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初志初志初志初志    おもいをひとつにおもいをひとつにおもいをひとつにおもいをひとつに    ～第８回尚寿会・尚栄会学術集会～第８回尚寿会・尚栄会学術集会～第８回尚寿会・尚栄会学術集会～第８回尚寿会・尚栄会学術集会    開催～開催～開催～開催～    

        

    多忙な業務の中、演題募集に多数のご応募を頂き、ありがとうございます。今回からは会場をひこばえホール

に移し、尚寿会・尚栄会の両法人合同開催と、新たに生まれ変わります。 

 尚寿会は40周年、尚栄会は初年、そして学術集会も年数で数えると10周年。そうした節目に選んだ今年のテ

ーマは「初志」です。原点回帰。変わり続けていく表層と、変わらない意志。そのことを改めて確認し、発表者、

参加者、そして私たち実行委員も含め、全員で共有できる時間にできればと考えています。 

 職員皆様のご参加を、実行委員一同お待ちしています。 

第８回尚寿会・尚栄会 学術集会評議実行委員長 清水 慧 

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 30303030年年年年 11111111月月月月 17171717日（土）日（土）日（土）日（土）    13131313：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（開場（開場（開場（開場 12121212：：：：00000000））））    

会場：特別養護老人ホーム福寿の里会場：特別養護老人ホーム福寿の里会場：特別養護老人ホーム福寿の里会場：特別養護老人ホーム福寿の里    ひこばえホールひこばえホールひこばえホールひこばえホール    

【演題プログラム】演題テーマ：信頼と愛とで築く地域医療【演題プログラム】演題テーマ：信頼と愛とで築く地域医療【演題プログラム】演題テーマ：信頼と愛とで築く地域医療【演題プログラム】演題テーマ：信頼と愛とで築く地域医療    

 （口演部門） 

 前半 1111．軽度認知症患者の作業療法効果の検証．軽度認知症患者の作業療法効果の検証．軽度認知症患者の作業療法効果の検証．軽度認知症患者の作業療法効果の検証    ～外来作業療法～外来作業療法～外来作業療法～外来作業療法    いきいきクラブを通して～いきいきクラブを通して～いきいきクラブを通して～いきいきクラブを通して～ 

      あさひ病院 認知症疾患医療センター リハビリテーション科 池田桃子 

    2222．地域医療を考えた薬剤師業務の変化．地域医療を考えた薬剤師業務の変化．地域医療を考えた薬剤師業務の変化．地域医療を考えた薬剤師業務の変化    

      大生病院 薬剤科 春木 秀章 

    3333．多職種との情報共有による接遇向上を考える．多職種との情報共有による接遇向上を考える．多職種との情報共有による接遇向上を考える．多職種との情報共有による接遇向上を考える    ～よりよい施設づくりを目指して～～よりよい施設づくりを目指して～～よりよい施設づくりを目指して～～よりよい施設づくりを目指して～    

      介護老人保健施設愛 総務部 菅原里佳 

       4444．大生病院精神科．大生病院精神科．大生病院精神科．大生病院精神科    昔と今、そしてこれから昔と今、そしてこれから昔と今、そしてこれから昔と今、そしてこれから    

      大生病院 А1病棟 中谷 紀子 

    5555．リハビリ・スタジオ．リハビリ・スタジオ．リハビリ・スタジオ．リハビリ・スタジオ    碧～あおい～の取り組み碧～あおい～の取り組み碧～あおい～の取り組み碧～あおい～の取り組み    

      大生病院 リハビリテーション科 小谷野尚美 

 後半 6666．尚寿会グループ主任コミュニティの活動報告と．尚寿会グループ主任コミュニティの活動報告と．尚寿会グループ主任コミュニティの活動報告と．尚寿会グループ主任コミュニティの活動報告とこれからこれからこれからこれから    ～すべてはハピネスのために～～すべてはハピネスのために～～すべてはハピネスのために～～すべてはハピネスのために～ 

      尚寿会グループ主任コミュニティ メンバー 

    7777．統合失調症利用者に対する訪問サービスの利点と今後の展開．統合失調症利用者に対する訪問サービスの利点と今後の展開．統合失調症利用者に対する訪問サービスの利点と今後の展開．統合失調症利用者に対する訪問サービスの利点と今後の展開    

