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■病院理念

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。
土

井

病

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。

記事一覧

栄宏会川柳コーナー
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！

小野市 河嶋 ふじ子さん︵九十一歳︶

おしゃべりに 花は咲いたが 声かれる

■土井病院

P.N.

静甫さん︵九十歳︶

■栄宏会小野病院
■栄宏会

P.N.

見届け人さん︵？歳︶

ホームページリニューアル

P.N.

バラさん︵？歳︶

P. 6 ■はじめましてオリーブ小野訪問看護ス
テーションです。
P. 6 ■■土井病院・栄宏会小野病院

P.N.

柏 まどかさん︵八十二歳︶

P. 5 ■土井病院栄養科の給食に対する思い

小野市

P. 4 ■当院で取り組んでいる化粧療法について

小野市 岩本 寿晴さん︵六十六歳︶

ました。

小野市

P. 4 ■新プログラム体制から半年が経過し

リハビリは 人に勝つより 己に勝て

について

再会は 二十年振り デイケアで

P. 3 ■栄宏会小野病院のリハビリテーション

何も無い 貧乏ぐらし 孫宝

つなげる取り組み

新コロナ 終息するまで 生きてやる

P. 1 ■新型コロナウイルス感染症について
P. 2 ■日中離床により、快適な睡眠導入に

カラフルな 車に乗り込む 高齢者

P. 1 ■理事長コラム（認知症 11 ）

栄宏会

理事長

理事長コラム

隔離されれば社会が成り立たないからです。二つ目の特徴は症状からは普通感冒、インフルエン
ザと区別がつかないということです。このことは我々臨床医にとって非常に厄介です。普通感冒
と COVID-19 では扱いが全く異なるのに、普通の診察（問診、聴診、血液検査、レントゲンなど）
では診断できないのです。現状では PCR 検査、抗原検査にて確定診断するしかありませんが、
検査のできる医療機関は限られています。上記二点の特徴からわかるように感染を完全に防ぐこ
とは不可能です。またこれを言ってしまえば身も蓋もありませんが、医療のプロであるはずの医
療機関自体でクラスターが発生していることからも感染防御の難しさが示唆されます。発生から
１年以上経過した今、新たな戦略が待ち望まれます。

認知症⑪

認知症基本法案が昨年 6 月に国会に提出さ
れているのですが、新型コロナウイルス感染
の世界的流行の影響も有り、審議は進んでい
ません。この法律は、我が国における急速な
高齢化の進展に伴い認知症である者が増加し
ている現状等に鑑み、認知症の予防等を推進
しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社
会の一員として尊重される社会の実現を図る
ため、認知症に関する施策に関し、基本理念
を定め、国、地方公共団体等の責務を明らか
にし、及び認知症施策の推進に関する計画の
策定について定めるとともに、認知症施策の
基本となる事項を定めること等により、認知
症施策を総合的かつ計画的に推進することを
目的とするとされています。
認知症の診療や研究、薬の開発をしている
人たちは法律ができれば、省庁横断的に研究
予算や診療報酬での優遇などが期待されると

理事長

土井 直

歓迎しています。一方、認知症患者本人や家
族は予防を推進すると言われると、予防をせ
ずに病気になった人が悪く、社会に迷惑をか
けていると思われるのを嫌悪しており、まだ
まだ法律の内容の検討が必要であると考えて
います。
認知症の人が病気に対する偏見の無い生ま
れ育った地域において、本人の意思決定の支
援が適切に行われ、自分らしく暮らしていけ
る共生社会がこの小野市においても実現でき
るよう法人をあげて協力していきます。
認知症⑫に続く。

土井病院

正しいマスクのつけ方
1. 手洗い又は手指消毒

間違ったマスクの付け方

2. 鼻と口の両方を確実に覆い
ゴムひもを耳にかける

口
口

口だけ覆い、鼻が出ている
使用中のマスクをあごにかける

3. 鼻からあごまでしっかり
伸ばし、隙間がないよう
顔にフィットさせる

口
口

ゴムひもが緩い
顔にフィットしていない

＊マスクだけでは完全に防げないため、手洗い・うがい・アルコール消毒も併せて行いましょう！

栄宏会小野病院

新型コロナウイルス感染症について

日中離床により、快適な睡眠導入につなげる取り組み

新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）の蔓延が続いています。

2 階病棟では高齢患者さまにみられる認知症状のうちの「昼夜逆転」に着目し、作業を通じて日
中の覚醒を促す取り組みを行っています。

私がこの原稿を書いている今は 12 月ですが、皆さんが目にされる 2 月

リハビリ後は、運動後の為かベッドで臥床される患者さまが多く、刺激がないとそのまま眠られる

にはどのような状況になっているのでしょうか。新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）はコロナウイルスの新種ですが、コロナウイルスは
これまで６種が確認されています。

