
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2月　
Vol006
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2月　VOL006

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

より良い支援方法・理論が有れば積極的に取り
入れたいと常に思い、今回は、その方の経験や
自分史を利用して援助・支援を行う「ナラティ
ブ・アプローチ」について研修を行いました。
私たちが一生のうちに、経験する様々な出来事
（就職、結婚、病気など）は他の出来事と結び
つき、一連の物語（ナラティブ）＝自分史を構
成します。その方が自身のナラティブを肯定的
に、建設的に理解できるような支援を行うとい
うものです。一つでも多く支援方法を得、少し

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。）

▼やまなし就職応援説明会
　for February
日時：平成28年2月17日
　　　　　13：00より　
会場：ベルクラシック甲府にて

■教育研修部室・実習室

▼平成28年2月1日より
さらなる教育環境向上を目指し、
教育研修部室・および教育研修実習室を
小笠原福祉プラザ内に整備します。

▼平成28年1月27日実施
　スキルアップ研修発表会の模様は、
　次号のハイランド通信にて発表します。

（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

アクティビティーにて
獅子舞作りを行いまし
た。色々な獅子舞が出
来ましたので、飾って
あります。是非見に来
てください^^
1月1日の元日に近くに
ある笠屋神社に初詣に

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◆

◆デイサービスくつろぎにて◆行ってきました。
「何十年ぶりの初詣
だ」なんて方も^^
1月17日に新年会のイ
ベントでは、職員によ
るイリュージョンや人
間輪投げ、おみくじや
二人羽織などを行い楽
しんで頂きました。

◆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

◆ショートステイ富士見にて◆

方、"久しぶりにおい
しかった"と感想を述
べてくださる方等い
らっしゃいました。
皆さんニコニコしな
がらすごしていただ
いたひと時でした^^

◆ショートステイ富士見にて◆

大根をいただいたの
で、皆さんで皮むき
をしていただき"ふろ
ふき大根"を作ってみ
ました。
昔を懐かしみながら
皮を向いてくださる

〒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

あけましておめでとう
ございます(^^)という
ことでお正月恒例のか
るた大会を開きました
実施しました！
利用者の皆さんも夢中
になっていました(^.^)

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

本日は地域の育成会の
子供達による、獅子舞
が来ました！！
皆さん珍しい獅子舞の
踊りに大興奮で手をた
たき体を前に乗り出し
ながら鑑賞していまし
た（笑）

〒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。

初詣にて、歩いて10
分位にある近所の甲斐
奈神社に初詣に行って
きました。
風もなく快晴で暖かく
てとても気持ちの良い
最高の初詣日和でし
た。

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆初詣にて◆

〒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

新年初のイベントはお汁粉作り
でした。甘いものが大好きな皆
さんの美味しそうな笑顔がたく
さん見られました。
↓こちらはポッポ
の家の子供達が
歌や踊りを披露
してくれ皆さん　

〒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
【写真】は洋風イベント食ケチャ
ップライス　鶏肉の照り焼き　
サンドイッチ　パンプキンスープ
いちごでした。

◆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◆
ス会で本物のサンタさ
んがプレゼントを持っ
て来てくれました
（笑）
ボランティアの方にピ
アノの伴奏で皆さんで
懐かしい歌を歌いまし
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◆

イベントとしてもちつ
き大会を開きました^^
さすがの手つきです。
鏡餅を作っていただい
たので、飾らせていた
だきました^^
下の写真は、クリスマ

◆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◆

今後、認知
症高齢者の
増加が見込
まれること
から、認知
症高齢者の
地域での生
活を支える
ためにも、

久しぶりの外出で皆さ
んとても良い表情でし
た^^
皆さん何を祈願したん
でしょうか・・・
帰りに甲斐奈神社の隣
りにあるお寺の境内を
お散歩しながら帰りま
した。

小笠原介護支援センター１Fに福祉用具の
総合展示場を開設します。
現在、協力事業者と共に急ピッチに準備を
進めています。
目でみて、手に取り、触ってみて、実際に
体験した上で、自分に合ったものを直接選
べる場所を提供したいと思います。
　　　　　　　　　　　開場は平成28年3月
　　　　　　　　　　　1日を予定していま
　　　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　皆様、是非一度足
　　　　　　　　　　　をお運びください
　　　　　　　　　　　ますようご案内申
　　　　　　　　　　　し上げます。
　　　　　　　　　　　　（浅川：石川）

高原会では、元日の昼食にお正月行事食と
してお赤飯・鰤のねぎ味噌がけ・伊達巻玉
子・根菜の煮しめなます・甘酒を提供しま
した。甘酒は甘くて美味しい～！
体が温まっていいね～！と、とても喜んで
頂けました。
いよいよ風邪やインフルエンザが流行って
きています。

