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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1月　VOL005

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

◇大久保　健（おおくぼたけし） 　◇昭和50生まれ 　◇血液型/ A 型　
◇出身地/甲府市　　　　　　　　　　　　　　◇介護歴/6年
◇小規模多機能介護施設管理者等を経て現職　 ◇名刺でのメッセージ：「　いつも笑顔を忘れずに　」　

過日、多職種連携について内部研修を行い
ました。
支援のポイントは①予後予測を踏まえ、
各々が役割を果たす。②情報共有（必要な
情報の質）（緊急性等の判断に基づく情報
共有）③本人の残存能力と認知症状・パー
ソナリティーを活かし在宅生活を支える為
の本人の強みの発掘・発見。④本人の今後
の生活、居場所、生きがい等を考え、自分
と相手、お互いを知り、支

◆プロフィール◆

■今月の介護支援センター紹介：富士川介護支援センター■

私がセンター長です

（このコーナーでは高原会の中で、5人だけに任された、センター長を毎号月替わりでご紹介します。
介護に対する思いから趣味に至るまで、センター長の様々な一面をお届けしたいと思います。）

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。）

■就職ガイダンスの予定

▼学校と企業との就職情報交換会
日時：平成28年1月25日
　　　　　13：00より　
会場：ベルクラシック甲府にて

■外部講師・教育研修の日程

▼新入職員研修を行います
日時：平成28年1月13,14日　
会場：小笠原介護支援センターにて

（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

予防センターの今年の
クリスマス会では、手
作りのロールケーキ
や、職員による手品を
披露しサンタクロース
が一人ひとりに手作り
のプレゼントを贈り喜
んで頂きました

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

◆小笠原予防センターにて◆

◆デイサービスくつろぎにて◆
くつろぎでは、職員
と一緒に手作りキャ
ンドルを作製しまし
た。
クリスマスカラーを
用い、認知症に良い
と言うラベンダーの
香りに仕上げました
♪

◆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

◆デイサービス富士見にて◆

"ほうとう"を利用者
さんと一緒に作り食
べました。久しぶり
に食べるほうとうに
皆さんニコニコ。ほ
とんどの方が完食さ
れ楽しいひと時を過
ごしました^^

◆デイサービス富士見にて◆

11月に入りいよいよ
肌寒い日々が続いて
おります。デイサー
ビス富士見「やわら
ぎ」では心身ともに
温まっていただくた
めに、郷土食である

〒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

今日は、干し柿作りで
す(^^)利用者さんは熱
心に柿を剥いていまし
た。おいしい干し柿が
できるといいですね
(^^)
本日は楽しみにしてい

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

る手作り食事会です！
ホール内に良い香りが
広がると～。「お腹空
いた～♪」と皆さんの
目はキッチンに集中し
ます。お待たせしまし
た～皆さん御一緒に
「頂きま～す＾＾」

〒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　飯野勝

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。

秋の日に、小瀬スポー
ツ公園にもみじ狩りへ
行きました。
朝から曇り空で天気が
心配でしたが、楽しみ
にしていたもみじ狩り
は、雨に降られること
もなく、楽しく行って

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆小瀬スポーツ公園にて◆

〒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

デイサービスもみじでは
イベントで初の『のど自
慢大会』を開催しまし
た。
日頃のアクティビティー
にて好きな歌を練習し、
イベント当日は個々に
"おはこ"を熱唱しました。

〒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　向山　直樹

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
【写真】は食事イベント「洋風セ
レクト献立」の中からBランチ
（海老フライタルタルソース添え、
スクランブルエッグ、ほうれん草
のバターソテー、コンソメスープ
手作りパン）

◆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◆

マーなどが登場致しま
す（（笑））
恒例のお誕生日会では
プレゼント贈呈や皆様
で歌を歌いお祝いする
など笑顔絶えないイベ
ントとなっています♪

◆デイサービスもみじにて◆

「高原会　介護職員スキルアップ研修」
「新入職者フォローアップ研修」

◆白根介護支援センターご紹介◆

月に1度の今諏訪競技
会での様子です。新
聞紙で橋渡しするの
ですが、最初は風船
から始まりどんどん
難易度があがり最終
的にはピコピコハン

◆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◆

べく奮闘中です。また
4月に10日間の研修を
終えた新卒で入職した
職員のフォローアップ
研修を行いました。7
月に実施の3か月フォ
ロー研修では、現状の
課題と今後の課題をＫ
Ｊ法で整理しました。

