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年頭あいさつ  理事長 寳積英彦 
 

Olympic year、あけましておめでとうございます。地域の皆様におかれま

しては、心身健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。また、年

末年始も変わりなく法人に勤務して下さった職員の皆様にも、改めてお礼申し

上げます。昨年の年男である私にとっては、あわただしく最速の 1 年でした。 
昨年も日本には大きな躍進がございました。開催国となったラグビーワールドカップでは、日本チー

ムの活躍により、私たちは大きな力と元気を得ることが出来ました。フィールドでのラガーマン精神と

は、常に利他の心を持ち、一つの目標に向かって全員で協力すること。One for All、All for One の精

神です。 
更に、天皇陛下即位の礼は、多くの国民に希望を与えて下さいました。 
私たち地域医療を預かるものとしては、地域の限りある医療資源で、どの様に機能分化（役割分担）

し、どのように協働し合うのかを、利他の精神を持って今以上に話し合っていかなければなりません。

この埼玉西部地区には様々な医療機関が存在します。理念も皆、異なります。時代の流れの中で、各々

に存在すべきという呪縛もあろうと思います。 
厚生労働省は、今後の運営方針を再考すべき全国 424 の公立、公的医療機関の名前を公表しました。

賛否両論ありますが、少子高齢化・生産人口減少社会での医療提供体制再構築（効率化）に本気なので

しょう。自法人の存続のみに固執せず、ラガーマン精神に学び、地域を活性化する一つの存在でありた

い一念（一年）です。 
私たちの最終目的は、理念の追求のみです。「信頼と愛とで築く地域医療」とは、地域で最も信頼と

愛とを持って医療を提供する法人であるという意味です。そして法人職員が厳守すべき職員12 カ条は、

自身の存在方法では無く、地域への貢献の方法です。 
本年も常に前向きな考え方で行きたい。たった一つの考え方から行動が変わるでしょう。その行動に

よって習慣がより良きものへと変わるでしょう。習慣が変われば自身の性格に変化が起こります。利他

の心を持てる様になります。性格が変われば人生や運命が変わります。よく耳にする言葉ではあります

が、真実であると思います。 
「良い習慣は、才能を超える」。私はこの言葉が大好きです。 
新しい年の初めをひとつのきっかけとして、大変な時代に更なる貢献をしていきたい。私の中で、大

変とは「大きく変わるチャンス」であると信じて精進して参ります。 
本年も職員の皆様・職員のご家族様、そして地域の皆様に幸ある 1 年であります様、お祈り申し上

げ、令和 2 年のご挨拶とさせて頂きます。 
 
最後に、令和元年には未曾有の異常気象・自然災害により、多くの方々が甚大な被害に遭われました。

一刻も早い復旧を祈り、心よりお見舞い申し上げます。 
        令和 2 年 謹賀新年 

医療法人尚寿会・社会福祉法人尚栄会 理事長 寳 積 英 彦 
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お気軽にご利用ください ～水野地域包括支援センター12 月 1 日営業開始～ 
 

地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地

域で安心して生活できるよう要介護、要支援者のみな

らず地域の高齢者や家族に対して総合的な相談、支援

を行う機関です。この事業を推進するために、保健師

等、社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置され、

一体となって地域で暮らす高齢者を支援しています。 
 狭山市では今年度、入曽・水野地域包括支援センタ

ーが分割され、入曽地域包括支援センターと水野地域

包括支援センターになり、市内７か所の包括支援セン

ターが設置されています。 
そのうちの、入曽包括支援センターを医療法人尚寿

会が、水野地域包括支援センターを社会福祉法人尚栄

会が受託し、12 月から新規事業開始となりました。分

割に際し、人員も今までの職員がそれぞれの事業所に

分かれましたので、地域の皆様には、継続してサービ

スやご相談をお受けすることが出来ます。 
 入曽地域包括支援センターは、今まで通り入曽の清

風園駐車場敷地内で営業、水野地域包括支援センター

は、新たに特別養護老人ホーム福寿の里内に事業所を

設けました。水野地域包括支援センターの生活圏域は、

北入曽（南部）、南入曽（南部）、水野、堀兼の一部、

加佐志の一部です。 
 新しい特養に新しい事業が加わりました。地域の皆

様にもより身近に感じて頂き、御来所頂ければと思っ

ています。宜しくお願いいたします。     （歩） 

 入曽地域包括支援センター センター長 北野佳子 水野地域包括支援センター センター長 西野明子 
    

第５回尚寿会・尚栄会リハビリテーション科学術集会 
テーマ『一歩 ～尚寿会・尚栄会リハビリの今とこれから ～ 

 
当法人リハビリテーション科は 2 年に 1 度、尚寿会・尚栄会リハビリテーション科学術集会を開催しておりま

す。今回で 5 回目となり、第 1 回を開催してから早いもので 10 年が経ちました。参加人数が 130 名と盛大なイ

ベントになりました。 
今回は上記テーマのもと、各事業者より 1 演題ずつ、計 5 演題の発表となりました。日々の“今”の取り組み

や研究成果を報告し、活発な質疑や議論がなされ、今後の臨床に活かせるものとなりました。 
また、特別講演においては埼玉石心会病院の西川順治先生をお招きし「大脳を中心とした神経解剖学と画像解

