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“超”強化型老健として在宅復帰・継続支援を推進します ～介護老人保健施設 愛～ 
 

老健 愛は、先月 10 月より超強化型老健と認定さ

れました。超強化型老健とは、平成 30 年の介護報酬

改定に伴い施設区分が変更になり、厚生労働省が定め

る要件を満たした在宅復帰・在宅支援機能が高いと認

められた介護老人保健施設のことです。 
 入所の前後にはご自宅を訪問し、家屋状況の確認や

介護指導を行います。入所後には生活リハビリを中心

に在宅復帰に必要な日常生活動作、福祉用具、環境に

対して多職種が連携して支援しています。他にも通

所・訪問リハビリ・ショートステ

イで、在宅生活の継続支援もしっ

かりと行います。引き続き、ひと

りでも多くのご利用者様を在宅や

住み慣れた地域で生活できますよ

うに支援していきたいと思います。 
 在宅復帰、在宅継続支援は「老

健 愛！」と、選んでいただける施設になれるように

これからも邁進していきます。       （なみ） 
 
11 月は手芸教室開催！！ ～オレンジカフェ のどか～ 
 
 日時：毎月第４金曜日（11 月は 22 日に実施 13:00～15:00） 
 場所：社会福祉法人尚栄会 福寿の里 カフェテリアのどか内にて 

第 4 回目となるオレンジカフェ。今回はイベント企

画第 2 弾として、オリジナルアクアリウム作りを行い

ます！アクアリウムには消臭効果もある保冷剤を使用

し、そこにエッセンシャルオイルを加えたり、色を付

けたりして自分だけの「アクアリウム」を作成したい

と思います。エッセンシャルオイルには消臭効果やリ

ラックス効果、集中力を

高める効果など様々な効

能が付加されます。（※人により感じ方は異なります）。

この機会に奮ってご参加ください。 
 手芸教室の他にも、認知症に関するちょこっと相談

を常時行っています。お気軽にどうぞ。   （むー） 
 
様々な場面で活動しています！ ～尚寿会グループ本年度上期の地域活動報告～  
 
① 尚寿会フリーマーケットへのご協力ありがとうございました。 ～地域交流推進委員会～ 

10 月 19 日（土）尚寿会フリーマーケットを開催しました。一昨年、昨年と、2 年

連続での中止を受け、今年は「福寿の里 ひこばえホール」での室内開催としました。

初めての試みで、戸惑う場面もありましたが、皆様のご協

力もあり無事終えることができました。ありがとうござい

ました。また、受付にてお願いしておりました、台風 19
合被害への義援金にもご協力頂き重ねてお礼申し上げます。 

来年度以降の開催場所・日程に関しては、今年度の反省を踏まえつつ検討し、皆様

にお知らせさせて頂ければと考えております。 
またのご参加を心よりおまちしております。地域交流推進委員会 委員長 吉田佳祐 
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② 多大なるご声援ありがとうございました！ ～いきいき連活動報告～ 
尚寿会・尚栄会の職員による、阿波踊り「いきいき

