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「はじめまして」

看護介護部長・相談室長 山﨑照世

看護介護部及び相談室兼務の山﨑照世です。
前職は東京都老人医療センター（現健康長寿医療
センター）に勤務しており、アバンセには日野施設
長、林統括部長とのご縁でお世話になりました。
高 齢 者 や 障害 を も つ方々 と の 関 わり の 中 で有意
義な時間を過ごしてまいりました。
現在はアバンセで、ご利用者様、ご家族の皆様と
日々関わりあいながら、看護師として様々な仕事を
しております。また相談室ではご利用者様とご家族
様に寄り添い、様々なご相談をさせて頂いておりま
す。
プライベートでは夫と愛犬一匹の生活に、娘・孫
が加わり賑やかすぎる毎日を過ごしております。仕
事の疲れも何のその、帰宅後さらに多忙な時間が待
ち受ける毎日です。看護の仕事をしながらも自身の
母が倒れ、介護が必要となった今、自分で介護する
ことが出来ず施設にお世話になっております。
しかし、母は私が仕事を続けることをいつも応援
してくれています。アバンセで仕事をすることで母
にもきっと良いことがある・・・と信じています。
更 な る高 齢 化社 会が やっ て くる こ とは 周知 の事 実
と思いますが、アバンセでは日々職員一同ご利用者
様と向き合い、良い生活環境を整えるべく努力をし
ていきたいと思います。なかなか至らない点も多々
あるかと思いますが、ご指導ご協力を引き続きよろ
しくお願いいたします。
風薫る五月、皆さまお元気でお過ごしくださいま
すようお祈り申し上げます。
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通所ご利用者様合同制作

桜三幕（壁画作り）
散り始めた桜の下から新緑の芽が顔をだしている季節になりました。
この春から通所リハビリテーションでは、季節（春夏秋冬）にちなんだ
壁画作りを実施して参ります。まず第一弾は春を代表する花『桜』をテ
ーマに取り組んでみました。今号の表紙にも、ご利用者様と共同作業で
制作した作品を掲載致しました。
季節感溢れる壁画作品は、今後も１階の廊下やデイルームに飾る予定
ですので、当施設にお越しの際は、是非ご覧になっていって下さい。

－2－

平成 30 年 5 月吉日発行
第 17 号 平和台介護老人保健施設アバンセ広報誌

基本チェックリスト合計点
0～3 点 → フレイルなし
4～7 点 → プレフレイル
8 点以上 → フレイル

『フレイル』 ってな～に？
フレイルとは、健康と障害の中間にある、寝たきりになる手前で、
改善が期待できる段階のことです。今まで「老衰」と言っていた現象
を、これからは「フレイル」と呼称すると老年医学会で発表されまし
た。
若い世代で見舞われる障害は、何か病気があるからなのですが、高
齢者は身体の働きの低下や心の疲れによりフレイルに陥ります。歳の
せいだから仕方がないのではなく、予防することで健康でいられる期
間は延びるのです。日々の運動や栄養を中心とした生活習慣の改善は
基より、なんと意外なことに沢山の薬を飲んでいる人がフレイルのリ
スクを上げているのです。
具体的なポイントをあげてみます。
① バランスの良い食事を摂る
特にタンパク質、カルシウム、ビタミンＣ、Ｄ、Ｅ、葉酸を意
識しましょう。とりわけ摂取カロリーに注意を払いながら、タ
ンパク質摂取を心掛けてください（腎臓病の方を除く）。カロリ
ー過多には注意が必要ですが、摂取カロリーが少ないと、せっ
かく摂ったタンパク質が使われてしまいます。出汁の旨味を生
かした薄味に配慮し、バランスや内容にも留意しましょう。
② 適度な運動習慣を心掛ける
運動は、骨密度を保ち筋力低下を防ぐので、転倒や怪我のリス
クを減らします。また、摂取したタンパク質が筋肉になる手助
けをします。外出の機会を増やし、日光を浴び、社会と交流し、
認知機能を維持しましょう。
③ 多剤服用を見直す
６種類以上の薬を飲んでいると、どうしても副作用や飲み残し
のリスクが増える傾向にあります。薬は、単独で起こりうる副
作用の他に、飲み合わせによる不調もあります。お薬手帳を活
用して医師と相談し、不必要な薬をなくし飲み方を改善しまし
ょう。
今日からフレイルを意識する事で、生活環境を改める良いきっかけ
になることを期待しています。
参考までに、フレイルチェックリスト評価表を掲載致しますので、
この機会に診断してみてください。
薬剤師 柏木順子

