つなごう

地域の和
5 号 2016 - 冬号

榛名荘

だより

一般財団法人榛名荘

広報誌

発行
一般財団法人榛名荘
〒370-3347
高崎市中室田町 5989
℡027-374-1135( 代表 )
http://www.harunaso.or.jp/

P.1
P.2

最新型 CT を導入
特 集
「 地域包括ケアシステム 」をご存じですか？
街なかで多様な医療・介護・福祉サービスの充実を目指して

P.4 イベント・ニュース

患者さまにやさしい低被ばく ・ 最新型 CT を導入
平成 28 年 9 月、榛名荘病院附属高崎診療所 はるな脳外科、群馬脊椎脊髄病セ
ンター
（以下当院）は、
「最新型 64 列 CT」を導入しました。
当院は、年間 2,000 件を超える CT 検査を実施しており、近年の高齢化に伴う
診療の多様化により需要は増加傾向にあります。
そこで、
最新型 CT を導入し、
患者さまに優しく良質な医療の提供をいたします。
新しい CT 装置は、
先進技術により従来と比べ極めて少ない被ばく線量で
短時間の検査が可能です。
これにより患者さまの負担を大幅に軽減することが
できます。
さらに、
高精細な画像を取得できるので、
病気の診断や治療において、
従来以上の高い効果を発揮します。

脳

一般財団法人榛名荘
（以下榛名荘）
では、
グループ全体で検査情報を共有し、
どの施設でも格差のない医療
提供に努めています。新型 CT 装置の導入は、榛名荘全施設における医療の質の向上に役立ちます。さらに、当
院では近隣の医療機関からも依頼をいただき、
多くの画像診断を実施しており、
榛名荘だけでなく地域医療
全体の向上に貢献したいと考えています。
榛名荘病院、
はるな脳外科、
群馬脊椎脊髄病センターでは、
画像診断を含め地域医療の拠点になるべく、
これからも努力してまいります。

脳血管

胸部

股関節

はるな脳外科 TEL

027-343-2220

全脊椎

特集 「地域包括ケアシステム」 をご存じですか？ - 第３回 〜街なかで多様で⾝近な医療・介護・福祉サービスの充実を⽬指して〜

10
おかげさまで

10 周年！

ありがとうございます

総合ケアセンター榛名荘は、平成 28 年 9 月 1 日で開設から 10 年を迎えました。
総合
地域の活性化を目指し、場所は「街なか」のホームセンター空き店舗を利用し、さまざ
地域
まなサービス種類をあわせ持つ、高崎市で最初の複合施設は、
まなサ
「地域包括ケアシステム」
の先駆
の先駆けとして全国から注目を集めました。
地域のクリニック等、医療・介護・福祉施設と緊密な連携を取りながら運営すると

ともに、積極的に人材育成を行い、群馬県認定「ぐんま認定介護福祉士」研修終了者５名、介護技術指導者 1 名が
在籍しています。
女性が活き活きと働くことができる環境を整え、
現在約 90 名の職員が在籍しています
（平成
28 年 12 月現在）。
今後も、総合ケアセンター榛名荘は、医療・介護・福祉の拠点として地域に密着した運営を目指していきます。

朝礼ではサービス充実のため、最新の医療介護情報を職員全員
に伝達し共有しています。

部門長会議
女性ならではの生活支援、市民目線で自由な意見交換が行われる。

高齢者住宅「せきれい」の運営を開始しました
総合ケアセンター榛名荘

事務長

菅原

優

株式会社榛名厚生会が運営していた高齢者住宅「せきれい」は、平成 28 年 11 月 1 日より総合ケア
センター榛名荘で運営することとなりました。
介護を必要とされる高齢者が増えるに従い、介護を必要とする期間も長期化します。在宅介護
においても、
「介護」と「医療」が「高齢者の生活を 24 時間どのように支えるか」ということが、
重要な課題になります。
わたしたちがご利用者様にどれくらいお役に立てるか未知数
ですが、定員８人という小さなホ－ムでも利用された方々が、
地域社会との良好な関係を保ちながら、安心・安全に日々の生
活を過ごすことができるように努力し、歩んで行きたいと考え
ております。
「せきれい」開設にご協力いただいた皆さまに深く感謝申しあげ、
今後ともお力をお貸しくださるようお願い申しあげます。
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⾼齢者住宅

