小野病院訪問リハビリテーション
TEL.0794-64-2286
（月〜金 8:30 〜 17:30）
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この度は 栄宏会 広報誌をお手に取っていただき、ありがとうございます。受験シーズンも終わり、春が一歩近づいてまいりました。平成も残すところ数か月となり、
皆さまもやり残した事・これからやっていく事を整理されているところでしょうか？私個人としては、自宅のリフォームをする予定であり、住まいも気持ちも新たに
頑張っていこうと思っています。皆さまもお体には気をつけて、改元の日を迎えましょう！
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栄宏会の各施設にて応募いただいた作品を、選考の上こちら
のコーナーでご紹介させていただいております。応募箱は各
施設においておりますので、栄宏会をご利用される方、また、
そのご家族の皆さまも奮ってのご応募よろしくお願いします！
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院：私たちは「責任」「協調」「安全」「奉仕」の精神の基に、地域の皆さまを大切にし、常に信頼される医療・看護・介護を目指します。

更年期⁉ 冷え性なのに 汗をかく
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TEL.0794-64-8100 FAX.0794-64-2551

河合西

病

デイケアセンター
TEL.0794-66-2119 FAX.0794-66-2299

中古瀬南
旭丘中学校東

新部町北

井

胸痛い 恋の病か AEDか

医療法人社団 栄宏会

青野ヶ原

土井病院

土

八十路とて やっぱり女 初化粧

小野

居宅介護支援事業所
TEL.0794-64-2550 FAX.0794-64-2551

TEL.0794-66-2119 FAX.0794-66-2299
http://www.doi-hospital.com/

青野ヶ原
駐屯地

栄宏会小野病院：私 た ち は 、 ひ と り 一 人 を 大 切 に し 地 域 住 民 の 皆 さ ま に 安 心 と 信 頼 を 得 ら れ る 医 療 を 提 供 し 地 域 社 会 に 貢 献 し ま す。
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栄宏会