～社会復帰まで症状が回復した一例を通して～～社会復帰まで症状が回復した一例を通して～～社会復帰まで症状が回復した一例を通して～～社会復帰まで症状が回復した一例を通して～    

      在宅サポート21狭山 齋藤浩希 

    8888．望まれるサービス付き高齢者向け住宅とは．望まれるサービス付き高齢者向け住宅とは．望まれるサービス付き高齢者向け住宅とは．望まれるサービス付き高齢者向け住宅とは    

       ～利用者が望む医療機関が運営するサービス付き高齢者向け住宅のあり方とは～～利用者が望む医療機関が運営するサービス付き高齢者向け住宅のあり方とは～～利用者が望む医療機関が運営するサービス付き高齢者向け住宅のあり方とは～～利用者が望む医療機関が運営するサービス付き高齢者向け住宅のあり方とは～    

      サービス付き高齢者向け住宅「わが家 入曽」榎本雅一 

    9999．ご近所型介護予防（狭山市）の実際と結果報告．ご近所型介護予防（狭山市）の実際と結果報告．ご近所型介護予防（狭山市）の実際と結果報告．ご近所型介護予防（狭山市）の実際と結果報告    

～～～～知ってほしい！地域への尚寿・尚栄会の関わり～知ってほしい！地域への尚寿・尚栄会の関わり～知ってほしい！地域への尚寿・尚栄会の関わり～知ってほしい！地域への尚寿・尚栄会の関わり～    

      大生水野クリニック リハビリテーション科 吉川貴矩 

    10101010．看護介護研究発表テーマから導く看護科の「初心」．看護介護研究発表テーマから導く看護科の「初心」．看護介護研究発表テーマから導く看護科の「初心」．看護介護研究発表テーマから導く看護科の「初心」    

      大生病院 看護科副部長 教育委員会委員長 草野牧子 

★医療法人 尚寿会グループ 広報紙 ★第１1７号 Ｈ30．9．10 ★法人理念 信頼と愛とで築く地域医療 

発行者;寳積英彦,  埼玉県狭山市水野594 番地,   編集長;関口 歩  企画編集;広報紙編集室 , 
ホームページ；www.syojukai.or.jp    メール；syojukai@mirror.ocn.ne.jp 
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  （ポスター部門） 

1111．．．． 低タンパク米を用いた腎臓病食の提供について低タンパク米を用いた腎臓病食の提供について低タンパク米を用いた腎臓病食の提供について低タンパク米を用いた腎臓病食の提供について    

大生病院 栄養科 富樫 慎 

2222．．．． オープン検査オープン検査オープン検査オープン検査    ～これまでの経過とこれからの展望について～～これまでの経過とこれからの展望について～～これまでの経過とこれからの展望について～～これまでの経過とこれからの展望について～    

大生病院 放射線診断科 細田高志 

3333．．．． 大生病院危機管理委員会の活動大生病院危機管理委員会の活動大生病院危機管理委員会の活動大生病院危機管理委員会の活動    ～ＢＣＰとは何か？～～ＢＣＰとは何か？～～ＢＣＰとは何か？～～ＢＣＰとは何か？～    

大生病院 危機管理委員会 仲田 卓 

4444．．．． 信信信信頼され愛される病院であり続けるために頼され愛される病院であり続けるために頼され愛される病院であり続けるために頼され愛される病院であり続けるために    ～質改善活動の継続でより良い病院を目指します～～質改善活動の継続でより良い病院を目指します～～質改善活動の継続でより良い病院を目指します～～質改善活動の継続でより良い病院を目指します～    

大生病院 クオリティマネージャー 中城辰也 

5555．．．． 尚寿会ネットワーク勉強会を振り返って尚寿会ネットワーク勉強会を振り返って尚寿会ネットワーク勉強会を振り返って尚寿会ネットワーク勉強会を振り返って    

大生病院 地域連携情報管理室 大畑克己 

6666．．．． KKKK・・・・KKKK・・・・B15B15B15B15    ～過活動膀胱（～過活動膀胱（～過活動膀胱（～過活動膀胱（KKBKKBKKBKKB）の改善に）の改善に）の改善に）の改善に 15151515人が挑戦～人が挑戦～人が挑戦～人が挑戦～    