TEL

せきれい

027-374-5360

■特集

「地域包括ケアシステム」をご存じですか？
〜 医療・介護施設の取り組み 〜

これからも地域のみなさまと歩んでいきます！

ホームヘルパーステーション榛名荘
（訪問介護）

デイサービスセンター榛名荘
（通所介護）

グループホーム榛名荘
（認知症対応型共同生活介護）

各事業所を支える管理部

居宅介護支援センター榛の木
（居宅介護支援）

はるな夢工房
（通所介護）

訪問看護ステーション榛名荘
（訪問看護）

複合型サービス玉まゆ
（看護小規模多機能型居宅介護）

高齢者あんしんセンター「はるな」・「くらぶち」

フェ」オープン！ のお知らせ

「オレンジカ

総合ケアセンター榛名荘内に、認知症の方やご家族のみなさまが何でも話し合える身近な地域の
カフェとして、「オレンジカフェ」を平成 28 年 11 月 29 日にオープンしました。
毎月 1 回の開催ですが、認知症についての講話や専門職による
相談受付もしています。ハンドマッサージ、カラオケのサービス
もありますので、お気軽にご利用ください。

グループホーム榛名荘
⾼齢者あんしんセンター はるな
⾼齢者あんしんセンター 新⽣会

TEL 027-374-8118
TEL 027-395-6580
TEL 027-395-8080
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当財団でのイベント・ニュース

7/24

「子ども自転車 マナーアップフェスタ２０１６」 を開催
～自転車をより安全に、もっと楽しく！～

株式会社榛名厚生会では、高崎市榛名福祉会館を主会場に「子ども自転車マナーアップフェスタ 2016」
を開催しました。「自転車をより安全に、もっと楽しく」をテーマに開催したこのイベントは、平成 28 年
3 月 1 日、高崎市榛名福祉会館に「自転車の駅はるな」がオープンしたことを記念し、開催しました。
当日は、高崎警察署による「自転車マナーアップ講座」や「あかぎ団 LWT」、
「新島学園聖歌隊」、
「ヤス・
ユウ＆アイ」のみなさまのライブを楽しみました。また、約 20 名の子どもたちが自転車の安全な乗り方、
マナー等をプロ・ロードレースチーム「群馬グリフィン」の選手たちから直接指導を受けました。

9/11 あけぼの苑高崎 「納涼祭」 開催
高崎市上豊岡町のあけぼの苑高崎前庭にて
「納涼祭」
が開催されました。
納涼祭には利用者さまとご家族、
地域のみなさま約 500 名を超す来場者があり、
模擬店や踊り、
和太鼓演
奏、
抽選会等を楽しんでいただきました。
当日は、
学生さんや病院・介護施設の職員がボランティアとして多数参加し、
来場されたお客さまと楽
しく交流しました。
「健康サポートコーナー
（各種健康診断、
筋力・バランス測定）
」
「歯科相談コーナー」
、
は、
専門職からアドバイスが受けられるため、
毎回好評です。
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当財団でのイベント・ニュース

10/2

総合ケアセンター榛名荘 「感謝祭」 開催

総合ケアセンター榛名荘は、毎年地域のみなさま、利用者さまとご家族に感謝の気持ちを込めて「感謝祭」
を開催しています。大勢のみなさまをおもてなししようと、毎回職員が頭をひねり、楽しい出し物を企画し
て臨んでいます。
当日は、榛名高校生も吹奏楽の演奏やボランティアとして大活躍。また、和太鼓、フラダンス、フォークダ
ンス、八木節等の演芸、模擬店で楽しんでいただきました。

ぐんまちゃんと記念撮影

職員 6 名で総踊り「黒田節」を披露

職員によるバルーンアート

10/6 榛名高校生にエール！ 「元気はるなコンサート」 を開催
高崎市榛名文化会館大ホールにて、榛名高校生、地域のみなさま、一般応
募者のみなさまを対象に、一般財団法人榛名荘・株式会社榛名厚生会共催
「元気！はるなコンサート」を開催しました。当日は 500 名近くの来場者があ
りました。
今回のコンサートは、地元榛名高校の生徒さんたちへ贈る「未来へのエール」
として企画されました。開校 80 年という歴史の中で、榛名高校が地域へ大き
な貢献をしてくれたことへの感謝と、これからも地域活性化の中心的な存在
であって欲しいという願いを込めました。
コンサートでは、高崎市出身で昨年群馬交響楽団創立 70 周年記念オペラ
「蝶々夫人」で主役を務めたソプラノ歌手、鈴木麻里子さまの美しく豊かな声