理事長

土井病院

理事長コラム 認知症⑦

冬の脱水症？
脱水症という言葉はみなさんよくご存じ

今回は認知症予防です。
ヒトは生まれたときから老化が始まってい

理事長

ます。病気をせずに元気に長生きをし続けれ

のことでしょう。

土井 直

土井病院 院長

昨年の夏は異常とも言える猛暑だったせ

加納 純一

ば、もれなく、いつかは誰でも認知症になり

元気づけている、危険を避けさせてくれる、

いもあり、熱中症、脱水症という言葉を

年者に比べてのどの渇きを自覚する機能も

ます。認知症予防も「○○をしたらボケない」

病気を早く見つけられるなど、悪者と考えな

ニュースでよく耳にしました。イメージと

低下している傾向にあります。また寒い冬

という方法はありません。発症年齢を遅らせ

いようにするだけで体への反応は変化し、本

しては暑い夏場に起こると思われがちな脱

場はトイレに立つことの懸念からあえて水

たり、発症してからの進行を遅くしたりして、

当に体への悪影響が少なくなって行くので

水症ですが実は冬場にも起こりうるという

分摂取を控えている方もおられるでしょ

自分の寿命が来るまでに認知症がひどくなら

す。前向きに、楽しく、ごきげんに生きるこ

ことをご存じでしょうか。特に高齢者は身

う。一方出ていく量の増加原因はやはり病

ないことが予防となります。

とで認知症にもなりにくくなるのです。

体の水分バランスが容易にくずれやすく、

的状態です。冬場に多い感染性胃腸炎（ノ

認知症の予防に良いとされていることは山

タバコは止めてゆっくり大きく呼吸を続

われわれ医師は、常に脱水症の可能性を頭

ロウイルスなど）による下痢や発熱時の発

ほどありますが、今回はストレスに関係する

け、お酒はほどほどに、好きなものを腹 8 分

の片隅において診察しています。夏場に比

汗、さらには不感蒸泄という目に見えない

内容を紹介します。ストレスを受けた時、ス

目でよく噛んで食べ、景色を見ながらゆっく

べ汗をかくわけでもないのになぜ脱水症に

水分の逸脱などにより身体から失われる水

トレスが悪者であると考えていればいるほ

りこけないように、全身の隅々までを感じな

なるのでしょうか。生き物である人間は当

分量が増えます。脱水症に陥って医療処置

ど、本当に体や心をむしばみます。同じスト

がら散歩をしてください。

たり前ですが、常に水分を必要としていま

が必要な状態になれば点滴を行いますが、

す。健康状態では身体に入ってくる水分量

そうなる前に意識して水分を摂取してくだ

と出ていく水分量のバランスがとれており

さい。水だけではなくミネラル（塩分など）

恒常性が保たれています。

も含んだスポーツドリンクなどがいいで

レスを受けても、自分を鼓舞してくれている、 認知症⑧に続く

土井病院

健口体操について
❶呼吸
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背筋を伸ばし軽く 左右に 体を傾ける
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に少ないかあるいは出ていく量が多いため

います。生き物である植物の水分管理（水

このバランスがくずれ、身体の水分量が健

やり）は人間の水分管理（点滴）と似たと

入ってくる量の減少原因は食事、水分の

あるくらい、水やりが上手にできれば一人

摂取低下です。高齢者は病気になった時は

前と言われています。生き物にとって最も

もちろんですが、特に明らかな誘因なく容

重要な要素はやはり水であると、事あるご

易に食欲低下がおこります。また水分摂取

とに意識させられます。人間も植物も健康

はのどの渇きを自覚し、身体が水分を欲す

状態を保つためには水の管理がとても大切

るようにできているのですが、高齢者は若

なのです。
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ゆっくり はやく

頬を
ふくらま
せる

前後に

まわす
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弱く 強く

しょう。余談ですが私は園芸を趣味として

康時に比べて減少している状態を言います。 ころがあります。水やり３年という言葉が

❸顔面・発声

健口体操

加齢や脳卒中などが原因で、顔や口の周り
の筋肉の動きが悪くなる、唾液が出にくくな
る、話しにくくなると感じることがあるかも
しれません。このように口の機能が低下する
と、
「食べる・飲み込む」ときの症状として、
食べ物が飲み込みにくい、食べ物を口からこ
ぼす、お茶や汁物でむせる、口の渇きが気に
なるなどの症状が現れることがあり、誤嚥性
肺炎という病気になる可能性があります。そ
こで、口の機能を維持する方法として、
「健
口体操」があります。食べたり飲んだりする
時には、
口だけでなく、
体の様々な筋肉を使っ
ています。食べる前に健口体操を行うことで、
身体全体をほぐす、口の動きを良くする、唾
液が出やすくなるなどの効果が期待でき、食
事がしやすくなります。

脱水症というのは入ってくる量が相対的

舌を
動かす
口の中で歯の表面を
なでるように
ぐるぐる回す

❺深呼吸
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土井病院

栄宏会小野病院

加東まちかど体操教室

患者さまアンケート結果

介護予防・日常生活支援総合事業という言葉をご存知で
すか？
2025 年には、団塊の世代が 75 歳以上となる超高齢化
者社会をを迎えます。要介護状態になっても住み慣れた地
域で暮らしたいというニーズの増加に伴い、住まい・医療・

当院では、患者さまアンケートを実施し、
患者さまからのご意見を真摯に受け止め、よ
りよいサービスが提供できる病院をめざして
います。平成 30 年10 月に実施致しました結
果をご報告させて頂きます。
（回答者数：470人）

6%
2%

92%

いただいたコメントより

介護予防・日常生活支援総合事業とは、その構築の一環
を担っており、平成 29 年 4 月より、総合事業が始まって
います。これは各自治体が取り組む事業のため、住んでい
る場所の人口や高齢化率など、地域の事情に合わせて事業
内容が異なる特徴があります。
小野市では、シニアチャレンジいきいき 100 歳体操やいきいきサロン、加東市では、加東ま
ちかど体操教室などがあり、運動指導や健康講話をさせて頂いています。
平成 30 年 11 月 5 日に加東まちかど体操教室の交流会がありました。今回は、東条地区各
区域でのまちかど教室に参加されている方々が一堂に集い、区域ごとでの取り組み内容の発表
や、レクリエーション、自助具の体験をしていただきました。誤嚥性肺炎予防についての講話
もさせて頂き、とろみつきのジュースの試飲やクイズ、体操などで、ご好評いただきました。
今後も地域住民の方々が元気に過ごせるようにサポートしていきたいと思います。