剖学」というテーマでご講演を頂きました。大変興味深い内容をご教授頂き、

私たちリハビリスタッフにおいて、とても良い刺激になりました。 
全施設のリハビリテーション科が全体で集まって議論する機会は意外と少

なく、有意義な時間となりました。業務終了後のお忙しい中、ご参加頂いた

先生方、他部門の方々、貴重なご意見を賜りありがとうございました。今後

もリハビリ科は皆で力を合わせて、"これから”に向け一歩ずつ前に進んでい

きたいと思います！ 
尚寿会・尚栄会リハビリテーション科 学術集会実行委員長 清水千春 

 
花にふれて ～生け花で気分転換を～ 
 大生病院医事課受付には、定期的に季節の花々が生けられています。作者は母袋先生（池坊）。

十数年前から、患者様やご利用者様、職員の目を楽しませてくださっています。先生の作品は流

派の基本に則りつつ、創意工夫と花をこよなく愛するお気持ちが見事に表現されていて、思わず

立ち止まって眺めてしまうほどに可憐です。 
 そんな先生が昨年春より、「仕事終わりに気分転換をしてもらえたら…」と、月 1 回生け花教室を職員向けに

開催。「お花のある暮らしっていいですね。とても楽しいです！」とは受講生の声。 
 不思議と心が落ち着く、お花にふれる貴重なひととき。興味のある職員はぜひ一度、教室をのぞいてみてくだ

さいね。 ◎毎月第 3 木曜日（変更有）17:30～19:00 大生病院職員食堂（花材 1500 円・受講料1000 円） 
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新たな時代への在り方を考える ～認知症施策推進大綱～ 
 

新たな時代の幕開けとなって間もない令和元年6月18日に、

政府の認知症施策推進関係閣僚会議において「認知症施策推進

大綱」がまとめられたのをご存知でしょうか。これは、言わば

これからの認知症施策の柱とも言えるものです。 
認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けら

れる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取り組みを進

めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予

防」の取り組みを政府一丸となって進めていくというものです。 
ここでの「共生」とは、認知症の人が尊厳と希望を持って認

知症と共に生きる、また認知症があってもなくても同じ社会で

ともに生きる、という意味です。 
また、「予防」とは「認知症を予防」するのではなく、「認知

症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を穏やかにす

る」という意味です。 

長寿社会とともに

認知症は誰しも他人

事ではない時代です。

その中でどう暮らしていくか。今まさに時代

の変革期、しなやかに、変化に対応していく

ことが求められています。 
「老舗は常に新しい」という言葉がありま

す。永く地域医療の経験を培ってきた私たち

尚寿会・尚栄会も共生社会を国が目指す中で

の新たな役割をしっかりと考えながら仕事に

精進していきたいと思います。   （クロ） 

 
一年間の作業療法の成果です！ ～ あさひ病院 展示会 ～ 
 
 あさひ病院作業療法室では、今年も 11 月 24 日～26 日の 3 日間「あさひ展示会」

を開催しました。陶芸・ロールピクチャー・編み物など、患者様方が一年を通し作り上げた手芸作品が作業療法

室に展示されるあさひ病院恒例の一大イベントです。今年は医師の大橋先生も作品を提供して下いました。患者

様は、皆様自身の作品への想いを語ったり、他の方の作品を鑑賞したりと楽しんで参加されていました。また、

今年も革細工による栞つくりの体験コーナーも開催。訪れたお客様が思い思いの作品を作り上げていました。 
このイベントが終了したこの時期から、また来年の展示会に向けて、これからも楽しみながら日々の手芸活動

（作業療法）に力を入れて行けたらと思っています。           （むー） 
 
移乗介助の新しい時代へ ～安心・安楽な移乗と腰痛予防～ 
 

介護現場における移乗介助は、腰痛発生のひとつの要因です。厚生労働省も介護職

の腰痛問題に対し、様々な提案をしています。しかしながら多くの介護現場では人員

的・経済的・環境的な問題から、昔から変わらない方法で介護を実践しているのが現状です。それに加え、昨今

は介護の人材不足が叫ばれており、腰痛による離職対策は急務と言えます。 
老健 愛では移乗に重度介助を要する方には、“抱えない介護”を推奨し、リフターを使用しています。年に 1