みなさん、こんにちは。
私達相談室は、当施設１階にあり、室長を含
め、支援相談員２名、介護支援専門員２名の５
名で構成されており、入所サービス、短期入所
サービスを担当しています。
サ ー ビス 内容 をも う少し 具 体的 にご 説明 致
し ます と① 新規 のサ ービ ス利 用の 相談 ② 現
在 ご利 用さ れて いる 方や ご家 族様 から の相 談
③ 他部 署や 在宅 のケ アマ ネー ジャ ー、 事業 者
との調整、連携などが主たる業務であります。

また、地域の皆様、現時点ではサービスの利
用 を考 えて いな いが 、将 来の ため に介 護保 険
に つい て、 少し 話を 聞い てみ たい なと 思う こ
と 等が ござ いま した ら、 些細 なこ とで も構 い
ま せん 、私 達相 談室 にい つで もお 気軽 にご 相
談ください。

ご利用者様、ご家族様に『平和台アバンセを
選んで良かった』と、思って頂けるように日々
取り組んで参ります。
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今号は２階から桜の花の話題をお
伝えします。
春まだ浅い頃、窓近くまで伸び広が
った桜の枝に薄ピンクの蕾が付き始
めます。その頃から２階の桜の季節が
始まります。「今日は暖かかったから
ずいぶん蕾が大きくなったね」「あそ
この枝にひとつ咲いたよ」目の前の枝
を見ながら楽しい会話をしているう
ちに、窓いっぱいに桜の花が広がりま
す。普段あまり発語されないご利用者
様も窓に目を向けてくださる、嬉しい
季節です。
満開の桜を見ながら、力を合わせて
作った貼り絵です。ご来所の折に是非
ご覧ください。

◆◆ 施設内発表会 ◆◆
当施設では定期的に課題解決のた
めの勉強会を、また、３月には施設内
で発表会を開催、発表会は今年で 回
目。私どもはより安全で快適な施設を
目指しております。
今回は左記の７つの発表がありま
した。発表後、質疑応答を経てから日
野施設長と林統括部長の講評があり
ました。
１．事務部…「印刷物に関わる費用と使用量
について」
２．三階……「より安全に移乗して頂くには」
３．栄養科…「ソフト食導入について」
４．リハビリテーション科…「車いすブレー
キかけ忘れの対策について」
５．通所リハビリ科…「ＢＰＳＤが著明であ
る認知症利用者様に対しての
対応」
～課題を与え施設内でどの
ような変化があるのか～

行事予定
５
■月 ■
菖蒲湯・五月人形飾り
７
■月 ■
七夕飾り
８
■月 ■
アバンセ祭
◎お誕生日会◎

毎月、第１水曜日、午後１時
分頃より各階にて開催

※その他、各階ごとに企画もして
おります。
予定変更などもありますの
で、詳し くはフ ロアス タッフ
にお尋ねください。

◆◆ 永年勤続表彰 ◆◆

新年度初の朝礼で、当施設に長年勤務
している職員が表彰されました。

◆◇ 編集後記 ◇◆

当施設の広報誌「アバンセひだま
り便り」第 号をお届けいたします。
今号の表紙は「枝垂桜」と山﨑部長
のご挨拶です。桜は通所ご利用者様
と合同で制作しました。今年は早咲
きでしたが、天候に恵まれてアバン
セの庭にも綺麗に咲いて絶景でした。
ご家族の皆さまと、庭に出てゆっく
りと楽しむことが出来ましたでしょ
うか。春らしい写真もたくさん掲載
出来てほっとしております。今号も
「別紙」も含め掲載記事が盛り沢山
ですので、是非ご高覧ください。
今後もこの紙面をお借りして、ご
利用者様の笑顔をお届け出来ますよ
うに広報委員一同努力して参ります。
皆さまのご指導、ご支援の程、よろ
しくお願い申し上げます。

