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日本一やさしい医療と介護を提供する

福祉用具相談室です^^

医療法人社団　高原会
ハイランド通信

平成28年3月　VOL007

高原会　本部から居宅介護支援事業所より教育研修部より

先日、山梨日日新聞に「介護保険　家事を除外
　調理、買い物　軽度者が対象」という記事が
掲載されました。
厚生労働省は20日までに、介護の必要度が比
較的低い「要介護1、2」の人を対象に、在宅
での生活を援助するサービスの在り方を見直す
方針を固め、2017年の通常国会での法改正を
目指す。という内容でした。
居宅介護支援事業所として、いちはやく法改正
に伴う利用者様への影響を入念に調査し、それ

医食同源（高原会栄養課より）
（このコーナーでは高原会栄養課より、食事に関するコラムや、普段提供している食事の紹介など、食にまつわるエトセトラをお届けします。）

■教育研修部室・実習室

▼平成28年3月23日・24日
新入職者研修を行います。

▼平成28年3月29日・30日・31日
新卒者フォローアップ研修を行います。

会場：小笠原介護福祉プラザ1F
教育研修部・研修室・実習室

（このコーナーでは、高原会の行事やイベント研修日程等をご案内します）

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　
センター長　立川信

くつろぎでは、毎月
恒例の絵手紙教室で
梅の花を制作しまし
た。色んな色を使い
たくさんの綺麗な絵
手紙が完成しました。

甲西・荊沢・若草介護支援センター 小笠原介護支援センター 甲府魚町介護支援センター

白根介護支援センター 富士川介護支援センター 富士見介護支援センター

◆デイサービスくつろぎにて◆

◆小笠原予防センターにて◆
小笠原予防センター
では、今回は節分の
イベントを行いまし
た。
鬼のお面作りや、み
んなで鬼退治をして
盛り上がりました。

◆小笠原介護支援センターご紹介◆
県内でも有数の広いフロア面積を誇
り、自由にお過ごせる気軽さが自慢
です。充実したトレーニングマシン
を完備、理学療法士・作業療法士に
よる専門的な個別リハビリテーショ
ン、様々なアクティビティや季節に
応じたイベントが好評です。 　　　　運営施設

●一般デイサービス
●認知症対応デイサービス
●南アルプス市総合事業
●高原会トレーニングクラブ
●職員向け託児所
●障害者相談支援事業所

◆デイサービスやわらぎにて◆

紙芝居や手遊びを行
いました。利用者の
皆さんも職員も一緒
になって楽しいひと
時を過ごすことがで
きました^^
また来て下さいね♪

◆デイサービスやわらぎにて◆

デイサービスの今回
のイベントは外部か
らボランティアの方
をお招きし、一緒に
"ふるさと・上を向い
て歩こう・明日があ
るさ"等を歌ったり、

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
センター長　大久保　健

平成25年にオープンの高原会では
一番新しい施設です。利用者さん
一人ひとりの想いを理解できるよう
スタッフが利用者さんとじっくり向
き合い笑顔を絶やさず関わる事を大
切にしています。

　　　　運営施設
●ショートステイ
●一般デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

本日は、高原会他事業者の職員
による日本舞踊を披露していた
だきました。
皆さん笑顔おあふれ音楽に合わ
せて手拍子をしていました！！

◆デイサービスこでまりにて◆

そして、なじみ天神中条では、
今月は利用者さんと一緒に掃除

〒400-0503　
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条64-1
TEL0556-20-7511　
センター長　川手皓平（こでまり内）

当センターは、古民家を利用した
デイサービスをはじめ、サービス
付き高齢者向け住宅、小規模多機
能型居宅介護施設他、複数の介護
施設が融合した総合介護支援セン
ターです。

　　　　運営施設
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

〒400-0032　
山梨県甲府市中央2-12-6　2F　

TEL055-236-2611　
センター長　向山直樹

通っても、泊まってもご自宅への訪
問も、いつでも顔なじみの職員が対
応させて頂く事が出来る為、安心し
て相談していただけます。また家庭
的な雰囲気の中で個別に家事訓練や
機能訓練など行う事が出来るのが特
徴です。

今月より毎週水曜日が
楽しみになりました。
やきいも屋さんが来て
希望者は購入します。
「おいしいよぉー
(#^.^#)」との事で笑
顔いっぱいです。

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆小規模多機能甲府魚町にて◆

〒400-0422　
山梨県南アルプス市荊沢277-1（他）

TEL055-280-3622（他）
センター長　医療・介護保険事業部統括部長　田野倉博史（兼任）

当センターは高原病院を中心とし
て、複数の介護施設を含めた総合介
護支援センターです。高原病院と近
いという最大の利点を生かし、医療
と介護の連携を最大限に生かせるの
が強みです。