回以上の研修や新しい商品のデモンストレーションなどを積極的に実施し、介護現場で利用できないかの検討を

しています。介護方法や福祉用具は年々変化をしていきます。しっかりと新しい知識を取り入れながら、利用者

様の安全安楽を最優先しながら、職員の介護負担も軽減できるよう取り組んでいきたいと思います。  （なみ） 
 
愛 通所リハビリ 太鼓倶楽部「ダンディーズ」発表会 
発表会に向け何カ月も前から練習に励み、当日を迎えたダンディーズ。そのメン

バーは通所の利用者で構成され、途中メンバーが変更になる紆余曲折を経ながらも

自主トレに励んできました。中には太鼓の演奏をリハビリの目標とし、強く叩くた

めの握力強化に励んだり、メンバー同士で声を掛け合い、ミーティングを開いたり

と、主体的に活動し、みんな笑顔で励ましあう光景には感動すら覚えました。 
本番ではご家族の方や入所の方も見に来てくださり、盛大で魅力的な発表会となりました。     （なみ） 
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  蜃 気 楼 ～ドバイでの生活②～ 
 さて、ドバイには UAE 人（エミラティと言います）がどのくらい住んでいるでしょうか？全体人口の 20％以

下と言われています。残りは外国人で、多くがインド・パキスタンからの出稼ぎ労働者です。 
ダウンタウンには、彼らが立てた高層ビルと巨大な屋内施設が点在します。中でも有名なの

が、世界一高いビル、ブリュジュ・カリファ（映画ミッションインポッシブルの舞台）と、隣

接する世界一広いショッピング施設ドバイモールです（ドバイはとにかく世界一が好き）。 
ドバイモールは東京ドーム約 24 個分の広さで、欧米のブランドを中心に、衣・食・住に関

するあらゆるお店が入っており、店員は全て外国人です（多くがフィリピン人）。ここで唯一売

っていないもの。それは、お酒です。イスラム教は飲酒を禁じている為、夜、ガンドゥーラと呼ばれる白い民族

衣装を着た中東の男性陣がカフェのテラス席で優雅に語らう光景が見られます（カフェが居酒屋の感覚）。女性は

髪や肌を露出することが禁じられている為、頭に黒いヒジャブを巻き、アバヤと呼ばれる黒い衣装を着てショッ

ピングを楽しみます。妻が言うには、身に着けているバックやアクセサリーは超高級品！らしいです。 
イスラム教の礼拝は 1 日5 回。礼拝時間は毎日異なるため、アザーンと呼ばれる歌で知らせます。ドバイモー

ルでもアザーンは流れ、宗教と日常生活が密着していることがわかります。 
イスラム教と多国文化が入り混じる魅惑の都市ドバイ。最後はこの言葉で締めくくります。シュクラン！（あ

ありがとうございました）                     高岡賢輔（大生病院２階東病棟担当） 
         

尚寿会グループ忘年会 ～１年間ありがとうございました！～ 
 
 昨年 12 月 13 日（金）に川越プリンスホテルにて、毎年

恒例の大忘年会が開催されました。総勢 440 名が 1 年の活

動を労い、新たな年にむかって親睦を深めました。 
 今年もマジックショーや大抽選会など、大盛り上がりの

忘年会。当日夜勤等勤務で参加できない職員にもお寿司が

振舞われるなど、全職員への思いやりを感じます。 
新年も新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。（エム） 

 
年度末恒例行事 地域クリーン作戦！ ～地域交流推進委員会～ 
 
 １年間の感謝の気持ちを込め、今年も地域クリーン作戦を下記日程

で予定しています。当日清掃作業のボランティアを募集していますの

で、是非ご協力をお願いいたします。 
 日  時：令和 2 年 3 月 14 日（土）10:00～12:00 
 集合場所：大生病院・あさひ病院間法人駐車場（9 時 30 分集合） 
 ※詳細はあさひ病院リハビリテーション科（内線:3522）吉田まで 
 

恒例！イルミネーション✨ ～各施設を彩り、みんなを幸せにしました♡～ 

尚寿会全施設では、毎年クリスマス時期になると、施設メンテナンス課職員による、

イルミネーションが各施設を飾ります。大生病院玄関前のシンボルツリーも煌びやかに

着飾り、あさひ病院の吹き抜けにはかわいらしい街並みが現れます。また、老健愛の中庭にも、雪だるまが佇ん

で冬を感じさせます。冬の夜空を彩る、輝くイルミネーションはまさに圧巻です。（なる） 
 
☆淑気号☆しゅくき号 淑気とは、新しい年を迎え、天地山河いたるところに瑞祥の気が満ちてい

ることをいい、新年の真新しい気持ちが表れている言葉です。色々あったけど…また頑張ろうと、
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気持ちを切り替えるには、やはり新年というのは特別な感情を抱く節目、新規一転です。  （歩） 