編集長 柿沼昌彦

年９月

広報委員
瀬古（事務）
・八木（相談室）
・土佐（リハ
ビリ科）
・小川（２Ｆフロア事務）
・川合（３
Ｆフロア事務）
・並木（通所リハビリ）

平成
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17

次号発行予定

個人情報に該当する画像の掲載は、法令を遵守し、
ご本人様・ご家族様のご承諾を頂きました。

30

ＨＰ：http://heiwadai.ne.jp/avance/

６．二階……「アセスメント能力の向上とカ
ンファレンスの在り方を検討
する取組み」

勤続 年 ３名
・橋本良二（通所リハビリ）
・増尾由紀江（看護介護部）
・亀井敬子（看護介護部）

10

15

７．相談室…「利用者満足度アンケート実施
報告」
～より良い施設サービスの
提供を目指して～

名

勤続 年 ４名
・柏木順子（薬剤部）
・永嶺光子（通所リハビリ）
・山下敏也（看護介護部）
・上 田 哲也 （ リハ ビ リテ ー ショ ン 科）
勤続５年

〒179-0083
東京都練馬区平和台 1-16-12
平和台介護老人保健施設アバンセ
ＴＥＬ：03-5922-2300
ＦＡＸ：03-5922-2301

45

15

10

◎ 委員会のお知らせ ◎
広報誌ひだまりでは６回にわたり委
員会 活動 を ご紹 介し てま い りま した が 、
今年度より一部を統合再編し、新しい編
成となり ました 。
今までの活動を基盤に、より効率的な
意見交換が出来る場として活動がスタ
ートしま した。
軌道に乗りましたら、順次ご紹介する
予定です 。

厳しくも温かい講評により、
職員は学んでいきます。
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2018.05.10 広報誌「アバンセひだまり便り」別紙

こんにちは、広報委員“突撃インタビュー”です。
今回は南池袋アバンセを訪問し
中屋部長にお話を伺いました。

看護介護部長
中屋利子

Q.「ご出身は？」・「今までの職歴は？」を教えてください
A.生れは岩手県宮古市です。私はＯＬを経験したのちに国家試験を受け
て看護師になりましたので、遅咲きなのです。職歴は都立病院で 19 年
さらに別の都立病院で 12 年勤務。平成 27 年 4 月から平和台介護老人保
健施設アバンセで次長を、そして南池袋アバンセの開設に伴い看護介護
部長を拝命いたしました。

Q.「南池袋アバンセでいつも心掛けていること」は何ですか
A. 三つの経営理念（①高齢者への尊厳②快適な介護の提供③地域社会への貢献）は、
もちろんですが人間関係が希薄になった現代において「思いやり」をもって接していく
ことが大事です。ご利用者様の中には戦争を経験した方もいらっしゃいます。良いこと
ばかりでなく辛いことも多かったと思います。そんな中、当施設で過ごしていただく時
間が「ご利用者様にとっていい人生だったと思えるような接遇を心掛けています」
※次回は南池袋アバンセ「折目施設長」に熱く語っていただく予定です。お楽しみに・・・

折目施設長

足湯

2018.05.10 広報誌「アバンセひだまり便り」別紙

南池袋介護老人保健施設アバンセ
◆住所：東京都豊島区南池袋４－６－１
◆電話：０３－５９５５－７３７０
開設年月日；平成 29 年 9 月 1 日
定員：入所 150 名／通所 60 名
１Ｆ…定員 9 名
２Ｆ…定員 47 名
３Ｆ…定員 47 名
４Ｆ…定員 47 名

こんにちは 4 月から

に仲間入りしました

・・・看護介護部 師長の浅見昌子です。
＜主な職歴＞
①看護学校卒業後 中野江古田病院 外科系病棟で師長職
②都立大塚病院でリウマチ科、腎臓内科、集中治療室
③平成 11 年東京都老人医療センターへ主任として異動
④平成 16 年在宅看護相談室にて係長として地域連携に従事
⑤平成 18 年～27 年迄 看護師長・課長補佐として整形外科、消化器内科、
緩和ケア病棟、在宅看護相談業務を行う。
⑥平成 29 年～練馬区地域包括支援センターにて看護相談業務に従事
⑦平成 29 年 10 月～平和台介護老人保健施設アバンセに勤務
11 月 1 日より２階看護介護部師長
⑧平成 30 年 4 月 1 日より「南池袋アバンセ」の看護介護部師長に就任
よろしくお願いいたします・・・・・・

