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土井病院

ガーデニングコンテストに挑戦！！
土井病院デイケアでは、小野市商工会議所が主催する、サンパチェンスコンテストに参加しています。
今年で4回目の参加となり、無償で配布されたサンパチェンスという花の苗を5株育てています。
サンパチェンスは、環境浄化植物と呼ばれており、幾つかの有用な能力を持っています。その一つに、
人体に有害な排気ガスなどに含まれている二酸化窒素を5〜8倍、ホルムアルデヒドを3〜4倍程度従来の
植物より多く吸収し自分の栄養に変える効果が実証されています。また水の浄化能力も高いことから注目
されている植物です。
デイケアでは 2016 年に 1 回目の育成に挑戦し、きれいに育てる事が出来
ました。入賞は逃しましたが、ガーデニングフェスティバルの会場で行われ
る、花の大きさや美しさを競う、サンパチェンスコンテストにも参加するこ
とができ、利用者さまにも良い思い出となりました。しかし、2017 年、2018
年は参加したものの、花の生育が悪くコンテストへの出品が出来ませんでし
た。
サンパチェンスコンテストに出品できるように、デイケアの利用者さまで水
やり当番を決め、デイケアが休みの日は入院患者さまにも協力していただき
にひまわりの丘公園で実施される予定ですのでぜひ見に来てください。
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ながら大切に育てています。コンテストは、10 月 12（土）
、10 月 13 日（日）
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P.2 ■高齢者の認知機能と運転免許について
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P.1 ■杉本医師の着任の挨拶
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車椅子の風刺家さん︵七十四歳︶

らも作成に取り組んでまい

栄宏会
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元気あっぷ加西

加西 IC

元気あっぷ加西
アスティア オリーブ加西
加西
加西郵便局

（小野市委託事業）

のを楽しみに、緊張しなが

体調も崩しやすい時期です。

〒675-1352
兵庫県小野市復井町字中ノ池 1723-2

P.2 ■坂田医師の着任の挨拶

月から広報委員に加わり、

りました。季節の変わり目で

ひまわりの
丘公園

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！

一人暮らし 愚痴をさかなに 食事する

旭丘中学校東

新部町北

北条町駅

しました。私個人として 4
皆さまの手に広報誌が届く

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

中古瀬南

栄宏会川柳コーナー

アイロンで 伸ばしてみたき 顔の皺

訪問看護ステーション
TEL.0794-64-8100 FAX.0794-64-2551

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。

転ぶなよ 身体も財布も 痛くなる

5 月 1 日より新年号「令和」
となり、新時代がスタート
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土井病院
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青野ヶ原
駐屯地

高岡南

訪問リハビリテーション
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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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今年こそは、ガーデニングフェスティバル in おの 2019 会場内で行われる

栄宏会

理事長

栄宏会小野病院

理事長コラム 認知症⑧

坂田医師の着任の挨拶
初めまして。小児科医の坂田玲子と申します。兵庫県内で生まれ育ち、兵庫県内のさま

栄宏会小野病院で木曜日に” 物忘れ外来”
をしてもらっている認知症の専門の先生に今

理事長

回は執筆をお願いしているので、少し脱線し
て長生きのお話をします。

土井 直

還暦は長寿のお祝いには値せず、元気で活動

長寿をお祝いする還暦は鎌倉時代から始

されている卒寿でもあまり驚かなくなってき

まったとされていますが、当時はもっと短命

ています。これからの目標は 2 回目の還暦で

で 60 歳は長命だったと言われています。十

ある大還暦（120 歳）となっていくのではな

干十二支の組み合わせが 60 年で一回りする

いでしょうか。

のが還暦で、そこから長寿のお祝いがスター

栄養バランスに配慮された食事をしっかり

トし古希（70 歳）
、
喜寿（77 歳）
、
傘寿（80 歳）
、 と食べ、タバコは止めて、筋肉や骨を鍛える
米寿（88 歳）
、卒寿（90 歳）
、白寿（99 歳）