院長

加納 純一

そのうち４種はいわゆる普通感冒（医学的にはかぜ症候群と言います）の原因となるものであ
り、残り２種は SARS、MERS の原因ウイルスとして重症肺炎を引き起こすものです。
COVID-19 には厄介な特徴が二つあります。一つは何と言っても無症状の病原体保有者からも感

ことが多く1 日の睡眠パターンに支障をきたします。リハビリのない患者さまは車椅子に乗車してい
ただき、起きている時間を少しでも長く設けるようにしています。それでも、車椅子で眠られている
のを度々目にします。このことが夜間不眠につながり、夜間せん妄を引きおこす 1 つの要因になって
いると考えられます。
このようなサイクルを回避するために、11：30 〜デイルームで集い介護士と看護師と共に DVD を
見ながら「かみかみ体操」を実施しています。みなさまには、好評で積極的に参加されています。

染する可能性があることです。
これは SARS、MERS とは大きく異なる点であり非常に厄介です。COVID-19 は法律により

14：00 〜は「ラジオ体操」DVD を 10 分

感染者はすべて隔離することが義務づけられていますが、冷静に考えればわかることですが、無

間見ながら担当看護師と介護士とで実施し、

症状の感染者は検査しない限り見つけようがなく、隔離することは不可能です。PCR 検査によ

終了後は、机上で手先を使った塗り絵や絵合

る感染者の報告が連日なされていますが、あの数は感染者のごく一部に過ぎません。街中には元

わせ、
お手玉や牛乳パック積みを行っています。

気な無症状病原体保有者がごまんといるはずです。従ってすべての人が感染者の可能性があると

数人で行うこともあり、声を掛け合いながら

いう前提に立って対応しなければなりません。“ステイホーム” はすべての人を隔離し、感染させ

一生懸命に取り組んでおられ、和みのあるひ

ない、感染しないという目的では理にかなっていますが、現実的ではありません。すべての人が

と時です。

1

2

栄宏会小野病院

栄宏会小野病院のリハビリテーションについて

栄宏会小野病院

新プログラム体制から半年が経過しました。

当院のリハビリテーションは、入院部門・外来部門、訪問リハビリテーション部門、デイケア部門に

栄宏会小野病院デイケアセンターは、お風呂も、お手

分かれており、入院中（急性期・回復期）および退院後の自宅での生活（生活期）
でのリハビリを行って

洗いも、お食事も…デイケアで過ごす全ての時間をリハビ

います。患者さま・利用者さまがもともとの生活に近づくことができる、また疾病・障害がある中で

リテーション（以下リハビリ）として捉えた、
『自立を促

も新しい生活様式をご提案し、
その方にとってよりよい人生が送れるようにすることを目標としています。

すリハビリ』をご提案し、実生活に活きる身体づくりを
目的とした施設です。

入院リハビリテーション

入院リハビリテーションでは、患者さまの1 日でも早い社会復帰を目指して、医師・看護師・セラ
ピスト・地域医療連携室などの専門スタッフが協働し、患者さまとその家族さまが安心して退院で
きるようサポートしています。
急性期病院

（医療センターなど）

一般病棟

令和２年８月から、リハビリ専門職員が中心となって集
団リハビリと自主トレーニングを主軸としたプログラムを
開始し、令和 3 年 2 月で半年が経過しました。
新しい試みではありましたが、利用者さまが懸命に取

回復期病棟

地域包括ケア病棟

り組んでくださったこともあり、
「家の外を歩きやすくなっ
た」
「家でも運動をするようになった」など、嬉しいご報
告をいただいています。

疾病により身体機能・高次脳機能などに障害を持た
れた方が、より自宅に近い環境で日常生活活動
（ADL

これからも利用者さまが地域社会で自分らしく幸せに

・IADL）
のシミュレーションをしていくことは、退院後

暮らすお手伝いができるように、職員一同努力して参りま

の自宅での生活を取り戻すうえで非常に重要なことで

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。

す。当院では、病棟内のリハビリテーション室に自宅
環境をイメージした ADL 室を備えており、患者さま・
家族さまが退院後の生活に自信をもって、安心してい

土井病院

ただけるよう様々な提案をさせていただきます。

退院後のフォローアップ

当院で取り組んでいる化粧療法について

訪問リハビリテーション

デイケア

入院していた患者さまが、自宅復帰・社会復帰される際には、本人さま・家族さまとも今後の
生活に対する不安がつきものです。また、退院前では想定もしていなかった問題が、退院後に
なって表面化してくるケースもみられます。当院では、そういった不安や問題に対して退院後の
フォローアップ体制を整えており、退院後の生活を安心して送っていただけるよう努めてまいり
ます。

