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山梨県老人保健施設協議会

山梨県老人保健施設協議会広報誌
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平成28年4月より、山梨県老人保健施設協議会会長を務めさせ
ていただくことになりました。私は東京生まれの東京育ちです
が、平成14年5月に豊かな自然環境に惹かれて、山梨県（富士河
口湖町）に移り住んで参りました。当初は、本来の専門である消
化器外科医として働いておりましたが、同年11月「介護老人保
健施設はまなす」開設時に施設長に就任し、以後14年近く老人
介護ひとすじに邁進してきました。医者になって今年で28年目
になりますが、その半分の時間を老健の医師として働いてきたこ
とになります。
何故、外科医をやめて老健の医者になったかと云えば、老健の
仕事に魅力を感じたことと同時に、老健の未来に大きな不安を感
じたからにほかなりません。2025年には日本人の3人に1人が高
齢者となり、世界に類を見ない超高齢化社会を迎えます。そのた
めの準備がどれだけ出来ているのでしょうか？制度も財源も人材
確保も教育システムもまったくもって不充分です。そして、超高
齢化社会を支えていこうと考える私と同世代の医者がほとんどお
りません。そんなことに憤りを感じながら、坦々と老健の医者
をやっているうちに、気が付けば14年の歳月が流れていました。
お年寄りとそのご家族が安心して暮らせるように、そして、老健
職員が生き生きと胸を張って働けるように、そのふたつのことを
大切に考えて老健の医者を務めてきました。熱心で労を厭わない
一緒に働く仲間たちと、山梨の豊かな自然に感謝する毎日です。
このたび、横山宏先生より会長を引き継ぎ、身の引き締まる思
いです。微力ではありますが、「山梨から日本の介護を変える！」
との想いで、お年寄りが安心して暮らせる社会づくりに取り組み
たいと思います。何卒宜しくお願い致します。

会長あいさつ
山梨県老人保健施設協議会　会長　福

ふく だ

田　六
りっか

花
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飲　　　 料 水　水分補給用ゼリー　他飲料

食　　　 糧 米　介護食（ゼリー、お粥等）　流動食　とろみ剤

食 器 類 紙コップ　使い捨て容器類

日 用 品 紙おむつ（テープ式・リハパン）　尿取りパット　おしりふき　ウェットティッシュ　  
ティッシュ　ペーパータオル　トイレットペーパー 　マスク　プラスティック手袋　予防衣
予防用キャップ　ケアガウン　バスタオル　フェイスタオル　石鹸　 シャンプー　洗剤　
Ｔ字カミソリ　消毒用アルコール　ごみ袋　台所用品　漂白剤　衣類　肌着 靴下　文具類
乾電池　マットレス　毛布　布団　タオルケット

衛 生 材 料 点滴　薬品　ガーゼ　包帯　医療用テープ　口腔ケア用品（歯ブラシ等）　血圧計　体温計　
ポータブルトイレ

災害に備えていますか？

これは一例です

　４月１４日２１時２６分、熊本地方を震源とするマグニチュード６．５の
地震（前震）が発生しました。１６日１時２５分には、マグニチュード７の
地震（本震）が発生し、震度７を観測しました。
　熊本県内の高齢者施設１２３４施設中、約４割の施設が損傷しました。天
井崩落などの居住を続けられないような深刻な損傷、避難勧告地域の１１
の施設が使えなくなり、約３９０人が他の施設に移動しました。老健では、
８９施設中、３施設が使用できなくなっています。
　職員の不足も深刻で、「職員本人や家族が被災した」「避難所からの受け入
れ、負担が重くなっている」「以前からの人手不足」が理由です。
　全老健では、「プロジェクトA；要支援者の受け入れ」、「プロジェクト B；
ボランティア派遣」、「プロジェクトC；支援物資」及び義援金募集等の実施
を行ない、各施設での対応となりました。
　山梨県支部としては、総会議決後、義援金２０万円を直接、熊本県支部に
送りました。ボランティア派遣も、山梨県を窓口として、５月に６施設、６
月に４施設の登録がありましたが、要請はありませんでした。交通の便、宿
泊施設の不足などの理由により、福岡県の老健１５０施設ですべてを対応し
ていただいたからです。災害は長期化し、施設及び職員が疲弊しています。
ボランティア派遣は、長期、夜勤のシフトを組める方を募集し、避難所にも
支援の手を差し伸べたいと熊本県支部から報告がありました。
　最後に、熊本県支部長　山田様から、「皆様のご支援、ご協力に感謝申し
上げるとともに、今後もお力添えいただけますよう、お願い申し上げます。」
のお礼状が届いております。

