
日本一やさしい医療と介護を提供する

ハイランド通信　平成28年4月　
Vol008
発行：医療法人社団高原会
　山梨県南アルプス市荊沢255
編集：法人統轄本部　広報担当
お問合せ：TEL055-280-3511

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4月　VOL008

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、「ケアプランと個別サービス計画の関係
～共有から支援への展開を考えよう～」という
テーマの南アルプス市のケアマネ研究会に参加
してきました。
研究会で学んだことは、制度改正があっても、
介護保険法の理念である「尊厳の保持」「自立
支援」をはじめ、ケアマネジメントプロセスは
変わる事がなく、我々がなすべきことが目新し
いことになるわけでもないという事。大切なの
は、今まで通り、従前のことに対する理解を深
め、「当たり前」と思われている事柄に対する
　　　　　　　　　　　　

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4月19日・20日
新入職者研修を行います。

▼キャリア段位制度がスタートします。

▼各事業所毎の勉強会を実施します。

（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

作業療法士の指導の下
認知症の予防に効果が
ある棒倒しゲームを行
いました。頭とり指先
を使い日々の関わりの
中でも機能の低下に役
立つような関わりを持
つようにしています。

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◆
予防センターでは、
指導員によるボールを
使った運動や自宅でも
できる体操などを行っ
ております。ボール１
つあるだけで色んな事
が出来、皆さんの身体
機能の維持向上に努め
ています。

◆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◆

います。外へ出て富
士山を見たり、外の
空気をいっぱい吸っ
て気分リフレッ
シュ。皆さんニコニ
コとてもいい表情を
見せてくださいまし
た。

◆デイサービスやわらぎにて◆

まだまだ寒い日が続
きますが、暖かい日
もたまには出てくる
ようになりました。
デイサービスやわら
ぎでは暖かい日を選
んで敷地内を利用者
様と一緒に散歩して

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
センター長　統括本部長　飯久保　貴（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
●一般デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

今月は、利用者さんの
皆さんで誕生日ケーキ
を作っていただきまし
た。とてもおいしいケ
ーキが出来ました(^^)
ありがとうございまし
た。みかんが美味しそ
うです（^p^

◆デイサービスこでまりにて◆

〒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。

皆さんで手作りおやきを作
りました。さすがの慣れた
手つきであっという間に何
十枚を作っていただきまし
た。あんこやお肉、きんぴ
らなど様々な種類のおやき
でおいしく頂きました
（#̂ .̂ #)

◆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）
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

３月３日のひな祭りの
日に、可愛いお内裏様
とお雛様の飛び入り訪
問がありました。
ひな祭りの歌を元気よ
く歌ってくれ、皆さん
涙ながらに喜んで頂き
ました。

〒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

(施設名の様に、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◆
いらっしゃいました。
利用者さんからも好評
でした。
次の機会を企画出来る
ように、帰り際に強く
お願いしておきました
^^

◆デイサービスゆとりにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

3月17日に二胡の会の皆
さんにお越しいただき演
奏をしていただきまし
た。
懐かしい歌を聴き歌を口
ずさんだり、二胡の楽器
の音色で感動し涙を流し
ながら聞いている方も

◆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◆

毎月恒例のお誕生日会♪
今月は２名の利用者さ
んのお祝いをしました。
ケーキを食べたり、歌
を歌ったりと盛り上が
り、手作り色紙をプレ
ゼント☆とても喜んで
いただきました。

3月よりオープンしました福祉用具展示場へ
お立ち寄りいただけましたでしょうか？
まだ来所のない方は是非足を運んでみてくださ
い。
中でも、居間や寝室で床から立ち上がるのが大
変になってきた方は、福祉用具の手すりを上手
に活用すると、負担が少なく、立ったり座った
りが、とても楽になる可能性が高いです。
実際に体験して、自身にあった用具を見つけて
みては如何でしょうか？

3/3(木)昼食に、ひなまつり行事食として“彩
りにゅうめん”を提供しました。
海老や錦糸卵、わかめにネギなどがトッピン
グされ見ためにも華やかでした。
『今日はひな祭りの日ですね』と声をかける
と『お～本当け？、だから今日はおごっそう
がでるだね』とニコニコ話して下さった方も
いました。
提供に当たっては麺類は塩分摂取量が多くなってしまうので通常より薄味に
するよう工夫しています。時々の提供なので人気メニュー中の1つです。
よりバランス良いおいしい食事の提供を目指し、小笠原介護支援センターと

小笠原介護支援センター　福祉用具展示場Openインフルエンザの流行が例年に比べて今年は
遅くなり、山梨県でも2月から警戒レベルに
達した。そこで、教育研修部として管理者会
議において感染予防対策についてミニ講座を
行い、高原会全体で患者および利用者全員の
安全を守る対策について徹底を図りました。
新入職者研修では、1月から２月に入職した
職員の研修を行いました。特に、感染予防を
強化した内容を組み、排泄物および吐物の感
染対策について、感染予防キットを用いて実
際に体験にて学びました。