ペンタの会 大久保 昭造 

【特別講演【特別講演【特別講演【特別講演 1111】「（仮）あん】「（仮）あん】「（仮）あん】「（仮）あんななななこといいなこといいなこといいなこといいな    できたらいいな」できたらいいな」できたらいいな」できたらいいな」    

       大生病院 診療部副部長 山根 忍 

【特別講演【特別講演【特別講演【特別講演 2222】「地域の皆様と共にこの地で生きていくことの意味」】「地域の皆様と共にこの地で生きていくことの意味」】「地域の皆様と共にこの地で生きていくことの意味」】「地域の皆様と共にこの地で生きていくことの意味」    

                            ～社会福祉法人尚栄会～社会福祉法人尚栄会～社会福祉法人尚栄会～社会福祉法人尚栄会    法人理念法人理念法人理念法人理念に込めた想い～に込めた想い～に込めた想い～に込めた想い～    

       社会福祉法人尚栄会 特別養護老人ホーム福寿の里 施設長 関口 歩 

    来場についてのご案内 

 ・車での来場 尚寿会職員駐車場を利用してください。 

 ・電車での来場 送迎バス利用  小手指駅（北口ロータリー 11時45分発） 

                 新所沢駅（西口ロータリー 12時00分発） 

         ※終了後にも、送迎バスを運行します。 

 尚、今回、会場内は土足禁止とします。各自室内履きをご用意ください。 

    

尚尚尚尚寿会寿会寿会寿会    フリーマーケット今年も１０月開催ですフリーマーケット今年も１０月開催ですフリーマーケット今年も１０月開催ですフリーマーケット今年も１０月開催です！！！！    ～地域交流推進委員会～～地域交流推進委員会～～地域交流推進委員会～～地域交流推進委員会～    

 

例年大盛況をいただている尚寿会フリーマーケットが、いよいよ来月となりました。地域との交流を推進する

当委員会の年間最大のイベントです。今年も多くの出店や野菜の直売、ステージイベントが盛りだくさん！！秋

の気持ちい天候の中、地域の皆様も職員もご家族そろって散歩がてらに足を運んでみてください。  （クロ） 

 

日日日日        時：平成時：平成時：平成時：平成３０３０３０３０年１０月年１０月年１０月年１０月２２２２７７７７日（土）午前１０時～午後２時まで日（土）午前１０時～午後２時まで日（土）午前１０時～午後２時まで日（土）午前１０時～午後２時まで    ※雨天中止※雨天中止※雨天中止※雨天中止（順延なし）（順延なし）（順延なし）（順延なし）    

開催開催開催開催場所場所場所場所：尚寿会：尚寿会：尚寿会：尚寿会あさひあさひあさひあさひ病院病院病院病院駐車場（駐車場（駐車場（駐車場（昨年と同じ場所です昨年と同じ場所です昨年と同じ場所です昨年と同じ場所です））））    

内内内内        容容容容：：：：一般出店コーナー・野菜直売コ一般出店コーナー・野菜直売コ一般出店コーナー・野菜直売コ一般出店コーナー・野菜直売コーナー・ステージイベントーナー・ステージイベントーナー・ステージイベントーナー・ステージイベント    

主主主主        催：医療法人尚寿会催：医療法人尚寿会催：医療法人尚寿会催：医療法人尚寿会    地域交流推進委員会地域交流推進委員会地域交流推進委員会地域交流推進委員会    

        申込方法：各施設受付にある申込用紙にご記入の上、受付に提出してください。申込方法：各施設受付にある申込用紙にご記入の上、受付に提出してください。申込方法：各施設受付にある申込用紙にご記入の上、受付に提出してください。申込方法：各施設受付にある申込用紙にご記入の上、受付に提出してください。    

                    ※まだ※まだ※まだ※まだまだまだまだまだ出店出店出店出店者を者を者を者を募集募集募集募集しておりますしておりますしておりますしております。。。。お気軽にお気軽にお気軽にお気軽にお申込みくださいお申込みくださいお申込みくださいお申込みください。。。。    

