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介護付有料老人ホーム
カーサ・デ・ヴェルデ黒沢

概要

　日頃よりお世話になっております。 今回は、 9 月 2 日に開設から 4 年目を迎えた当法人が運営する 「介護付

有料老人ホーム　カーサ ・ デ ・ヴェルデ黒沢 （以下 CVK という） をご紹介いたします。

　「すべての人が幸せな人生を送る」 という理念を掲げこの 3 年間運営をおこなってまいりました。 大過なく 4 年

目を迎えられたのも皆さまのご支援の賜物であると感謝申し上げます。

開設 ： 2018 年 9 月

定員 ： 100 名 （全室個室 ： 5 ユニット）　10 月 1 日現在満室　　※申込は受付中

　　　   平均年齢約 89 歳、 自立～要支援２ ： 32.6%　要介護１,２ ： 34.8％　要介護 3 以上 ： 32.6%

運営 ： 医療法人社団美心会 （全国的にみても医療法人が運営する介護付有料は少ない）

特徴 ： 医療法人が運営している特徴をフル活用中

　　　　黒沢病院の目の前に立地し連携が緊密

　　　　（ストレスフリーな外来受診と歯科受診 ・ 緊急受診 ・ 入退院 ・ 健康診断 ・ ワクチン接種等）

　　　　受診で付添いが必要な方は看護師が同行

　　　　薬は隣接のアイケイ薬局の協力を得て実施

　　　　24 時間看護師常駐

　　　　理学療法士 ・ 作業療法士配置

　　　　歯科衛生士月 4 回来館

　　　　睡眠見守りシステム ・ Ns コールと連動のカメラ全室導入

　　　　フィットネスクラブ併設 （原則自立～要支援１の方対象。※入会にあたり要身体テスト）

　　　　庭と散歩道と畑完備

　　　　ビュッフェスタイルの食事 ・ 食事時にお酒の提供も可

　　　　ペット入居可

　　　　買物代行サービス等々

問合せ先 ： 027-345-5200　担当 ： 相談員　森永

黒沢病院の目の前に立地する CVK

毎月開催の誕生日会の夕食

畑での収穫風景

送迎車両
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すべての人が幸せに満ちた人生を歩む

「施設」ではなく「家」であるというこだわり

　「すべての人が幸せに満ちた人生を歩む」 はＣＶＫの理念です。 この 「すべての人」 とはご入居者様 ・ ご家族

様はもちろんのこと、 地域の皆様やスタッフが含まれます。

　私たちが今、 平和な日本で生活できているのも、 CVK にご入居いただいている年代の皆様が一生懸命に働い

てくれたおかげ。 この方たちが、 安心して、 快適な環境の中で楽しく心地よく過ごしていただけるよう、 ケアの観

点から、 楽しみの観点から、 安心の観点からなど様々な方向からご入居者様を支えていきたいと考えております。

　また、 スタッフが幸せを感じることなくご入居者様へ幸せなサービスを継続してお届け出来るはずはありません。

4 年目を迎えた CVK は、 スタッフの幸せにも取組んでいきます。

　CVK は 「終の住処」 という役割を持っています。 それはあくまでも 「家」 であり 「施設」 では無いという考え方

を持ち運営に当たっております。 自宅、 もしくはホテルに滞在しているかのように過ごしていただきたいとの思い

から、 施設感を排除した、 まるでホテルのような建物にして運営も施設をイメージさせないよう取組んでいます。

　また、 自宅であれば自分で様々なことを選択することがほとんどであったと思います。 そこで、 理美容も数多く

の業者さんに入っていただき、 ご自分の気に入った業者さんを選んでいただく、 食事も選択制で、 お好きな主

菜を召し上がっていただくなど、 下の写真に挙げている以外でも様々な拘りを持ち、 ご入居者様の主体性を重視

しています。

役職名へのこだわり

施設長と言った方が分かりやすいの

ですがあえて CEO。 副施設長と

言った方が分かりやすいのですが

あえて GM。 など。

部署名のこだわり

看護 ・ 介護課と言った方が分かりや

すいのですが、 あえてホスピタリティ

課。 調理部といった方が分かりやす

いのですがあえてミール課など。

制服へのこだわり

この制服で街を歩いても介護スタッ

フとは誰も思いません。 まるでホテ

ルのスタッフのような制服に。 施設

とは感じさせません。

ドッグランにて 散歩風景ビュッフェスタイル
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「終の住処」だからこそ PPK を目指す