◆甲西・荊沢・若草介護支援センターご紹介◆

　運営施設（複数個所にて）
●ショートステイ
●一般デイサービス
●認知症対応デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

職員が鬼となり登場す
ると、キャーと怖がる
声や面白がって笑い転
げる声、
本気で豆を投げられる
方、様々な光景が見ら
れた中、なぜか笑いの
絶えない時間となりま

〒400-0211　
山梨県南アルプス市上今諏訪437-1-1F　
TEL055-280-8861　
センター長　立川　信（兼任）

各部門のスタッフが、最高の笑顔の為に
頑張っているのが特徴です。土曜日、日
曜日も通常通りご利用いただけます。介
護、看護、機能訓練、調理、送迎等、各
専門性の高いスタッフのチームワークで
今日も楽しい一日をお届けします。

　　　　運営施設
●一般デイサービス

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆
昼食には手作りの恵
方巻きが出てきて、
今年の幸運の方角は
南南東ということで
みんなであっちかな
～？などといいなが
ら美味しく頂きまし
た。

◆デイサービスもみじにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

2月3日の節分の日に
利用者さんと鬼退治
を行いました。
赤鬼・青鬼が現れみ
んな一生懸命になっ
て退治し盛り上がり
ました。

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

◆富士川介護支援センターご紹介◆ ◆富士見介護支援センターご紹介◆

甲府魚町では毎年恒例
の横近習町大神宮（祭
り）で自治会の皆様が
鬼になって下さり、
「鬼は外～福は内～
♪」と豆まきをしまし
た。今後も地域の方々
との交流を楽しみたい
と思います。

小笠原介護支援センター１Fに福祉用具の総合展
示場がOpenしました。
㈱日本ケアサプライの全面協力により目でみて、
手に取り、実際に体験した上で、自分に合った
ものを直接選べる場所が提供出来るようになり
ました。
ベッドからの起き上がり動作や畳での生活をシ
ュミレート出来るスペースも用意しました。

暦の上では春ですが実際にはまだまだ厳し
い寒さが続きますね。
冬から春への季節の変わり目である2/3(水)
昼食に、節分行事食として
太巻き寿司・稲荷寿司・鯵の蒲焼き風ほう
れん草添え・大豆の五目煮・ヨーグルト
・すまし汁を提供致しました。恵方巻きは
節分に食べると縁起がよいとされ鯵に含まれる成分はコレステロールを下
げたり動脈硬化を予防する効果があります。

小笠原介護支援センター　福祉用具展示場Open

平成28年4月には診療報酬改定が予定されている事は既知の事と思います。
医療法人社団高原会では、正確で分りやすい事務作業・会計処理を行うこ
とも、とても重要だと認識しています。

科学的根拠を基にしたより良い介護を提供
する目的で、８月から始めたスキルアップ
研修のケースレポート発表会を１月２７日
に行いました。
発表会は
：５名の発表と質疑応答
：管理者講評
：統轄本部長総評
：優秀発表者表彰　
　　　　　　という次第で行われました。
今回の研修対象者は、介護の現場で数年の
キャリアを持つ事、センター長をはじめと
する管理者の推薦を得られる者という条件
の中から選ばれた５名の職員が研修を積
み、そしてその成果を発表しました。
５名全員が、研究計画書に基づき実践した
経過をまとめ、パワーポイントを使用しプ
レゼンテーションを堂々と行いました。

▼高原会　福祉用具展示場Open
日時：平成28年3月1日　　　　
場所：小笠原介護福祉プラザ1F

小笠原介護支援センターにて　/　高校生の職場見学　/　イベント：二胡演奏会

また、大豆は“畑の肉”とよばれ肉に匹敵する
程たんぱく質を多く含みます。
『健康は１日にしてならず』と言われるよう
に毎日の積み重ねこそが大切です。
高原会栄養課では、患者さんや利用者さんに
美味しく楽しく召し上がって頂き健康寿命の
増進に繋がるようなバランスの良い食事作り
を心がけ取り組んでいます。　（輿石）

◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスもみじにて◆

■激務の中、理事長にご覧頂きまし
た。

■スクリーンに内容を投影し、わか
りやすく伝えます。

■一生懸命な発表にみな、聞き入っ
ています。

■優秀発表者が統轄本部長より表彰
されました。

ぞれの状況に応
じたケアプラン
を作成できるよ
うに準備してい
きたいと思いま
す。　（植松）

■新規開設

した。
当日は地区の敬神会の
方々の訪問もあり、
福の神の舞も観賞しま
した。
今年もDSもみじに福
が舞い降りる事間違い
なし♪

　　　　運営施設
●小規模多機能

保険請求システム入替完了

（高原会　福祉用具展示場の様子）

発表会ではセンター長、事業所管理者が
スーパーバイザーとして、的確な助言を
や質問をしました。理事長をはじめ、統
轄本部長、所属管理者他多数の職員から
質問や感想を含め講評をいただき、大変
有意義な時間となりました。次年度は、
さらに充実した発表会にしたいと思いま
す。（功刀）

-----------------------------------
（発表者・所属・テーマ及び活用した理論）
①Aさん（デイサービス今諏訪温泉）
「他者とのかかわりが希薄な高齢者への関わり
　～ロイの適応システム理論を活用して～」
②Sさん（デイサービス小笠原くつろぎ）
「認知症高齢者に対する運動療法の効果」
③Mさん（小規模多機能　甲府魚町）
「他者と比較し、穏やかに生活が送れない高齢者への
　関わり～ＩＣＦ概念を用いて～」
④Mさん（ＨＨ富士川天神中条）
「サーカディアンリズム・アクティビティが睡眠へ　
　及ぼす影響について」
⑤Fさん（小笠原新総合事業）
「高齢者の身体機能低下に対する介護介入のあり方
　～コーンの危機理論を用いて～」

をしました(^^)隅か
ら隅までキレイにし
て頂いたのでこれか
らも気持ちよく過ご
せると思います。ま
たお願いします(^^)

昨年冬から段階的に、保険用のシステム
の入替、ハードウェアの刷新、セキュリ
ティの強化、運用システムの強化を進め
準備をしてきました。
そして、この2月に医療保険用のシステ
ムの入替を完了しました。新システム・
ハードにより、各事業所の事務担当から
は、便利・分りやすくなった。仕事が早
くなった。等の声が聞かれます。
短縮できた時間を、より正確な処理の為
のチェック業務や、よりよいサービス提
供の為に使う事が出来れば、高原会の掲
げる「日本一やさしい医療と介護を提供
する」という理念にまた一歩近づく事が
出来ると、期待しています。（渡邉）

等のご意見をお
寄せ下さい。
また、お気に入
りの用具は自費
でのレンタルも
可能です。　　
（浅川：石川）

是非一度お立ち寄りいただき、このような用具
有るかな？このように使えるものないかな？等

「地域の産業や企業の実情について理解を深めるこ
とを通して、在学中の早い段階から将来働くことへ
の意識付けを行うことを目的とした高校生の職場見
学会」
（甲府公共職業安定所長からの依頼文書より抜粋）
を高原会小笠原介護支援センターにて行いました。

当日は、甲斐清和高校の学生さんが40名ほど見学し
ました。
小笠原介護支援センター長から、小笠原介護支援セ
ンターの様子や、介護の仕事についてお話したり
同小笠原介護支援センターに3月1日Open予定の、
福祉用具展示場を先行体験したり、盛りだくさんの
内容でした。
この中から、将来介護の仕事に興味を持って、一緒
に仕事ができる仲間が誕生することを願っています

○下記2つの記事は　高原会公式ホームページの
イベント欄でもご覧いただく事が出来ます。

小笠原介護支援センター内、　
「デイサービス　小笠原予防センター」に
おいて二胡の演奏会イベントを開きまし
た。

優雅な二胡の音色と懐かしいメロディで大
喝采でした^^

緊急告知！追加公演決定
日時：平成28年3月17日　13：00頃開催予定
　　　（変更の場合あり）
会場：高原会デイサービス 今諏訪温泉
住所：〒400-0211 山梨県南アルプス市上今諏訪437-1
問合：TEL：055-280-8861　まで
　次回もご期待下さい♪

今回の主演奏者の方は　お仕事ではパイロット（＝操縦士）をさ
れています。
そして、3人の二胡演奏者さんは「ニコニコ二胡の会」を結成さ
れ、今回が初お披露目となりました^^
ちなみに・大人気の為、追加公演が急遽決定しました。
デイサービスのイベントの為、一般の観覧は難しいかもしれませ
んが、施設見学・利用者さんの付添などは大歓迎です^^
詳しくはお問合せをお願いします。

■イベント案内

▼二胡演奏会
日時：平成28年3月17日
時間：午後　13：00予定　　　
場所：デイサービス今諏訪温泉