ソプラノ歌手
鈴木麻里子 さま

量と、ピアニスト篠宮久徳さまの華麗なピアノの音色で会場を圧倒しました。

ピアノとの息もぴったり

榛高生もステージで校歌を熱唱
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当財団でのイベント・ニュース

10/27 「秋の収穫祭」 を開催

高崎市榛名地域活動支援センター主催

高崎市榛名地域活動支援センター ( 以下地活 ) が運営している厚生会農園「はるな夢ファーム」にて、
「秋の収穫祭」を開催しました。
収穫祭では、地活利用者さまが榛名厚生会職員の支援を受けて育てた野菜を、地域のボランティア団体
「エプロンの会」
・
「山吹の会」
のみなさまに調理していただき、
参加者にふるまいました。
雲ひとつない
晴天の下、けんちん汁、おにぎり、ポテトフライ（八つ頭を使用）、梅ジャム等を全員でいただきました。

エプロンを着て、いざ調理

11/13

みんなで進める里山づくり

自ら育てた野菜に舌つづみ

大鍋で作るけんちん汁は最高

よいじゃ～ないよ！

「育樹祭 秋の巻」、 「第１回 丸太早切大会」 を同時開催

一般財団法人榛名荘では、春に開催した「育樹祭 春の巻」に引き続き、
「育樹祭 秋の巻」、
「第 1 回よいじゃ～
ないよ！丸太早切大会」を榛名荘病院裏山で開催しました。
育樹祭では、群馬県の森林保全巡視指導員等をされている中島良晴さまによる「里山ミニ講座」、参加者全
蒔割り機の実演が行われました。
「森のコンサート」
では手作りアルプホルン
「花咲アル
員での枝打ち作業、
「いしざかびんが」さまのギター弾き語りが開催されました。また、育樹祭に参
プホルンクラブ」さまの演奏、
加されたみなさまには、旬の地場食材を使った料理と燻製を堪能していただきました。
今回、初開催となる「丸太早切大会」は、15 組が参加し会場は応援者も一体となり、大変盛り上がりました。

枝打ち作業
会場は大盛り上がり 第 1 回 丸太早切大会
里山ミニ講座

６

気分はスイス
花咲アルプホルンクラブ さま

ギターと歌で会場を魅了
いしざかびんが さま

第 1 回優勝チームは榛名高校生の兄弟
優勝賞品はもち米１俵 !

当財団でのイベント・ニュース

10/8 「第 44 回 群馬脊椎脊髄疾患研究会」 を開催
前橋市のマーキュリーホテルにて第 44 回 群馬脊椎脊髄疾患研究会が開催され、
お二人の著名な先生による特別講演が行われました。
＊慶應義塾大学整形外科講師 石井賢先生による「脊椎脊髄手術における合併症の
予防と治療」
＊大阪労災病院副院長 岩﨑幹季先生による「誤った診断治療から学ぶ教訓―脊椎
脊髄病学の難しさと面白さ―」
当日は、
群馬脊椎脊髄病センター 井野正剛副センター長が座長を務めた他、
当院スタッフも多数参加しました。
常に最新の医療知見を得て、患者さまの診療に役立てていきたいと考えております。

一般財団法人榛名荘

10/17 平成 28 年度 永年勤続者表彰式
榛名荘病院中央病棟多目的ホールにて、平成 28 年度永年勤続
者表彰式を開催しました。
表彰式では、齋藤直躬理事長、榛名荘病院笛木敬介院長より祝
15 年 3 名、
10 年 14 名、
5 年 24 名が表
辞があり、勤続 20 年 4 名、
彰されました。
45 名を代表して謝辞を述べる根岸美佳さん

地域を支える榛名荘のネットワーク

高齢者住宅せきれい
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※平成 29 年 1 月 4 日より適用

「榛名荘だより冬号」をご覧いただき、ありがとうございます。
この１年間で、地域のみなさまとの交流が増えたように感じます。こ
れからも地域のニーズに応えられるようなサービスや情報を発信して
いきたいと思います。