来ましたよ^^
周りの木々も良く色づ
きとても綺麗でした。
お昼ご飯はカレーを用
意しました。皆ともみ
じの中で食べるカレー
はまた格別に美味しい
のです^p^

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。

本年も「困ったときの高原会」を合言葉に、この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して日々活動しています。
「人材は人財」と捉え、組織運営にとって重要な財産であるという観点から、
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信条とし、職
員各々が自主性・主体性を持ち、その能力を十分発揮できるように旧年来重点
的に取組んでいる職員教育、研修を拡充していきたいと思います。
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、また職員の姿を知って頂きたい。そんな思いを
込めて今年もこの「ハイランド通信」を発行させて頂きます。
高原会を更に身近な存在としてご愛好頂きますよう心よりお願い申し上げ、新
年の挨拶とさせて頂きます。　　　　　　　　(内容を刷新した医療法人高原会パンフレット）→

平成２７年もあっと言う間
に終わってしまいました。
福祉用具を皆さんに快く、
快適によく利用して頂ける
ように、点検やフィッティ
ングを行なっていますが、
何か気付いたことがありましたら気軽に声
をかけてください。
本年は更なる向上を目指し、日々研鑽して
　　　　　　　　　　　　いきたいと思い
　　　　　　　　　　　　ますのでご指導
　　　　　　　　　　　　ご鞭撻よろしく
　　　　　　　　　　　　お願いします。
　　　　　　　　　　　　（浅川：石川）

新年明けましておめでとうございます。
高原会栄養課では、患者さん利用者さんへの
バランスの良い食事を提供し、健康管理のサ
ポートをしています。
ある意味食べる量が健康のバロメーターにも
なりますので、美味しい・楽しい食事作りを
心がけ、個人の嗜好等も充分考慮し愛情のこ
もった家庭的な食事をおいしく食べて、より

▼スキルアップ研修：
　ケースレポート発表会
日時：平成28年1月27日
会場：本部大会議室にて

援チームとして
概念に囚われな
い柔軟な対応の
必要性等を共有
しました。
　新しい仲間が
増えました。宜
しくお願い致し
ます。（植松）

点検＆フィッティング

新年明けましておめでとうございます。
櫛形富士見介護支援センター長　大久保健と申します。

　当センターは3階立ての建物となっており、1階は
ショートステイ、2階、3階にサービス付き高齢者向け住
宅、3階にデイサービスがある複合型施設でございます。

　サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方は、
デイサービスに通ったり、訪問介護サービスを受けなが
ら、その方らしい生活ができるように支援させていただ
いております。
　見学も随時受け付けておりますのでお気軽にお電話く
ださいます様よろしくお願いいたします。

入職して2年～3年を経過した職員を対象に、研究の
必要性を理解し、科学的根拠を基にしたより良い介護
を提供できるための知識を習得することを目的にした
「介護職員スキルアップ研修」を行いました。8月は
座学により研究計画書を作成。9月～11月にかけて文
献をもとにテーマにそって実践研修。12月は論文を作
成し、1月27日の発表会に研修の成果として発表する

今回の研修では、半年間の介
護実務経験を踏まえ、自らの
介護技術の到達度を評価し、
振り返りと面接を通して確認
しました。1年が経過した3月
で、どれくらいの成長が有る
のか楽しみです。

平成27年10月よりスタート
した看護師特定行為研修指導
者講習会の名古屋会場に参加
し、修了書を授与されました。
日本全国より50名の医師・薬
剤師・看護師の参加がありま
した。これからの在宅医療を
推進していく上で重要な役割
を果たすことと思います。
　　　　　　　　　　（功刀）

▼求職者と企業の合同就職面接会
日時：平成28年2月2日
　　　　　13：00より　
会場：桃源文化会館にて

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

元気になって頂けるよう支援しています。
月１回の行事食や各事業所での食事イベン
トも、とても楽しみにして下さり、「美味し
いね」「楽しいね」と、喜びの声を聞かせて
頂けるので、とても励みになります。
イベント・行事食は今後も積極的に実施して
いきますのでお楽しみに♪
本年もどうぞ宜しくお願い致します。（輿石）

◆小瀬スポーツ公園にて◆

毎月、利用者さんの楽
しみを一つでも多く提
供できるよう、季節の
イベントを開催してい
ます。勿論、お正月イ
ベントも開催です^̂ 是
非、一度遊びに来てく
ださい。

◆デイサービスもみじにて◆

■スキルアップ研修の集大成を
平成28年1月27日に発表します。

■基本技術の再確認も行います。 ■より良い介護の為の知識をしっか
り習得します。

■現状にある課題と今後の課題を
KJ法で整理しています。

「看護師特定行為研修
　　指導者講習会」修了


