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高原会　本部から
■教育研修部室・実習室・他
▼1月24日25日
：新入職員研修

▼事業所勉強会：
甲府魚町・小笠原総合福祉プラザ
ショートステイ富士見・
デイサービスこでまりにて実施予定

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　
エリア長　立川信（兼任）

12月のイベントは盛り
だくさんでした。
16日には「信玄ロック」
の皆さんにお越し頂き、
歌や踊り寸劇を披露し
てくれました。
(写真は本部よりの下に
もあります）

荊沢介護事業所 櫛形小笠原・白根介護支援センター 甲府魚町介護支援センター

櫛形小笠原・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

◆小笠原予防センターにて◆

23日にはボランティア
「らるご」の2人にお越
しいただき、歌や手遊び
などを行い、25日のイベ
ントではクリスマス会で
サンタさんがやってきま
した。みんなプレゼント
をもらい大喜びでした。

◆小笠原介護支援センターご紹介◆
平成27年4月より通所型サービスＡ
事業を提供開始しております。
担当には、保健師兼看護師・歯科衛
生士・作業療法士を配置し、体力測
定やカラオケ・運動など皆さんの自
立支援に関わっています。是非一度
お問合せください。 　　　　運営施設

●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●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◆

毎回好評の昼食作りで
すいとんを作りました。
今回は、男性の利用者
にも頑張って頂きまし
た。慣れない手つきで
皮むきを行って頂きま
した。
普段はなかなか見られ
ない表情は貴重です。

◆ショートステイ富士見にて◆

クリスマスイベントでは
二人組のバンドをお呼び
いたしました。
現在の流行りの曲から昭
和の名曲を、間にはでオ
リジナルの紙芝居を披露
して下さったりと、皆さ
ん大感激の様子でした。

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
エリア長　立川　信（兼任）

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
●地域密着型デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

なじみ天神では、クリス
マス日に向けて飾り付け
を行いました。
当日のイベントに向けて
職員・利用者様一丸と
なって歌の練習に日々取
り組んでいます。
当日のおやつはケーキで
す。今からワクワク！！

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

〒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　大久保　健（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
●認知症対応型デイサービス
●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
機能訓練などを行う事が出来るのが
特徴です。

甲府魚町事業所にてクリ
スマスのイベントを開催
しました。
昼食・おやつは職員によ
る手作りシチュー、手作
りクリスマスケーキでし
た。「おいしーよ」とお
かわりをしていました。

◆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）

所長　太田孝彦

当事業所は高原病院に隣接しており
複数の介護施設を含めた総合介護事
業所です。高原病院と隣接という最
大の利点を生かし、医療と介護の連
携を最大限に発揮できるのが強みで
す。

◆荊沢介護事業所ご紹介◆

　運営施設
●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●訪問介護事業所

（6月より甲西・若草介護支援事業所）
●サービス付き高齢者向け住宅
●ショートステイ

クリスマス会では、『
保育園ぽっぽの家』の
園児に遊びに来てもら
いました。園児を見る
と途端に笑顔になり、
「手を振る方」「手招
きする方」と、スタッ
フも嬉しい気持ちにな
りました。

〒400-0211　
山梨県南アルプス市上今諏訪437-1-1F　
TEL055-280-8861　
エリア長　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

(施設名に有ります様に、温泉がご
利用頂けます。是非一度お立ち寄
りください）

◆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◆
員によるハンドベルや
「かさ地蔵」の劇を行い
皆さんにも参加して頂き
盛り上がりました。
来年も色んなイベントを
行い、みんなで楽しんで
ゆきますので、よろしく
お願いします。

◆デイサービスもみじにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

12月はフルート演奏会
とクリスマス会を行い
ました。
フルート演奏会では心
地よい音色で演奏に酔
いしれていました。
19日には毎年恒例のク
リスマス会を行い、職

◆デイサービスこでまりにて◆

◆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◆

出し物は職員によるハン
ドベルの演奏、ビンゴ大
会で大盛り上がりです。
誕生日の方がおり一緒に
お祝い♪「涙が出るほど
うれいいです」と言って
下さりとても良いイベン
トとなりました(#^.̂ #)

◆小規模多機能甲府魚町にて◆

　

■就職ガイダンス・面接会参加一覧
▼1月30日　山梨県労政雇用課主催
学校と企業の合同就職フェア
▼2月01日　南アルプス市観光商工課
求職者と企業の合同就職フェア
■ハイランド通信のバックナンバーを
公式HPにて公開しています。
http://www.takahara-hp.or.jp/　　　　　

　　　　　　　　　　download.html

遊戯に涙する方もおり、
一緒にふれあいながら手
遊びもしました。また最
後には利用者代表から、
ささやかなＸmasプレゼ
ントを園児１人ひとりに
手渡しました。またス
タッフ一同利用者の素晴
らしい笑顔が見られたら
幸いです。

　　　　運営施設
●小規模多機能

今回の絵手紙教室は、年
賀状の作成を行いまし
た。年賀状の作成という
ことで皆様いつも以上に
熱心に参加されている姿
が印象的でした。今年も
一年いい年でありますよ
うに。