        お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ：：：：あさひ病院あさひ病院あさひ病院あさひ病院    ０４０４０４０４----２９５７２９５７２９５７２９５７----１０１０１０１０１０１０１０１０    北田北田北田北田／吉田／吉田／吉田／吉田までまでまでまで    

    

同時開催予定です！～尚寿会同時開催予定です！～尚寿会同時開催予定です！～尚寿会同時開催予定です！～尚寿会    復興支援市～復興支援市～復興支援市～復興支援市～    

 尚寿会フリーマーケットにて、恒例の復興支援市を開催致します。東日本大震災

直後、何か私たちにできることはないかと始めた復興市。すっかり定着し、今度は

いつ開催するの？と、お声を頂くまでになりました。今回も皆さんのご期待に応え

るべく、おいしいものをたくさん仕入れますので、宜しくお願い致します。（熊☆） 

★介護職やその他の職種でも多くの仲間を募集しています！お気軽にお問合せください！★★介護職やその他の職種でも多くの仲間を募集しています！お気軽にお問合せください！★★介護職やその他の職種でも多くの仲間を募集しています！お気軽にお問合せください！★★介護職やその他の職種でも多くの仲間を募集しています！お気軽にお問合せください！★    
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あなたの想いを介護の世界で発揮してみませんか？Ⅱあなたの想いを介護の世界で発揮してみませんか？Ⅱあなたの想いを介護の世界で発揮してみませんか？Ⅱあなたの想いを介護の世界で発揮してみませんか？Ⅱ    ～尚寿会グループでの介護職～～尚寿会グループでの介護職～～尚寿会グループでの介護職～～尚寿会グループでの介護職～ 

 

前号の大生病院介護士に続き、介護職の魅力についてのインタビューをお届けします。 医療法人尚寿会人事課 

 

ありのままを見守りたいありのままを見守りたいありのままを見守りたいありのままを見守りたい    ～ひとりひとりの笑顔を大切に～～ひとりひとりの笑顔を大切に～～ひとりひとりの笑顔を大切に～～ひとりひとりの笑顔を大切に～    

 

インタビュー：あさひ病院２東インタビュー：あさひ病院２東インタビュー：あさひ病院２東インタビュー：あさひ病院２東    介護副主任介護副主任介護副主任介護副主任    堀堀堀堀    希さ希さ希さ希さんんんん    