運動を続け、ご機嫌にストレスをためない生

と続きます。ギネスが認定する世界最高齢記

き甲斐を持った生活をすれば、今後日本中で

録保持者はフランス人女性のカルマンさんで

大還暦のお祝いをする日がもうすぐそこに来

122 歳です。現在ご存命中の世界最高齢者は

ていると思います。

福岡県の田中かねさんで 116 歳です。今や

認知症⑨に続く。

ざまな市の病院で勤務してきましたが、この度ご縁があり2019年4月より週4日栄宏会小
野病院で勤務させていただくこととなりました。
熱や咳などといったよくある症状はもちろん、些細なことでも結構ですので、お気軽に
相談いただけましたら幸いです。併設する「病児保育室りあんず」も回診し、必要に応じ
て診察や処置を行っております。病気の子どもを預けるのは不安だと思いますが、その不
安を少しでも軽減できればと思っております。また、予約制にはなりますが、6月より予
防接種や健診も開始しております。
自身も小さな子どもを持つ親であり、子育て中のご両親の心配事に寄り添うような診療
を心掛けたいと思っています。
子どもの笑顔が大好きで小児科医になりました。子どもにとって病院は嫌な場所かもし
れませんが、この病院でたくさんの笑顔がみられるように頑張っていきますのでよろしく
お願い致します。
（診療時間・予防接種・健診は、ホームページや当院までお問い合わせください）

栄宏会小野病院

高齢者の認知機能と運転免許について

栄宏会小野病院

杉本医師の着任の挨拶

残暑が続きますが皆さまいかがお過ごしでしょうか？
今回は「高齢者の認知機能と運転免許について」のお話です。

2019年4月より、栄宏会小野病院に赴任しました杉本利嗣と申します。昭和54年に慶応義塾大学医
学部を卒業後、内分泌代謝領域を担当する神戸大学医学部第三内科に進み、診療と研究に従事いたしま
した。長年の専門領域は内科学、内分泌代謝学、カルシウム・骨代謝学、主な研究テーマは骨粗鬆症を
はじめとするカルシウム・骨代謝調節異常症の原因、病態の解明と治療法の確立です。特に骨粗鬆症や
ホルモン関連の病気の専門医として多くの患者様の診察に携わってまいりました。医学者ウイリアム・
オスラーが、「人は血管と共に老いる⇒動脈硬化症」という名言を残しましたが、人生100年時代を迎
え、「人は骨と共に老いる⇒骨粗鬆症」時代になりました。地域の皆さまの健康が更に向上できるよ
う、今までの経験を生かし骨と血管をまもる診療に取り組みたいと考えております。骨密度やホルモン
の異常が気になる方や骨粗鬆症の予防・治療をご希望の方はご来院ください。
ちなみに、自身の座右の銘は「焦らず、腐らず、怠らず」です。

くなっている事をご存知のことと思います。当院物忘れ外来に
も多くの方が自動車運転の可否についての意見を求め来院されています。
まず、免許証の更新期間の満了する日（満了日）の年齢が70歳以上の方で免許証を更新する方は、更
新手続き前に高齢者講習等を受講しなければなりません。
なお、満了日の年齢が75歳以上の方については、高齢者講習を受ける前に認知機能検査を受けなけれ
ばなりません。認知機能検査や高齢者講習を受けない場合には、運転免許の更新ができません。また、
75歳以上のドライバーの方で、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為（信号無視、一時停止
違反等）をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。臨時認知機能検査で、認知機能
の低下があった場合には、臨時高齢者講習を受けなければなりません。臨時認知機能検査や臨時高齢者
講習を受けない場合は、運転免許の停止や取り消しとなります。
注意すべきは抗認知症薬をすでに内服されている、または内服される予定である場合です。必ず認知

■診察時間 ＊完全予約制
月
午前診

皆さんは今年に入って高齢者の自動車事故のニュースが特に多
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◯

水

木
◯

◯
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金

土

症病名が必要となりますので、その段階で認知症と診断されたとみなされ、免許更新ができなくなるこ
とです。また抗認知症薬には眠気が出る可能性があり内服した上での運転は禁止されていることも重要
です。知らない間に投薬が開始されている場合がありますので一度確認をお願いします。
当院では神経心理検査、採血検査、頭部MRI、脳血流SPECT検査を行い運転継続が可能かどうかの判
2