黒沢病院 新入職 医師紹介

塚越 瑛介
( つかごし えいすけ )

岩崎 朗奈
 （いわさき あきな）

　人生には様々あり、 考え方もそれぞれ違いますが、 CVK は、 PPK （ピンピンコロリ） で最期を迎えるのは幸せ

の形の 1 つと考えています。 ず～っと楽しく元気に生活し、寝込むのは 2 週間くらい。 この位の時間が取れれば、

ご家族様の心の整理もつきますし、遠方の親族の方にも会うことができます。 また、ご家族の負担もあまりかからず、

何よりご本人様も長く苦しまない。 ですので、 CVK はご入居者様に楽しく元気に過ごしていただきたいと考えてい

ます。 ホームに入ったら、 あまり楽しみがない。 のではなく、 ホーム入居したからこそ楽しみが増えた。 そう言っ

ていただけるよう様々な取組みをおこなっています。

　10 月より当院へ入職しました医師の紹介をさせていただきます。 今月は脳神経外科の医師を 2 名迎え、 より充

実した診療体制となりました。 詳細は 「外来診療予定表」 をご覧ください。

専門 ： 脳血管内治療 ・ 脳卒中治療全般

主な資格 ： 日本脳神経外科学会専門医般

専門 ： 脳血管障害の外科治療

主な資格 ： ACLS,BLS コース終了

外出イベント
（妙義山にて花見）

毎日のレク
（ボウリング終了後の 1枚）

毎日の体操
（午前中に各フロアで実施）
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「くろさわ地域医療連携だより」の送付の必要性がない場合にはお手数ですが、下記に医療機関名をご記入

いただき、ＦＡＸにてご連絡ください。送付を中止させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　市　　　　　　　　町　　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　

黒沢病院
〒370-1203　高崎市矢中町 187

TEL：027-352-1166　FAX：027-352-7925

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
〒370-1203　高崎市矢中町 188

TEL：027-352-1111　FAX：027-353-1188

外来診療予定表
受付時間7:00～18:00　診療時間　午前：9:00～13:00　午後：15:00～18:00 2021年10月1日～

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

黒　澤 曲 黒　澤 小　倉 伊　藤 伊　藤

伊　藤 古谷/馬場 小　倉 馬　場 曲 小倉/曲

大　木 大　木 古　谷

小　倉 曲 伊　藤 小　倉 曲 古谷／大木

曲(排尿機能・予約制） 古　谷

中　島 中　島 大　森 中　島 中　島 小倉丈

大　森 武　山 脳神経外科医師 塚　越 脳神経外科医師 脳神経外科医師

平　木 平　木 尾　澤 尾　澤 田　口 平　木

田口(11時まで) 栗原(乳腺・予約制) 菊地(乳腺) (11時まで) 尾　澤

呼吸器(10時30まで)
(10時30分まで)

尾　澤
矢島俊(第1・3・5） 出津（血管）
中澤　(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 栗原(乳腺・予約第1・3) 平　木

栗原(乳腺・予約制) 遠藤敬(乳腺･予約制) 尾　澤 栗原(乳腺・予約制)

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 松　本 町田（予約制） 松　本

井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 太　田 高橋(循環器) 前野(睡眠時 第2）

浅　香 白　川 (11時まで) 内科医師
阿　部

山　岸 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 町　田 上　野 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

青木（第1） 牧口(第４）
正田（第２・３・５）

（11時30分まで）

森（第4）

松　尾 米本(第2,3,5)

整形外科医師(第1・4)

松　尾 岡邨(第2,3,5土)

整形外科医師(第1・4)

荒木（第1・3・5予約制
11時まで） 岡(11時まで)

金(第２・４　予約制11時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前 浅野目(11時３０分～） 岸 酒　井 浅野目(11時３０分～） 酒井(11時３０分～）

午後 浅野目 岸 酒　井 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）酒井（第2・4）

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

高　松 河　内 葭　葉 齊　藤 田　中

代田（第２のみ） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4)

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 齊　藤 小　林充

高　松 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

　

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午前

午後

内 科

午後

整形外科
午前

形成外科 午前のみ

午前

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

皮膚科

午前

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後