【あさひ病院の介護士としての魅力】【あさひ病院の介護士としての魅力】【あさひ病院の介護士としての魅力】【あさひ病院の介護士としての魅力】    

 精神科といっても老年精神科であるため、認知症の

患者様が中心です。患者様は1人ひとり違うため、そ

の方に合った距離感を保ちながらケアすることを心掛

けています。見守りは「生活の場を心地よく過ごして

頂くためには」と言うことを一番に考えながら行って

います。時には近く、時には離れたところからとなり、

自ずと距離感が身についていきます。これは認知症病

棟ならではのスキルだと自負しています。 

 また、患者様に喜んで頂けて、笑顔で「ありがとう」

と言われた時には、改めて介護士になって良かったと

嬉しくなります。時に、想像だにしない答えが返って

くることもあり、周りが笑いに包まれる場面もありま

す。そんな一面に触れられるのもあさひ病院の大きな

魅力ではないでしょうか。 

【あさひ病院の行事：レクリエーション】【あさひ病院の行事：レクリエーション】【あさひ病院の行事：レクリエーション】【あさひ病院の行事：レクリエーション】    

 大きな行事としては、「お花見」と「夏祭り」があり

ます。ノンアルコールビールも飲むことができるイベ

ントで、患者様も職員も毎年楽しみにしています。 

 食事の前に病棟で行う嚥下体操については、リハビ

リ職員が中心に介護士も協力して行います。この体操

は言葉の発生や舌の運動になり、その後の食事がしや

すいようにサポートするものですが、日々楽しみなが

ら患者様と一緒に行っています。 

【病棟における看護師との関係性】【病棟における看護師との関係性】【病棟における看護師との関係性】【病棟における看護師との関係性】    

 看護師との関わりが深いのですが、例えば、食事形

態についても気づいた改善点を看護師と相談し、その

患者様に合った食事形態の提供に努めています。栄養

科の方ともカンファレンスを通して伝えることもでき

ます。普段から患者様に接する時間が長いので、気づ

いたことはその場で伝えるようにしています。 

 患者様の日常生活動作を踏まえた環境設定について

は、リハビリ職員から意見をもらって改善することも

あり、成長しあえる良い機会になっています。 

【教育】【教育】【教育】【教育】    

 新入職の方には指導者がつきますが、指導者だけで

なく、周りにいるスタッフが協力して見ていく体制が

あります。独自の評価制度があり、各項目を自己評価

した後、指導者が評価します。この制度も随時見直し

改善をしていますので、新入職の方は一人前になるま

での間、安心して業務にあたることができます。 

 また、認知症サポートのプロを目指し、認知症ケア

専門士や認知症サポーターの資格を取得し、患者様本

人だけでなく、ご家族や地域の皆様に伝えるために、

公民館等でサポーター養成講座や、地域住民向けの講

演などで活躍している職員もいます。 

  

 

雨天での室内開催でも熱い盛り上がりを見せました雨天での室内開催でも熱い盛り上がりを見せました雨天での室内開催でも熱い盛り上がりを見せました雨天での室内開催でも熱い盛り上がりを見せました！！！！    ～９月１日（土）愛祭り～９月１日（土）愛祭り～９月１日（土）愛祭り～９月１日（土）愛祭り    開催～開催～開催～開催～    

 

年に一度の大イベント！愛祭り。今年は残念ながら雨天で、室内での開催となりま

した。これにより、予定していた舞台ボランティアの参加は中止となりましたが、「い

きいき連阿波踊り」は、施設内で披露いたしました。利用者様 90 名、ご家族様 150

名の方々に参加頂き、皆さん露店販売の食べ物を食べながら、横をいきいき連の阿波

踊りが練り歩くと言う、これはこれで贅沢なひと時を過ごすこ

とができました。舞台では遠くに見える踊り手たちが手を伸ばせば届く位置に！間近で見

る阿波踊りに、利用者様もご家族様も興奮した様子でした。 

施設内という事で、盛大に…とまではいきませんでしたが、ご家族と団らんする様子な

ど「家族」を感じられる素敵なお祭りになりました。 

来年こそは屋外で盛大に利用者様、ご家族様に喜んで頂けるお祭りを開催したいと思います。   （なみ） 

★★★★今年は施設のお今年は施設のお今年は施設のお今年は施設のお祭りがことごとく雨にたたられ祭りがことごとく雨にたたられ祭りがことごとく雨にたたられ祭りがことごとく雨にたたられ…(^^;…(^^;…(^^;…(^^;    施設内になってしまいました。フリマは晴れに！施設内になってしまいました。フリマは晴れに！施設内になってしまいました。フリマは晴れに！施設内になってしまいました。フリマは晴れに！★★★★    
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蜃蜃蜃蜃    気気気気    楼楼楼楼    ～～～～人の想いはいずこから人の想いはいずこから人の想いはいずこから人の想いはいずこから～～～～    

 １年前になりますが、我が家にも子供が生まれました。元気な男の子です。子供の誕生

と共に、私の生活も激変いたしました。休日は子供に離乳食を食べさせるのが私の日課で

す。とろみのついた食事をおいしそうにほおばります。 

 私の仕事柄、在宅診療や施設での診療で、ご高齢の方が食事をする機会をよく見かけま

す。ご家族や介護者がとろみをつけた食事を食べさせています。ご高齢の方もおいしそう

に食事をほおばります。なにかこの二つの事柄がとても似ているなと感じました。 

 ご高齢の方も、働き盛りの頃は、自分の子供の世話を精一杯していたのかなと思います。今は、他の誰かのお

世話になっています。 

このように、過去に自分が行った行為が、めぐりめぐって自分に戻ってくる事を、仏教の世界では「業」と言

うのだそうです。その一端を見ているような気がしました。 

 人の想いは古から今、今から未来へ、人から人へめぐりめぐって伝わっているのかな、と思ったりします。人

の想いはすぐには結果を生むことはありませんが、いずれは実を結ぶこともあるのかもしれません。 

 今日も子供はおいしそうに食事をほおばっています。 

大生水野クリニック 訪問診療担当 大生病院 火曜・金曜午前外来担当 山本晃範 

   