はい
いいえ
どちらでもない

職員の髪型・服装の
清潔感について
1%
12%

介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括シス
テムの構築が欠かせません。

職員から笑顔で
挨拶していますか

●とても親切でやさしい人ばかりです。病院に来る
のが苦にならないので助かっています

トイレや廊下・病室等は
清潔で使いやすかったですか
1%
2%
14%
83%

87%

●退院後のリハビリで通院しています。リハビリの

未記入

先生方が大変親切で対応して頂き喜んでいます。
●いつも掃除が行き届いており気持ちいいです。

職員の案内・説明は丁寧でわかり
やすい言葉を使用していますか

●バスで自宅まで送って頂いてありがたく思っています。
●診察後の会計での待ち時間が長く、もう少し早く

13%

して欲しい。
●駐車場がいっぱいの時は困る。駐車場が狭くて

1%
1%

当院の全体的な満足度は
いかがですか
2%
19%

85%

降りる時に降り難い。
●受付と薬局の連携が少し悪いと思う。何度も往復
させられたことがある。

満足

やや満足

不満

未記入

1%

78%
やや不満

患者さまアンケートにご協力頂き誠にありがとうございました。皆さまから頂戴しました
貴重なご意見は、今後の病院運営にて改善検討させて頂きます。今後も患者さまによりよ
い医療が提供できますよう、職員一同努力してまいりますので、宜しくお願いいたします。

栄宏会小野病院

献血にご協力いただきありがとうございました
前年度に引き続き平成 30 年 11 月 7 日に兵庫県赤十字血液
センターにご協力いただき、栄宏会小野病院のカフェスペース、
玄関前スペースを利用して献血を実施しました。当日は病院ス
タッフを中心に、地域の方も含め 32 名の方に献血をしていた
だきました。
献血というと事故などで手術が必要な方への輸血のためと思
われがちですが、実際には悪性新生物（がん）の血液製剤によ
る治療のために多くが使われています。
献血に要する時間は 40 分程度です。小野市伝統産業会館等
でも定期的に献血を実施しています。当院もまた献血を実施す
る予定ですのでご協力お願いいたします。

土井病院

介護職員のスキルアップ
当院では、病棟介護職を対象とした研修を毎月 3 回行い、
4 年が経ちました。
基礎的な介護技術だけでなく、自立支援に向けた移動・
食事・排泄・入浴等の介護技術を幅広く学び知識を深め、
研修での学びを日々の業務に活かしています。
講師は、院内看護師やリハビリセラピストが担当してい
ます。座学や演習など活気ある雰囲気で行っています。参加した職員からは「参加出来て
勉強になった」「同じ職場の職員が講師をしているので、後から不安に思ったことを、す
ぐ聞けることが出来る」との声があります。
今後とも患者さま・ご家族さまが喜んでいただける介護を提供出来るように、日々がん
ばっていきたいと思います。
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栄宏会小野病院

ハートフルフェアを開催しました
11 月 14 日は世界保健機関が定めた世界糖尿病デーであり、各地で様々なイベントが開催さ
れています。当院でも、平成 30 年 11 月 10 日に健康フェアとしてハートフルフェアが開催さ
れました。門脇名誉院長の講演、糖尿病予防についての〇× クイズ、血糖値・骨密度測定など
の健康チェックの催しが企画されました。ご自身の健康状態を知り、これからの糖尿病予防や
健康管理を意識して頂ければと願っています。
今回はハートフルフェアとして、お子さまにも喜んで頂ける
よう、缶バッジ作りや石けん作り体験、キッズコーナーではス
トラックアウトゲーム、消防車や救急車と記念撮影などを行う
中で、にぎやかに終えることが出来ました。
今回もイベントを行うに当たり、地域の方々のご参加、ご協
力を頂きありがとうございました。今後も地域の方々に愛され
親しまれる病院づくりを職員一同目指していきたいと思います。