断材料とします。特に神経心理検査では記憶検査と注意機能検査を重視しています。記憶の検査ではい
くつかの言葉や物語を覚えていただき、ある一定時間後に思い出して頂きます。注意機能検査では紙面
上にばらばらに書かれた数字を順番通りにつないでいき、その時間を測定します。紙面上で上下左右注
意を向ける能力（注意機能）や最後まですばやくやり通す能力（遂行機能）が必要です。車の運転では
ものを覚えていただくというよりも、注意機能や遂行機能を重視して判断します。
兵庫県では、運転免許を返納すると運転経歴証明書が発行され、提示することでバス・タクシー・鉄
道などの運賃割引や、近隣では、ゆぴかの温泉入浴料割引などが特典としてうけられます。
しかし、小野地域では移動手段が電車ではなく車という高齢者が多く、代替手段も不十分なため、免
許更新ができない時は、買い物や通院など日常生活にかかせない移動に重大な支障をきたすおそれがあ
ります。

栄宏会小野病院・土井病院

ベトナム人介護福祉士も頑張っています
急速な高齢化が進むなか、人手不足が深刻な問題となっている介護業界です。そこで、栄宏
会小野病院では、2019年4月から介護福祉士の資格を取得したベトナム人介護士３名が、正職
員として入職しました。最近ではすっかり職場に溶け込み、日本語も上達してきました。
土井病院に入職したベトナム人介護士3名は姫路福祉保育専門学校の学生で、平日は介護に
関する知識や技術を学び、週末にアルバイトをしています。そんな彼たち・彼女たちにインタ
ビューしてみました。

物忘れ外来では可能な限り皆さまのおかれた環境に沿った運転免許相談をしてまいりたいと思います。

「仕事はどうですか？どんな介護士を目指していますか？」

脳神経内科医 高橋 竜一

栄宏会小野病院

デイケアセンターは 5 周年を迎えました
栄宏会小野病院デイケアセンターは平成26年4月にオープンし、おかげさまで5周年を迎えることがで
きました。地域にお住まいの皆さまには、ご理解・ご協力感謝致しております。これからも利用者さまが
ご自宅で元気に生活していただけるよう、職員一同尽力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

1日の
タイム ル
ュー
スケジ

8:30
9:30
10:30
11:30
12:00

送迎車出発、各ご家庭に順番に到着
デイケアセンターに到着
バイタルチェック
体操教室、レッドコード
個別リハビリテーション、入浴など
口腔体操
昼食、口腔ケア、昼休み

13:00
14:00
14:40
15:45

レッドコード
集団リハビリテーションなど
カラオケ
レクリエーションなど
おやつ
送迎車出発

当センターの特徴
●浴室は個別浴槽４つ、横になったままでも入る
ことができる機械浴槽を１つ設置しています。

栄宏会小野病院

土井病院

タイ君

バン君

小野は空気がきれいで住みやすいです。職員
の人は優しくて、おもしろい人が多いので楽
しく働いています。誰からも愛される介護士
になりたいです。

分からない時は職員さんが色々詳しく教えて
くれるので、楽しく働いています。まじめで
優しい介護士になりたいです。

フエンさん

キエウさん

職員みんな優しく、患者さんも自分の家族の
ように優しいので楽しく働いています。病気
をしないで健康に気を付けて頑張ります。

仕事もだいぶ覚えてきたので楽しいです。患
者さんと一緒に話している時が楽しいです。
仕事を上手にできる介護士になりたいです。

ジェップさん

トゥイさん

最初は大変だったけど、職員の皆さんが色々
教えてくれるので、少しずつ慣れてきていま
す。患者さんも最初は私の名前を見てびっく
りしたようですが、今ではみんなが『頑張っ
てね』と応援してくれるので、患者さんに優
しくできる介護士になりたいです。

みんな優しく教えてくれます。患者さんと話
すのが楽しいです。いつも笑顔で優しい介護
士になりたいです。

●レッドコードや体操教室など、安全で楽しく
体を動かせます。
利用に関するお問い合わせ先：

●個別リハビリテーション、集団リハビリテーション
を実施しています。

栄宏会小野病院
デイケアセンター

●レクリエーションやカラオケも実施しており、歌が
お好きな利用者さまが日々楽しんでおられます。

0794-62-1803
相談員：小川、野村

●昼食は２種類のメニューから選ぶことができる選択
制です。おやつ時の飲み物もお選びいただけます。
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フエンさん

タイ君

ジェップさん

キエウさん

バン君

トゥイさん

職員からは、
「とても真面目に働いてくれています。話もどんどん上手になっています。
」と
いう声があり、患者さまからは「いつも笑顔で優しくしてもらって感謝しています。」との
温かいお言葉をいただいています。
4