▼高原会　トレーニングクラブ
リニューアルOpen
・3月28日より　トレーニングマ
シンを拡充し、小笠原介護支援セ
ンター1FにリニューアルOpen

▼福祉用具展示室
在宅シュミレーションスペース
拡充。

高原トレーニングクラブ　リニューアルオープン（サービス拡充のお知らせ）

デイサービス今諏訪温泉の食事提供体制を２
月より刷新し、1ヶ月ほど経ちました。献立
は栄養課で監修・作成し、栄養バランスがよ
く飽きのこないメニューとなる様工夫をして
います。調理担当者も、美味しくて食べやす
い調理を目指し腕によりをかけて頑張ってい
ます☆☆☆（輿石）

◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスゆとりにて◆

■現場で役に立つ実践指導を受けています。ベッドを複数台用意し、グループに分かれて研修しました。

高原会スキルアップセミナーにお
いては、テーマを「褥瘡ケアの基
礎知識」と題して、山梨大学医学
附属病院所属の金丸明美認定看護
師を講師に招き研修を行いました。
職員の関心は大きく、およそ53名
の参加のもと座学およびベッド・
体圧分散マット・車いすを設置し
て専門的知識を学びました。皮膚
の構造と高齢者の特徴、洗浄剤の
ＰＨ，褥瘡の原因と予防が中心で
した。褥瘡の原因の主となる皮膚
のズレについて、実際にロールプ
　　　レイを通して体験学習を行　
　　　い、より正確で新しい知識　
　　　と技術を学ぶことができま　
　　　した。今後も、スキルアッ　
　　　プをめざし、「日本一やさ　
　　　しい医療と介護を提供す　　
　　　る」ために研修を企画した　
　　　いと思います。（功刀）

■図や表を使って、まずは基本から確認します。

　

■新規開設

ちびっこのみんな本当
にありがとう^^
毎日の味噌汁作りで、
季節の料理・昔懐かし
のすいとん作りも行い
ました。さすが、包丁
さばきもベテランで
す。ついつい昔話に花
が咲きます^^

　　　　運営施設
●小規模多機能

職員定期健康診断を行いました

（高原会　福祉用具展示場の様 子）

本日は、皆さんで雛
人形づくりを行いま
した。
身近にある素材を使
いながら、昔の雛祭
りの思い出に夢中に
なりつつ作りました
よ^^

2月から3月にかけて、4会場にて5日の
日程で職員の健康管理の為の定期健康診
断を実施しました。医療と介護の現場で
すのでスタッフの不在で利用者さんにご
迷惑をお掛けしないよう、出来るだけ工
夫をしました。

畳も敷きこみ、在
宅での試用感も再
現できますので、
まずは実際に、お
試し頂きますよう
ご案内申し上げま
す（浅川：石川）

この度、医療法人社団高原会では、皆様に大変御好評を頂いている高
原トレーニングクラブを小笠原総合福祉プラザの２Fから１Fの専用ス
ペースに移転して各種パワーリハビリマシーンの増設や専門職（理学
療法士・作業療法士・運動指導員等）の増員をしてリニューアルオー
プンしました。
介護保険等適用外のサービスとなりますが、健康寿命を延ばし、自分
らしく生活して頂くために専門スタッフが精一杯お手伝いさせて頂き
ます。
今までのAM午前コース（マシーントレーニング・ボール体操等）に
加え、PM午後コース（マシーントレーニング・転倒予防体操・ボー
ル体操・脳トレーニング等）を新設して利用者さんのスケジュールと
状態にマッチしたコース選択をして頂けます。また開催日時も大幅に
増設しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　各コース初回体験（無料）も受
　　　　　　　　　　　　　　　　　け付けておりますのでお気軽に
　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ下さい。また送迎
　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスも御座いますのでこち
　　　　　　　　　　　　　　　　　らもお気軽にお問い合わせ下さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は各コースの実施時間や料
　　　　　　　　　　　　　　　　　金は右の表にて御確認下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様の利用をスタッフ一同心よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　りお待ち申し上げております。

「精度」を高める
こと。でした。
日々、勉強し、質
の高いケアマネジ
メントを行いたい
と心新たに致しま
した。（植松）

離れた事業所勤務の為、なかなか顔を合
わせる事がないスタッフ同士「最近どう
よ？^^」と盛り上がったり、神妙に検査
を待つ者もいたり、悲喜交々でした。
古代ローマの詩人は謂いました。
「健全な魂は健全な肉体に宿る」と。
諸説ありますが、まずは健康が大切です
ね。良いケアは良い健康状態から、笑顔
も健康から来るのではないでしょうか^^
健康管理をしっかりと、健やかに、元気
に明るく頑張っていきたいですね^^

＜お問合せ＞
〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　