連」。今年も 5 月より練習を開始、7 月から 9 月にかけ

ての本番。地域のお祭りでは、皆さんが私どもを迎え

る準備にご尽力くださり、さらには温かいご声援、時

には同じ“阿呆”となって踊りの輪に大勢の方々が加

わってくださいました。法人内の行事（敬老会・夏祭

り等）では、患者様・ご利用者様の間近で繰り広げら

れる演舞をたいそう喜ん

でくださり、労いの言葉

をたくさん頂きました。 
 振り返るといつも皆さ

んの笑顔があり、私たち

はその笑顔に突き動かさ

れてきたように思います。

暑くても、筋肉痛になっ

ても、その力は絶大で「ま

た演舞がしたい！」と不思議と元気が湧いてきました。 
 おかげさまをもちまして、いきいき連の今年の活動

を無事に終えることができました。残念ながら地域の

ふたつのお祭りは天候不良のため中止になってしまい

ましたが、また皆さんにお会いできることを楽しみに

しております。来年もまた、応援よろしくお願いいた

します。心から感謝しております。 
ありがとうございました。        （ちか） 

 
③ ＲＵＮ伴 2019 in 埼玉 ご協力ありがとうございました！ ～認知症啓発イベント～ 

9 月 22 日（日）開催の、ＲＵＮ伴 2019 には、尚寿会グループから昨年よりも更に増えた総勢 44 名の方にエ

ントリーをしていただき、参加してきました！雨予報の中での開催に不安を抱えていましたが、当日を迎えると

なんとびっくり！太陽も燦々と照り付ける中での開催となりました！ 
 今年は、約 13 ㎞の道のりを狭山市役所からスタートし、あさひ病院

や他施設・企業様を合わせて 9 か所の中継所を経由し、航空公園駅を目

指しました。オレンジ色の T シャツを着て走る姿は、毎年見ていますが

圧巻ですね。ご協力いただいた地域の皆様、スタッフの皆様ありがとう

ございました。来年もまたよろしくお願いいたします！ 
 ＲＵＮ伴とは、全国規模で行われている認知症の啓発イベントです。

ぜひ一度「ＲＵＮ伴」と検索してみてください。       （むー） 
 

④ 「認知症市民講座 in 所沢」講演会 ～認知症疾患医療センター～ 
10 月 26 日（土）に、埼玉県看護協会第 4 支部主催

による認知症市民講座に、あさひ病院認知症疾患医療

センターの佐藤佳代子認知症看護認定看護師と倉元貴

志作業療法士が「認知症の理解」から「地域で支える」

ことへの理解と、幅広い内容で講演を行いました。 

新オレンジプランにある「認知症の人の意思が尊重

され、出来る限り住み慣れた地域のよい環境で自分ら

しく暮らし続ける事ができる社会の実現」を目指して、

私たち認知症疾患医療センターで何ができるか、これ

からも考え行動していきたいと思います。  （むー） 
 
⑤  継続しての出場を表彰されました！ ～自衛消防隊屋内消火栓操法大会～ 

10 月 9 日（水）、飯能日高消防署屋外訓練場で行わ

れた、自衛消防隊屋内消火栓操法大会に、今年も参加

しました。 
この大会は、自衛消防隊組織

の拡充や屋内消火栓の取り扱い

技術の向上を目的に、地域の事

業者から自衛消防隊が出場し、

事業所内に設置されている屋内

消火設備を迅速・的確に活用で

きるよう、日々訓練を重ねた成

果を披露するものです。 

 今年は男性 21 チー

ム、女性 3 チームが参

加しました。当法人か

らは、大生病院、あさ

ひ病院、老健愛の 3 チ

ームが出場。残念なが

ら入賞とはなりません

でしたが、優秀な成績を収めました。 
また、大生病院の 35 回出場、あさひ病院の 15 回出

場に対し、防火思想の普及への貢献として、感謝状が

授与されました。             （エム） 
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 現場力～日本一の慢性期医療を目指して～ 第 9 回尚寿会・尚栄会学術集会 演題募集開始 
 

2020 年秋に第 9 回尚寿会・尚栄会学術集会の開催

が決定し、それに伴い演題の募集を開始します。今学

術集会のテーマは「現場力～日本一の慢性期医療を目

指して～」です。 
超高齢化社会に対して「病院完結型医療」から「地

域連携型医療」へと変化しつつある中、厚生労働省が

2025 年に向けての医療介護機能再編を示した資料に

よると「高度急性期」「一般急性期」「亜急性期」「長期

療養」「介護施設」「居宅サービス」「在宅サービス」と、

機能ごとに役割が振り分けられています。その 7 項目

中「亜急性期」以降の 5 項目が慢性期医療の分野であ

り、将来的に医療介護において重要な役割であること

が分かります。 
尚寿会グループでは、地域に先んじて慢性期医療に

取り組み 40 年を超える歴史と経験があり、慢性期を

包括するように運用されている多くの施設を有してい

ます。そんな当法人の学術集会では、医療・看護・介

護・福祉・リハビリ・検査・事務・在宅など、様々な

部門の慢性期医療のプロフェッショナルが集います。 
私たちがこれから取り組もうとしていることや、す

でに日常業務で何気なく工夫していることの全てが高

い目標を達成するための演題となります。 
職員の皆様、奮ってのご参加をお待ちしています。    

第9 回学術集会評議委員会 委員長 清水 慧 
《開催要項》 
 日 程：2020 年 11 月 14 日（土） 
 場 所：社会福祉法人尚栄会 ひこばえホール 
 テーマ：「現場力～日本一の慢性期医療を目指して～」 
 演題募集期間：2019 年 11 月 6 日～2020 年 2 月 29 日（予定） 

     
災害時の事業継続計画（BCP）と台風 ～ 老健 愛の取り組み ～ 

 尚寿会では東日本大震災以降、災害時の対応として BCP 委員会を設立し、施設ごとに災害

対応に取り組んできました。令和に入り、台風 15・19・21 号と、立て続けに各地に甚大な被

害をもたらし、狭山市内でも大雨特別警報や避難指示が出され、実際に避難所に避難された方もいたと思います。

今回の風害、水害を目のあたりにし、いかに命を守る行動が大切であり、個人・施設ともに備えが大事であると

いうことを痛感致しました。 
 愛では、BCP 活動として、毎月机上訓練のグループワークを行っています。各職種の立場、家庭環境から様々

な意見が出るため有意義な時間です。今回の台風時の対応としても備蓄やフロアへの備品配布や準備など比較的

スムーズに行えた一方で、夜間に被害を被った場合のとるべき行動や状況把握などの課題も見えてきました。 
 数年に一度のはずの災害が頻発に起こる昨今、改めて天災に対する備え、安全の確保、事業継続ができるよう、