「平成 28 年熊本地震」の支援について
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「フルリール」とはフランス語で「花が咲く」「元気になる」「才能が
開花する」などの意味があります。
四季折々の自然を感じながら、花々に心を寄せ、元気に、楽しく、
輝く日々を過ごしていただきたいと願って名づけられました。

４段階のお魚料理基本理念：「食べる力は生きる力」

は、神代桜・真原の桜並木
など桜が有名です。

　当施設にも多種の桜が植樹され、
夜のライトアップは、利用者様に
も好評です。

は、「幻の米・農林 48号」で有名な武川米が、景色を黄金色
に染めます。

は、霊峰甲斐駒ケ岳が勇壮
な姿でそびえ立ち、美しく

雄大な大自然の姿に感動します。

「口からおいしくたべること」が、生きる意欲、
生活を楽しむ意欲、リハビリを頑張る意欲になる
という理念のもとに、一日 3回の口腔ケア、嚥下
体操、ご利用者に合った適切な食形態で食事提供
する事を、日々職員全員で取組んでいます。

は、グリーンの絨毯を敷き
詰めたような水田が目の前

に広がり、爽やかな風が涼を感じ
ます。

設置主体 医療法人　燦生会
施設名称 介護老人保健施設　フルリールむかわ
開設年月日 平成 14年 12月 2日
所 在 地 〒 408-0307　

山梨県北杜市武川町柳沢 740-1
電 話 ０５５１－２６－０１１１（代表）
U R L http://www.fl uriru.com
E - m a i l info@fl uriru.com

常食 ソフト 1

ソフト２ ミキサー食

医療法人 燦生会／介護老人保健施設

ロケーション最高
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当施設は、山梨県の南部、身延町（旧中富町）に平成７年４月に開設し、昨年２０周年を迎えまし
た。県内では最も南に位置する施設で、飯富病院に併設されています。
飯富病院には、訪問看護ステーション・ヘルパーステーション・居宅介護支援事業所などの事業所
があり、老健施設を含め一元的に管理運営されています。

峡南地域は老齢化が進んでおり、独居や老夫婦だけの世帯が多くなっています。そのような地域の
状況を踏まえ、飯富病院を中心に老健施設を含む各事業所間で連携して行くことはもちろん、地域の
病院、介護関係施設とも連携し、峡南地域の医療・介護を担い支えていけるように取り組んでいきた
いと思っております。

利用していただいている皆様
には楽しんでいただけるような
各季節の行事も、介護・看護・
リハスタッフと全職員で協力し
企画して行っています。

住 所 〒 409 - 3 4 2 3　山 梨 県 南 巨 摩 郡 身 延 町 飯 富 1 6 5 5
ＴＥＬ ０５５６－４２－４３１４ ＦＡＸ ０５５６－４２－４３３１

◆ 入所定員 
　５４名
　　一　般　棟　２４名　
　　認知症専門棟　３０名

◆ 通所定員 
　３０名

峡南ケアホームいいとみ



医師 様々な病気を抱えている方の病状管理
（診察、薬の処方、検査の指示）、リハビリ・食事療法の指示、
介護保険書類の作成を行います。

看護職員 ご利用者様の体調管理・内服管理・各種処置・容態変化時は病
院・医師への報告、受診援助を行います。
協働で介護業務も行います。

介護職員 ご利用者様の生活全般（食事・排泄・入浴・更衣・整容 ・移動）
の介護及び生活リハビリを行います。他にレクリエーション等
ご利用者様の充実した余暇時間の援助を行います。