栄宏会小野病院

第 6 回ハートフルフェアを行いました
5月12日は、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日であり、看護師の社会への貢献を称え
る目的で国際看護師の日と制定されています。当院も第6回ハートフルフェアを開催しました。
今回、初めての催しとして、バザーを開催し、当院の職員が持ち寄った衣服やおもちゃなどの
小物を並べたところ、こちらの想像以上の反響でした。また、フードコーナーでは、焼きそ
ば、たこ焼き、ブラウニー、わた菓子を提供しました。焼きそばは中町自治会とのコラボレー
ション企画でありこちらも盛況でした。
看護師体験や高齢者体験、AEDの使用体験、体力測定、アロ
マコーナーなどの企画も盛り上がり、地域にお住まいの方の健
康増進に役立てていただけることができるような情報もお届け
することが出来たかと思います。
今後も、地域にお住まいの方に喜んでいただけるように頑
張っていきます。スタッフ一同、皆さまの笑顔を見られるのを
楽しみにしています。次回の開催の時もよろしくお願い致しま
す！

土井病院

お薬手帳を持ちませんか？
皆さんはお薬手帳をお持ちでしょうか？あまりお薬を飲むことのない方は持たれていない
かもしれません。しかし、たくさんのお薬を飲まれていたり、複数の科を受診されている方
は持っておいた方がいいと思います。お薬手帳は、あなたの服薬記録です。上手に使って、
医師・薬剤師とコミュニケーションを図ってください。

お薬手帳の利点

❶

複数の科から出される同じ作用の薬が処方されている場合、薬局で薬剤師が気づき処方医に
確認して必要に応じて削除することができます。

❷

薬を飲んだ時に調子が悪くなった場合（下痢をした・ぶつぶつができた等）、余白に一言書
いておけば、次回受診時に医師や薬剤師に相談することができます。

❸

災害時、毎日飲んでいるお薬を持ち出すことができなくても、手帳があればいつも飲んでい
る薬または同等の薬を処方してもらうことができます。『緊急時に手帳を持って出られな
い！』という方にはスマホアプリの『お薬手帳』をお勧めします（本人、又は家族による情
報開示が必要です）。

❹

土井病院

土井病院での退院後フォローアップ訪問リハビリのお知らせ
このたび、土井病院の回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者さまが退院された後、
ご自宅での生活に不安がある方や、退院後の生活を充実させたい方に支援ができるよう、リハ
ビリテーション科スタッフによる退院後のフォローアップ訪問リハビリ(以下フォローアップ
リハ）をスタートします。以前より患者さまやご家族さまから「退院後の生活が不安」、「入
院中に担当していたリハビリスタッフに退院後もリハビリしてほしい」、「住宅改修したけど
使いにくい」、「福祉用具を入れたけどうまく使えない」というお声をいただくことがありま
した。フォローアップリハとして訪問させていただくことで、退院後の生活に不安な点につい
て評価・介入し、入院中にご提案させていただいた改修場所や福祉用具を退院後も安心してお
使いいただけるよう支援いたします。また、退院後ご自宅での生活にも慣れてこられた際に、
仕事や農作業、趣味など希望する活動が再び出来るようになるようリハビリをおこないます。

フォローアップリハの概要について
対象者：土井病院から自宅へ退院となる方のうち、要
支援または要介護認定を受けておられる方
期 間：退院後、最長3か月間
※利用料金は要介護度によって異なります。
＜フォローアップ時間帯＞
月曜〜金曜 9:00〜17:00 ※祝祭日もお伺いいたします‼
＜リハビリテーション内容＞
１．運動機能の維持・改善を目的としたリハビリテーション
２．退院後の在宅生活における日常生活動作の支援
３．コミュニケーションや食べものなどの飲み込みに関する
リハビリテーションや生活支援
４．仕事や農作業、趣味活動など希望する活動の支援

お問い合わせ先

医療法人社団栄宏会
土井病院 リハビリテーション科 濱脇
TEL：0794-66-2119

入院時お薬手帳を持参されると、今まで飲んでこられたお薬の情報が書
かれているため、夜眠れなくなった時など、以前飲まれた薬を参考にする
ことができます。また紹介状だけでなく、お薬手帳に中止になった薬の理
由を書き添えておけば、次に行かれる医療機関へ情報提供ができます。
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範 囲：小野市・加西市・加東市
時 間：週2回（1回60分）
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