小笠原介護支援センターに　福祉用具展示場

医療法人社団高原会では、「日本一やさしい医療と介護を提供する」とい
う理念のもと、地域に密着し地域から必要とされる医療法人の地位を確固
たるものにするために、昨年来、従来の医療と介護サービスの枠にとらわ
れず、近年その必要性と重要度が増してきている障がい者の方々に対する
福祉サービスを開始しました。
私達が今まで築いてきた高齢者の皆様に対する介護サービスの実績を障が
い者の方にも提供させていただきます。まずは、障がい者相談支援事業所
の開所（平成27年12月）、を皮切りにこの度、高原会一般デイサービス
「予防センター」を「基準該当生活介護サービス」の登録をさせて頂き、
障がい者の方に入浴介助や、食事介助、排泄
介助等のサービス、また、「小笠原介護予防
センター」が得意としてきた身体機能や生活
能力の向上のために必要な援助等を実施して
いく事となりました。
　今後更に障がい者児童に対する福祉サービ
スや、その御家族の就労支援に役立つサービ
スの展開をしていきたいと思います。御支援
御協力を宜しくお願い致します。

12月から1月に入職した職員の研修を行い
ました。今、国が目指す地域包括ケアシス
テムの構築は、団塊の世代が７５歳以上と
なる２０２５年を目途に、重度な要介護状
態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができ
るよう、住まい・医療・介護・予防・生活
支援を一体的に提供することの実現を目指
しています。　

全で安心できる介護の基礎知識を研修
しています。
特に、認知症の方の介護では優しく対
象を理解し、積極的に話しかけるなど
コミュニケーションをとることで、認
知症予防やボケ防止、うつ予防などの
効果を得ることができます。高原会で
は、日本一やさしい医療と介護の提供
を実践するために、新入職員からしっ
かりと研修制度に則り学んでいます。
　　　　　　　　　　　　　（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

高原会グループ職員親睦互助会「あすなろ会」総会・新年会開催

風邪の時には食べやすく消化のよいもの
(お粥、うどん)に高たんぱく・低脂肪食品
(鶏ささみ、白身魚、卵)や
粘膜を強くするビタミンAが豊富な食品
(人参、ほうれん草、春菊)を組合せ体を
温める効果のあるネギや生姜を摂る事を
お進めします☆　　　　　　　　（輿石）

◆甲斐奈神社にて◆◆デイサービスゆとりにて◆

■介護技術の基本を、ポイントの
確認をしながら再確認します。

■基本は、あいさつや、言葉の発声
　ですね

■より良い介護の為の知識をしっか
り習得します。

■車いすで段差を越える、という事
も体験してみました。

でもより良い支援
ができるように、
今後も他の部署も
交え、積極的に研
修を積みたいと思
います。
　　　　（植松）

■就職ガイダンスの予定

とても喜んで下さいま
した。今年も、皆さん
の笑顔がたくさん見ら
れるよう、様々なイベ
ントを企画しています
のでお楽しみに^̂

　　　　運営施設
●小規模多機能

障がい者基準該当生活介護
サービス開始のお知らせ

福祉・
介護制
度や権
利擁護
など介
護倫理
に重点
を置い
て、安

高原会グループでは、職員の互助会制度が有
り、ちょっとお堅い総会と、毎年楽しい新年会
があります^^
ちなみに、この総会と新年会は2回に分けて開催
されます。
総会では、高原会グループの理念・使命・価値
基準を職員全体で意識共有します。
また、年間目標の発表、新入職職員の紹介、管
理職者の顔見せ等もありました。
小さいお子様連れで、参加できるので安心です♪
もちろん親睦会では、美味しい料理を食べ、職
員同士大いに盛り上がり、楽しいイベントもあ
りました^^

さまざまな発表が有りました 来賓として、金丸南アルプス市長にお越し頂きました イベントの景品のひとつです総会をこれから行います♪

写真はイメージです（山梨県福祉プラザの様子）

医療法人社団　高原会
高原会グループ

・経営理念（ビジョン）
・使命（ミッション）
・価値基準（バリュー）

＜今回は・高原会の経営理念（ビジョン）をご紹介します＞

私達の大切にしている理念は、「やさしさ」であ
り、今後も患者さんあるいは利用者さんが心から
安心して療養できる医療機関を目指す。その為に
患者さん利用者さんの声に耳を傾けること、元気
な笑顔を見ること、提供する最大のサービスは、
「まごころ」であるという気持ちを大事にする。