化粧療法とは、認知行動療法として広く知られており、年齢を重ねても化粧や身だしなみを整える
ことにより、心身ともに生き生きと生活する上で効果的な方法と言われています。
手や顔を動かすことで細やかな動作を行うことができ、顔の筋肉を動かして表情を作ることもでき、
顔色がよくなり、前向きな感情が生まれるという効果があります。他にも、きれいな色を見る、ブラ
シや手が顔に触れるなどにより、五感を刺激し脳の働きを活性化させます。
療養病棟では、月に 1 回程度、認知症の患者さまや普段ベッド上で過ごす患者さまなど５名前後の
方がホールで化粧療法を行っています。普段あまり話をされない患者さまも背筋を伸ばして自分から
鏡を見られたり、好きな色を自ら選ばれ、
「口紅はいつもピンクをしていたから、明るい色にしようか

外来リハビリテーション

な」と、にこやかな表情が見られました。

高次脳機能障害などにより、生活・就労・スポーツ

意思表示が出来るようになったケースもありました。

自宅で生活をしながらも痛みや筋力低下、運動麻痺、
参加などでお困りの方や、退院後も次なる目標に向け
てリハビリ継続が必要な方に、外来通院でのリハビリ
テーションを行います。よりよい生活スタイルの提案、
就労復帰・スポーツ復帰のサポートに尽力します。
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最初は恥ずかしがって遠慮がちだった方も、積極的に
化粧療法によって心のフレイル※の予防、認知症予防
への効果を期待し、今後も取り組んでいきたいと考え
ています。
※フレイルとは・・・加齢に伴って筋力や心身の活力が
低下した状態のこと
4

土井病院

土井病院栄養科の給食に対する思い
栄養科では患者さまに「美味しい」と食べていただけるように色々な工夫をしながら安心で安全な食
事が提供できるように３つのことを心掛けています。

☆1 つ目☆

季節の行事に合わせて献立を作成し入院中であっても季節の移り変わりを感じていた
だけるように行事食を提供しています。

例えば
１０月は本物の松茸を添えた「秋の味覚御膳」を作りました。毎月、調理師、栄養士、管理栄
養士が担当制で企画を考えています。
また、リハビリのレクリエーションにも参加し栄養科で作ったお菓子を提供したり、秋祭りには病
棟でたこ焼きを焼いたりしています。栄養科スタッフも楽しみながら調理をしています。

花粉症対策は食事から！
乳酸菌やエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）
、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）や食物繊維、ビタミ
ンＤは花粉症の人におすすめです。毎日少しずつ、続けて食べることが大切です。
簡単な乳酸菌を使った花粉症対策のレシピをご紹介します。
①きなこヨーグルトドリンク ※砂糖の代わりにはちみつも美味しいです。
50ｃｃ
きな粉 小さじ 1
材料
牛乳
砂糖
小さじ 1
プレーンヨーグルト 50ｃｃ
作り方 グラスにヨーグルト、きな粉、砂糖を入れてよく混ぜ、
牛乳を少しずつ混ぜながら入れます。 ヨーグルトを
毎日食べるだけでも花粉症の症状緩和に役立ちます。
②アボカドキムチ和え
材料

１個
アボカド
白菜キムチ 100ｇ

2ｇ
塩昆布
ごま油 小さじ 1

作り方 アボカドを２㎝くらいの角切りにする。その中にキムチ、
塩昆布、ごま油を加えて混ぜます。
ここにまぐろやサーモンの刺身を入れてのりを巻いて食
べるとＤＨＡも一緒に摂ることができます。
また、
ＤＨＡを簡単に摂る方法はさば、いわしの缶詰を使うことです。いつものみそ汁にさばの水煮缶を
入れても美味しいです。毎日続けること！！それが一番大事です。

栄宏会

はじめましてオリーブ小野訪問看護ステーションです
☆2 つ目☆ 「日本人の食事摂取基準」が 2020 年度改訂で１日の塩分量が 0.5ｇ引き下げられ
6.5ｇになりました。しかし日本人の１日の平均塩分摂取量は男性 11ｇ、女性 9.3ｇです。
そこで、土井病院ではスチームコンベクション
オーブンを導入して、
だし汁の量を極限まで落と
し素材の水分を利用することにより、調味料を
減らし、塩分量を 6.5ｇにおさえても、おいしい
食事を提供できるよう日々努力しています。
その結果、患者さまの「美味しい」という声が
多くなりました。