ショートステイ：体操風景

◆小笠原◆

◆白根◆

教育研修部より

写真2：新入職者研修の模様

▼高齢になると嚥下機能の低下により、誤嚥による誤
嚥性肺炎を起こすリスクが高くなります。その予防に
は、介護者の介護方法が重要である為、富士川介護支
援センター天神中条こでまりにおいて、「嚥下のしく
みと誤嚥性肺炎の予防」という内容で職員と勉強会を
実施しました。①高齢者の食事摂取機能の低下の原因
②嚥下のしくみの理解③誤嚥の観察と予防④誤嚥性肺
炎の予防（口腔ケア）の4項目につき、特に食事摂取
をする際の誤嚥を防ぐ正しい姿勢と嚥下の評価方法を
職員同士が介護者と利用者を交互に体験するロールプ
レイング形式で理解を深めました。高齢者の誤嚥性肺
炎は、生命に関わる重要事項故に、毎日の介護場面で
適切なケアを提供できるように、確実にスキルアップ
していくよう勉強会を実施しています。
▼12月に新しく入職した職員の皆様に高原会の理念
を踏まえて、高度な質の高い介護を提供する職員とし
て必要な知識と技術を習得する目的で新入職員研修を
行いました。（功刀）

★今月のHotShot!★
編集担当がおぉ！と
思った写真を小さいな
がらも掲載します。

福祉用具相談室より

新年明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
昨年、小笠原プラザ1階にオープンしま
した展示場はご覧いただけましたか？
常に、最新用具をご利用いただけるよう
実機の見聞・資料収集に取り組んでいま
す。昨年12月には２品目を追加展示しま
した。歩行器や車いすはもちろんベッド、昇降機・座イス等
色々な商品を実際に手にとって頂ける場所です。
重さ・大きさ・加重などカタログではなく、実際に触れてみ
ないと解らない細かい箇所を確か
めることが出来る、まさに利用者
さんとそのご家族・ケアマネージ
ャーさんのお役に立てる展示場で
す。是非一度お越しください。
また、こんな商品があったらいい
な、なんて意見もお寄せ下さい。
（石川・浅川）

外国⼈技能実習制度抜本改⾰
に対する対応について

新年明けましておめでとうございます。
新しい年を迎えまして、高原会栄養課では初
心を忘れることなくより一層美味しい給食の
提供を目指して取り組んでいきたいと思いま
す。
病院食は治療の一環であり、患者さん利用者
さんにとって食事は本当に大きな楽しみの一
つです。
食事を、美味しいと感じて頂きサポートして
いく事が栄養課での大切な役割りだと考えて
おります。
季節にちなんだ行事食やイベント食の実施な
どなど皆さんに喜んで頂けるような楽しい食
事環境作りにも、目配り・気配り・心配りし
てゆきたいと思いますので本年もどうぞ宜し
くお願い致します。(輿石）

医食同源（高原会栄養課より）

写真1：事業所勉強会の模様

◆小笠原予防センターにて◆

長引く介護人材不足や外国（特にアジア地域）の介護サービスの
向上のニーズを受け、外国人技能実習制度が抜本的に見直されま
す。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律」が平成28年11月18日に成立しました。これを受け当会に
おいても先駆けて外国人技能実習生の育成を開始すべく当会の代
表2名が厚生労働省の担当者からこの制度について現時点での運
用の仕方や、仕組みについて説明を受けてきました。
　　　　　　　　　　　　　当会は人材育成、能力開発に本格的
　　　　　　　　　　　　　に取組み成果をあげてきました。今
　　　　　　　　　　　　　後は外国人技能実習生も対象にこの
　　　　　　　　　　　　　ノウハウを活かし地域医療介護の　
　　　　　　　　　　　　　サービス向上はもとより技能実習生
　　　　　　　　　　　　　が帰国後も日本で得た技能を広く社
　　　　　　　　　　　　　会の為に提供していけるよう更なる
　　　　　　　　　　　　　プログラム開発を行って行きます。

⼭梨医療福祉研究会　12⽉定例会

毎月1回、当会の協力関係機関や協
力会社の代表者の皆様と医療福祉を
中心にした制度や市場情勢・社会情
勢の研究・情報交換を目的に会合を
行っています。
毎回当会高原理事長や会員による調
査・研究発表が行われ、今後の医療
福祉のあるべき姿や制度改革に伴う
対策方法等に適宜対応するべく皆さ
ん真剣に情報交換・収集に取組んで
います。
今回は今年最後の定例会とあり理事
長として高原仁が一年間の研究の総
括と会員の活動に対する御礼や平成
29年の抱負・展望・動向についても
語られました。（飯久保）

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中はひとかたならぬお引き立てにあずかり誠にありがとう御
座いました。皆様のおかげをもちまして当会も職員一同よい新年
を迎え得ましたことを深く感謝申し上げます。
本年も倍旧のご支援を賜りますよう会を代表してお願い申し上
げます。
平成28年は多くの喜ばしき事・悲しき事があった年でした。
本年も、大小悲喜交々、様々な事柄が起こるでしょう。だからこそ私どもは
「困ったときの高原会」を合言葉に、地域において必要とされ、皆様に愛され
る医療法人を目指すことを心根に強く持ち日々精進してゆきます。
職員に対しては「人材は人財」と捉え、一人ひとりの成長が組織の持続的で安
定的な成長に繋がることを再認識し、自らがなすべきことに精一杯取り組む事
を期待します。
末筆ながら、高原会に関係するすべての方々に「日本一やさしい医療と介護の
提供」を目指す各事業所の日々の取り組み・職員の姿をお知らせするとともに
皆様の健康で健やかな1年をご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。

医療法人社団　高原会
理事長　高原　仁

新しき年を迎えるにあたり