ケアマネジャー
（介護支援専門員）

ご利用者様の状況を確認し、ご家族と相談しながら、介護計画
（ケアプラン）の立案、作成、評価を行います。

支援相談員 入退所の相談や手続き、介護保険・生活等の
相談を行います。

薬剤師 医師からの処方に従い、薬の調剤、ご利用者様に薬の説明を行
います。常備してある薬剤の期限や保存方法の確認も行います。
お薬についてわからないこと、聞きたいことがあれば、いつで
も声をかけてください。

管理栄養士 医師と連携を取り、個々のご利用者様に合った
栄養管理を行います。出来るだけ食べやすく
おいしい食事を提供するように努力しています。
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介護老人保健施設では、こんな 職種のスタッフが働いています！

看護職員



調理員 管理栄養士の指示に従い、調理をします。

作業療法士（ＯＴ） 身体機能面だけではなく、生活の質を上げる取組をすること
により、在宅復帰を目指したり、主体的に施設生活を送れる
よう援助します。

理学療法士（ＰＴ） 日常生活をする上で必要な動作の改善をはかるため、身体機
能（筋力・関節の動き等）を評価し訓練を行います。
ご利用者様が出来るだけ無理なく安全に自分らしく暮らせる
よう、福祉用具の活用、動作介助の仕方などを指導・アドバ
イスしますので、生活の中で少しでも不安や不自由に思うこ
とがあれば、何でもご相談ください。

言語聴覚士（ＳＴ） 話すこと、聞くこと、食べたり飲み込んだりすることの機能
の向上を目指す訓練を行います。

歯科衛生士 ご利用者様の口腔内や機能面の評価を行います。
「誤嚥性肺炎等の病気の防止、美味しく楽しく食事ができる」
を目的とし、一緒に日々の口腔ケアを続けています。歯科医
師と連携をとり、必要な治療のサポートもしています。

事務員 ご利用者様への利用料金の請求をしたり、ご利用者
様が快適に生活出来るよう、施設の環境整備、送迎
も担当しています。
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介護老人保健施設では、こんな 職種のスタッフが働いています！



山梨県介護老人保健施設一覧
1 峡北シルバーケアホーム

2 しおかわ福寿の里

3 フルリールむかわ

4 あ さ ひ ホ ー ム

5 山梨ライフケア・ホーム

6 峡西老人保健センター

7 ケアホーム花 菱

16 甲府南ライフケアセンター

17 Ｎ Ａ Ｃ 湯  村

18 甲府相川ケアセンター

19 大津ケアセンター

20 甲州ケア・ホーム

21

22 いちのみやケアセンター

23 勝沼ナーシングセンター

24 恵信塩山ケアセンター

25 は　ま　な　す

26 白　　樺　　荘

27 山中湖あんずの森

28 つ  　　　　る　

29 も　も　く　ら

30 みのりの里　旭ヶ丘　

ふ　 じ　　苑
〒408-0023  北杜市長坂町渋沢907
　0551-32-6211  　　0551-32-6215
　kyohoku@crux.ocn.ne.jp

14 峡南ケアホームいいとみ
〒409-3423  南巨摩郡身延町飯富1655
　0556-42-4314  　　0556-42-4331
　iitomi.ro-ken@gaea.ocn.ne.jp

〒406-0004  笛吹市春日居町小松855-6
　0553-26-5001  　　0553-26-3574
　fujien@hyper.ocn.ne.jp 

〒408-0114  北杜市須玉町藤田787
　0551-42-4604  　　0551-42-4101
　salt2910@poppy.ocn.ne.jp

8 ひ　ば　り　苑
〒409-3852  中巨摩郡昭和町飯喰1277
　055-275-9511  　　055-275-9512
　hibari-office@takekawa-kai.or.jp