栄宏会小野病院

実習生を受け入れています
医療系の各大学・専門学校に通う学生は、学外での授業の一環として病院や施設などでの臨
床実習という課程があります。当院では、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管
理栄養士、歯科衛生士、医療事務などの実習生の受け入れを行っています。
臨床実習では、各大学・専門学校の教員とも連携を取りながら、実習指導者の下実習を行っ
ています。学校で学んだ知識や技術を実際の医療の現場で実践し、患者さま・家族さまとの関
わりを通して、その思いを受け取りひとりひとりに寄り添いながら、専門職としてどのような
支援ができるのかを探求し、知識や技術を磨きます。
実習生からは、
「患者さまと関わっていくことで、学校で学ぶ授業の大切さや、生きるという
こと、支えるということなど、学校では学べない多くのことを学ぶことができた」
、
「実習に来て、
将来自分がどのように仕事をしていきたいか考えることができた」などの声が聞かれます。
また、臨床実習では実習生自身の教育だけでなく、指導するスタッフも自分の知識や技術の
再確認ができ、指導や育成する力をつけることができる良い機会になっています。
今後も、医療を支える人財を育てていくために、職員一同力を発揮していきたいと思います。
看護師
・関西国際大学

・西神看護専門学校

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・藍野大学
・大阪医療福祉専門学校
・関西総合リハビリテーション専門学校
・神戸医療福祉専門学校 三田校
・神戸学院大学

・神戸国際大学
・神戸総合医療専門学校
・神戸大学
・ハーベスト医療福祉専門学校

（50 音順）
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元気あっぷ加西デイサービスセンター

デイサービスセンターのごあんない
元気あっぷ加西デイサービスセンター（通所介護：デイサービス）は、介護予防を目的とし
て平成 18 年 10 月にオープンし、12 周年を迎える事が出来ました。
元気あっぷ加西の特徴は楽しくいきいきとトレーニングをおこない身体の維持向上を図るこ
とを目的としています。これからも利用者の皆様が地域で元気に生活して頂けるよう、職員一
同尽力していく所存ですので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【機能訓練・トレーニングプログラム】
トレーニング内容を職員と相談しながら、利用
者さまの病状や体調に応じてプログラムを決定し
て頂けます。
また、ADL（日常生活動作）等に合わせて歩行
訓練・階段昇降・傾斜台・滑車運動・卓上トレー
ニング・脳力トレーニングも利用者さまそれぞれ
の能力に応じた形で提案いたします。
①レッドコード（バランス運動）
②マシントレーニング（6 機種）
③元気あっぷ体操（集団体操）
④姿勢改善運動
⑤立位重心運動
⑥上肢可動域運動
⑦生活機能向上運動
⑧屋外歩行訓練
⑨階段昇降訓練 など

【余暇活動・外出・行事】

余暇活動としては、外出行事や季節行事、
また地域との交流などがあります。日中の
活動内容が施設内のトレーニングに偏るの
ではなく、実際に屋外へ出かけるといった
社会参加型の催しなども実施しております。

・お花見（桜）
・ランチバイキング
・チューリップ祭り
・フラワーアレンジメント
・保育園児との交流会
・北条鉄道を使用して外出
・紅葉散策

・五百羅漢散策
・ヤマサ蒲鉾ツアー
・加西市吹奏楽団慰問
・忘年会鍋パーティー
・他施設との将棋交流戦
・カラオケ店へ外出
・買い物 など

【昼食・おやつ】

全て厨房で手作りの物を提供しています。
昼食は毎回 A ランチ（肉メイン）
・B ランチ（魚メイン）
のどちらかを選択できます。
おやつ時の飲み物も、温かい飲み物 7 種類、冷たい飲み
物 7 種類、計 14 種類の中から選んでいただけます。

※利用に関するお問い合わせ先

元気あっぷ加西デイサービスセンター 0790-43-8585 相談員：福井
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