☆3 つ目☆

当ステーションは、平成 19 年にオリーブ加西訪問看護ステーションとして産声を上げ、平成 26 年
栄宏会小野病院の設立と共にその敷地内にオリーブ小野訪問看護ステーションとして事務所を構えま
した。小野市を拠点に近隣地域（三木市・加東市・西脇市・加西市・福崎町）へ、総勢 11 名の看
護師と栄宏会小野病院訪問リハビリテーションのスタッフが協働し、安全安楽なケアを提供し、笑顔
と元気をお届けする事を目標に頑張っています。障害や疾病を持ちながら、その人が住み慣れた地域
で、その人や家族の思いに寄り添いながら、365 日 24 時間、希望があれば臨時訪問し、その人らし
い療養生活を支えています。
また栄宏会小野病院との連携で病状悪化時にはかかりつけ医と相
談の上入院調整し、地域の医療・介護の橋渡しも担っています。
オリーブの花言葉は「平和」を届ける象徴、この名のように新型コ

患者さまにできる限り寄り添える食事の提供です。
食欲のない患者さま、摂取量の少ない患者さまに管理栄養士が話を聞きに行き、調

ロナ禍でも感染予防に取り組み、今日も訪問自動車を走らせてい
ます。

理師と話し合い個人に合った食事が提供できるように考えています。
「口から食べることは生きる原動力」をモットーにこれからもチーム一丸となって食べ
る喜びを提供していきたいです。

オリーブ小野訪問看護ステーション
杉本さえ子
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土井病院

栄宏会小野病院

土井病院・栄宏会小野病院 ホームページリニューアル
当法人の土井病院・栄宏会小野病院・サテライト事業所のホームページをリニューアルいたしました。
地域の皆さまにより見やすく、分かりやすく情報をお伝えできるホームページとなるよう制作いたしま
した。また、遅ればせながらスマートフォンでの表示にも対応しましたので、ご来院前に最新の情報
を確認していただけます。
採用情報もより見やすくなっておりますので、お仕事をお探しの方は是非ご覧ください。
これからもサービス向上の為、地域の皆さまのお役に立てるホームページを目指してまいります。

中国自動車道

TEL.0794-62-9900

FAX.0794-62-9901

栄宏会小野病院
オリーブ小野
病児保育室りあんず
放課後等デイサービスりあんず

http://www.ono-hp.eikokai1996.or.jp/
デイケアセンター
TEL.0794-62-1803 FAX.0794-62-1805

高岡

編集後記
ひまわりのたね 27 号をお読み

居宅介護支援事業所
TEL.0794-64-2550 FAX.0794-64-2551
訪問看護ステーション
TEL.0794-64-8100 FAX.0794-64-2551

http://www.doi-hospital.com/
青野ヶ原

土井病院

終息することなく、まだ猛威を
振るっています。

中古瀬南
旭丘中学校東

新部町北

河合西

中国自動車道

ひまわりの
丘公園

市立
加西病院

居宅介護支援事業所
TEL.0790-43-7755 FAX.0790-43-7766

（小野市委託事業）

〒675-1316 兵庫県小野市天神町 973 番

〒675-1352
兵庫県小野市復井町字中ノ池 1723-2

TEL.0790-43-8585 FAX.0790-43-8586

加西市役所

北条町駅

TEL.0794-62-1772 FAX.0794-62-1773

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

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

北条鉄道

しそろそろ 1 年が経ちますが、

FAX.0794-66-2299
公式サイト▶

いただきありがとうございます。
新型コロナウイルスが流行りだ

TEL.0794-66-2119

青野ヶ原
駐屯地

高岡南

訪問リハビリテーション
TEL.0794-64-2286 FAX.0794-64-2551

滝野社 IC

社町

河高

公式サイト▶

オリーブ皮フ科

加古川

医療法人社団 栄宏会
施設一覧

〒675-2311
兵庫県加西市北条町横尾 150-1

行動の自粛や感染対策の徹底な
ど、そろそろ疲れが出るころだ
とは思いますが、引き続き一人
ひとりの基本的感染対策をしっ
かり行い with コロナ時代を乗り

GS

TEL.0794-62-5801 FAX.0794-62-5802
〒675-1316 兵庫県小野市天神町字北堂ノ上 1004 番地 1

切っていきましょう。

西脇市役所

Sato

マクド
ナルド

ハロー
ワーク
西脇

西脇
ロイヤル
ホテル

居宅介護支援事業所
TEL.0795-24-6703 FAX.0795-24-6707

西脇市立
西脇病院

加古川

〒675-1371 兵庫県小野市黒川町 1719

TEL.0795-24-6701 FAX.0795-24-6707

Max
Value

杉原川

TEL.0794-64-2700 FAX.0794-64-2701

西脇
成田山

元気あっぷ西脇
オリーブ西脇

〒677-0017
兵庫県西脇市小坂町 225-9