大生病院Ｂ棟イブニングレクリエーション大生病院Ｂ棟イブニングレクリエーション大生病院Ｂ棟イブニングレクリエーション大生病院Ｂ棟イブニングレクリエーション    ～～～～21212121回目の夏です！回目の夏です！回目の夏です！回目の夏です！～～～～    

 

 毎年恒例の“イブレク”が、８月２３日に開催されました。あいにくの雨天のため、

５階リハビリ室での開催となりましたが、おいで下さった約１２０名の入院患者様とそ

のご家族様が、職員によるお達者みこし・海老一ならぬ、イマイチ染之助染太郎の傘回

し芸・いきいき連の阿波踊り等を楽しまれました。フィナーレは、皆様で踊る花笠音

頭と百歳音頭！今夏もにぎやかな夜のひと時となりました。 

レク担当スタッフが一年かかりで企画・運営するこの催しも、ことしで２１回を数

えます。患者様の笑顔を力に、また来年もさらに喜んで頂くぞ！と語るスタッフの笑

顔も印象的でした。ご参加くださった皆様、多大なるご協力を感謝いたします。（ちか） 

    

2025202520252025問題問題問題問題    ～～～～介護介護介護介護をををを考える考える考える考えるⅢ～Ⅲ～Ⅲ～Ⅲ～    

    

    厚生労働省は、平成３０年４月１日付で老健局内に「介護ロボット開発・普及推進室」を設置しました。これ

は、現場のニーズに即した実用性の高い介護ロボットの開発、介護ロボットによる生活の質の維持や向上、介護

者の負担軽減と、慢性的な人手不足の対応策として目指しているもので、政府方針の実施に向けて行うものです。 

 さて、ロボットの定義とは、①情報を感知（センサー系） ②判断し（知能・制御系） ③ 動作する（駆動

系） この三つの要素技術を有する、知能化した機械システムの事で、このうちロボット技術が応用され、利用

者の自立支援や介護者の負担軽減に役立つ介護機器を介護ロボットと呼んでいます。 

 経済産業省と厚生労働省は、「ロボット技術の介護利用における重点分野」を、６分野１３項目とし、介護現

場への導入及び普及に向けて重点分野の安全基準の作成を進めています。６分野とは、(１) 移乗介助 (2) 移

動支援 (3) 排泄支援 (4) 見守り・コミュニケーション (5) 入浴支援 (6) 介護業務支援 の事で、そ

れぞれの場面で必要とされる13 項目についての開発と普及が進められています。 

 介護ロボットを上手に使いこなすには、現場で困っていることを吸い上げ、それに見合った機器を導入するこ

とだと言われています。何事も最後は使う側の人間の問題ですね。                 （茶木） 

 

☆☆☆☆秋桜秋桜秋桜秋桜号号号号☆☆☆☆こすもすこすもすこすもすこすもす号号号号    秋桜は秋桜は秋桜は秋桜は、メキシコ原産のキク科の一年草ですが、、メキシコ原産のキク科の一年草ですが、、メキシコ原産のキク科の一年草ですが、、メキシコ原産のキク科の一年草ですが、群生する群生する群生する群生するその姿その姿その姿その姿は、は、は、は、秋を秋を秋を秋を

感じさせる日本の原風景ですね。感じさせる日本の原風景ですね。感じさせる日本の原風景ですね。感じさせる日本の原風景ですね。風に風に風に風に揺れるその揺れるその揺れるその揺れるその風情は、頼りなさそうに風情は、頼りなさそうに風情は、頼りなさそうに風情は、頼りなさそうに見えて柔軟なしなやかさ見えて柔軟なしなやかさ見えて柔軟なしなやかさ見えて柔軟なしなやかさ

を感じさせます。嫌味のない白やピンクのを感じさせます。嫌味のない白やピンクのを感じさせます。嫌味のない白やピンクのを感じさせます。嫌味のない白やピンクの可憐な花も可憐な花も可憐な花も可憐な花も、日本人に、日本人に、日本人に、日本人に好まれる好まれる好まれる好まれる所以でしょうか。所以でしょうか。所以でしょうか。所以でしょうか。        （（（（歩）歩）歩）歩）    