各施設ともに災害対策に取り組んでいきます。                          （なみ） 
 

すべては患者様の「おいしい」のために ～お仕事虫めがね第３弾 あさひ病院栄養科～  
 
「食事」は人間が生きていくために必要不可欠な行為

です。入院患者様に毎日提供されている食事。今回は

あさひ病院栄養科にお邪魔してきました！ 
 あさひ病院の栄養科は、管理栄養士や栄養士、調理

師など、計 22 名が働いています。 
 管理栄養士は献立の作成や、担当病棟のカンファレ

ンスに参加し、病棟職員から食事の様子の聞き取りや、

栄養状態を把握し、栄養管理も行っています。2 週間

に 1 回のお楽しみメニューの考案も仕事です。 
 調理担当者は、管理栄養士が作成した献立を基に、

野菜の切込みから調理、盛り付け、食器や調理器具の

洗浄までを担っています。献立の食事を患者様ひとり

ひとりにあった食形態で提供しています。 
 決められた時間においしい食事を365日休みなく提

供する、この当たり前のことを当たり前に実践するこ

とが、一番大切です。職員の創意工夫で入院患者様の

毎日の食事が成り立っているのだと実感しました。 
 食に対して手を抜かない栄養科の皆さんの安心で安

全な食事の提供は、患者様の QOL（生活の質）の向

上に繋がっているのだと実感しました。   （エム） 
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蜃 気 楼 ～ドバイでの生活 ①～ 
皆様は、ドバイと聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。

エミレーツ航空、オイルマネー、イスラム圏 etc。私は、妻がドバイ

に赴任した関係で、短期間ではありますがドバイでの生活（居候？！）

を経験しましたのでお話します。 
アラビア半島に位置するアラブ首長国連邦（UAE）は、７つの首長

国からなる連邦国家で、国の首都はアブダビ。ドバイはその１つの首

長国であり首長国の首都でもあります。ドバイの広さはここ埼玉県とほぼ同じで時差は５時間。日本では高〇ク

リニックのテレビCM でお馴染みですが、近代的な超高層ビルが乱立する地域は実は一部のエリアで、部屋から

見渡す実際の景色は、砂色も多く砂漠都市を感じさせます（蜃気楼も見える？）。 
夏は４月から始まり、８月には５０度近くまで達します。年間を通して雨はほとんど降らず（意外だと言われ

ますが）湿度はとても高く、夏の屋外はサウナ状態です。クーラーの効いた室内から屋外にでると私のメガネは

一瞬でくもります。従って、街は基本的に人が外を歩くことを前提に設計されておらず、人々の生活は車が中心

です。日本ではめったに見かけない高級車やスポーツカーが、そこら中をビュンビュン走っていました（日本の

カローラがドバイではレクサスという感覚でしょうか）。（次号に続く）  大生病院２階東病棟担当 高岡賢輔 
 
いい汗 かきませんか？ ～尚寿会 バドミントン部のご紹介～ 
 

皆さん、最近運動していますか？ 
 日頃の運動不足解消、メタボ対策にバドミントンで汗を流して

みてはどうでしょうか。バドミントンは来年の東京オリンピック

で日本人選手がメダル獲得を期待される注目スポーツ。これから

のブーム間違いなし！ 
 バドミントン部では、みんなでワイワイ楽しむ事をモットーに、バドミントン未経験

の初心者から経験者まで、様々なレベルのひとが集まり、毎週基礎練習からゲーム練習

をしています。貸出ラケットも用意しておりますので、スポーツウエアとシューズがあ

れば参加 OK！お気軽にご参加ください。お待ちしていま～す。 代表 中島 
 

開催日：毎週木曜日 時間：17:30～19:30 場所：富岡地区体育館 
お問合せ：法人事業部 中島（内線 2792） 

『ひだまり広場』整備計画始動中！ 
 
 大生病院とあさひ病院の間に位置する中庭を、あさひ病院リ

ハビリ科が中心となって公園にする整備作業を進めています。

先日あさひ病院側の入り口にスロープ工事をして、バリアフリ

ー化を図りました。スロープには握りやすい手すりを設置し、路面を赤く着色して境界

をはっきりさせるなど、ご利用になる方の安全面を考慮しています。 
 今後は、四季を通じて楽しめるように色とりどりの花々を植えて、ご面会の際には散策路として楽しんで頂け

るように、ベンチの整備や木々の手入れを行う予定です。来春には尚寿会自慢の桜を存分にご鑑賞いただけるよ

うになります。今から楽しみです！！  ご利用時間：8:30～17:00（土日も利用可）       （なる） 
 
亥の子号☆いのこ号 旧暦 10 月の最初の亥の日（今年は 10 月 29 日）の行事で、亥の刻に餅を食

べ無病息災を願い、豊作を祝う祭りともいわれています。このあたりでは、地域の子供たちがこの

日に藁筒で地面を搗いて家々を廻りイノシシの退治をし、ご褒美に餅を食べた記憶があります。（歩） 