〒405-0076  笛吹市一宮町竹原田1255-1
　0553-47-4811  　　0553-47-4815
　icare777@oregano.ocn.ne.jp

〒408-0307  北杜市武川町柳澤740-1
　0551-26-0111　　  0551-26-0112
　info@fluriru.com

9 ノ　イ　 エ 　 ス　
〒409-3863  中巨摩郡昭和町河東中島443
　055-275-1165  　　055-275-1161
　neues@sage.ocn.ne.jp

〒407-0045  韮崎市旭町上条中割473
　0551-23-3500  　　0551-23-3505
　asahikai@poem.ocn.ne.jp

10 玉穂ケアセンター
〒409-3812  中央市乙黒247-1
　055-273-7331  　　055-273-7360
　syojukai@yin.or.jp

〒404-0042  甲州市塩山上於曽1195
　0553-33-3205  　　0553-33-3207
　keishine@d9.dion.ne.jp

〒400-0111  甲斐市竜王新町2128
　055-279-4711  　　055-279-4713
　lifecare@bd.wakwak.com

15 甲府かわせみ苑
〒400-0802  甲府市横根町554
　055-222-2900  　　055-222-6600
　seishou@crux.ocn.ne.jp

〒401-0301  南都留郡富士河口湖町船津6901
　0555-83-3285  　　0555-83-3286
　hamanasu@toranomon.or.jp

〒400-0405  南アルプス市下宮地421
　055-282-7000  　　055-282-7003
　careport@feel.ocn.ne.jp

〒400-0851  甲府市住吉5-24-14
　055-241-3333  　　055-241-7564
　kofuminamilife@mx4.nns.ne.jp

〒403-0006  富士吉田市新屋1552-3
　0555-24-4211  　　0555-24-4212
　sirakaba@fgo.jp

〒400-0402  南アルプス市田島1105
　055-280-8700  　　055-280-8701
　hanabishi@isis.ocn.ne.jp

〒400-0073  甲府市湯村3-15-13
　055-253-2200  　　055-253-2203
　rouken@nac-yumura.com

〒401-0501  南都留郡山中湖村山中1069-3
　0555‐63‐2333  　　0555-62-9999
　yamanakakoanzunomori@juno.ocn.ne.jp

12 ナーシングプラザ三珠
〒409-3612  西八代郡市川三郷町上野2968
　055-272-8611  　　055-272-8653
　momo6154@herb.ocn.ne.jp 

〒400-0003  甲府市塚原町359
　055-252-1600  　　055-252-1602
　aikawa@kashinokai.or.jp

〒402-0056  都留市つる5-1-55
　0554-45-1813  　　0554-45-1006
　rouken@hp.city.tsuru.yamanashi.jp

11 ケアセンターいちかわ
〒409-3601  西八代郡市川三郷町市川大門416
　055-272-5121  　　055-272-5131
　kaigo-m@town.ichikawamisato.lg.jp

〒400-0055  甲府市大津町1509-1
　055‐244‐0202  　　055-244-0033
　ootsu@ray.ocn.ne.jp

〒409-0622  大月市七保町下和田2132-1
　0554-20-1111  　　0554-20-1119
　momokura@biscuit.ocn.ne.jp

13 サンビューふじかわ
〒400-0601  南巨摩郡富士川町鰍沢340-1
　0556-22-7301  　　0556-22-1665
　syomu5@kajikazawa.com

〒406-0032  笛吹市石和町四日市場2031
　055-263-0242  　　055-263-2250 
　carehome@krg.ne.jp

〒409-0112  上野原市上野原7806
　0554-63-5800  　　0554-62-6006
　jimu@keifuu.or.jp

：電話 ：FAX ：E-mail

〒409-1302  甲州市勝沼町菱山中平４３００
　0553-44-5311  　　0553-44-5220
　knc@bird.ocn.ne.jp

山梨県老人保健施設協議会広報誌
編集・発行 山梨県老人保健施設協議会広報委員会
 介護老人保健施設ケアセンターいちかわ内

〒409-3601　
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門416
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