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〜支援付き共生すまい山吹～
〜空きペンションのイノベーション〜

〜多機能型シェアハウス〜
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山梨県北杜市の概要（平成30年1月1日現在）

山梨県北西部に位置

（八ヶ岳南麓地域、塩川釜無川流域地域）

人口 ４７，５７４人

（６５歳以上人口 １７，５５６人）

高齢化率 ３６．９％

※（全国平均） 26.0％（平成２６年９月）

＜年齢別高齢者人口＞

前期高齢者（74歳以下） ８，７３１人（４９．７％）

後期高齢者 ８，８２５人（５０．３％）

面積 ６０２．８９㎢

（在宅死亡率 11.0％）

首都圏から近く、別荘・移住者が
多い地域



一般社団法人だんだん会

当法人は，加齢や病気・障害があっても、 住み
慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる地域づ
くりをめざし、また、人権を尊重した良質な医療と
看護・介護・福祉を実現するために、地域住民と
力を合わせ住民の保健福祉の向上に寄与する
ことを目的とする。

また、人々が豊かな自然環境の中で、心身健
康に幸福を実感して生きることができることに寄
与することを目的とする。

2016.1 法人立ち上げ



一般社団法人だんだん会の理念

◆営利を目的としない

医療・介護・福祉は営利を目的とせず、しかし事業継続できるような経営を安定でき
るように運営することが重要であると考えます。そのことを実現するためには「一般社
団法人」は適していると考え、良質な事業運営・サービス提供を目指していきます。

◆地域住民とともに、地域に役立つ医療・介護・福祉をていねいに実
践していく

‟地域住民ともに“を基本とし、住民視線で地域活動の居場所作りも実施します

◆誰でもが利用しやすいような配慮

生活保護の方、また経済的理由で利用できないということがないように、法人として
種々の案を講じ、誰でもが利用しやすいように運営します。
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地域に求められる
たくましく優れたプロの
看護介護集団づくり

住民が主体的に
自分の“まちづくり”を



主な事業 〜実施・計画している主な事業〜
＜収益事業＞

◆２０１７年４月 『グループホームわいわい白州』（認知症高齢者グループホーム）

木造２階建 ２ユニット（入居定員１８名）

◆ ２０１７年２月 『地域看護センターあんあん』（訪問看護ステーション）

重度者・終末期・小児・・・なんでも受け入れます

・安心して人生の最期まで家・地域で住み続けられるように

◆２０１７年１０月 『定期巡回てくてく24』 （定期巡回サービス）

看護強化タイプ

看護と介護が一体的に運営 重度・医療ニーズの高い方、終末期ケアなんでも

◆２０２０年７月 「オレンジデイほかほか」 （認知症対応型通所介護事業・単独型）

＜多機能型シェアハウス事業＞

◆２０１９年４月 「わがままハウス山吹」 市民との共同事業

（国土交通省「スマートウエルネス住宅等推進モデル事業」補助選定事業）

＜地域共生事業＞

◆ ２０１７年４月 『オレンジサロン白州・長坂・こぶち』 （認知症カフェ）

３カ所、4グループ

市民主体サロン 「私の茶の間」支援 7



わがままハウス山吹
入居者・利用者が“自分らしく”“自由に”“わがまま”に暮らしていただく、『多機能型シェアハウス』

①わたしの茶の間山吹 （住民主体型サロン）
②見守りつきハウス山吹 （見守りつき住宅）
③別荘ホスピス山吹 （重度者ケアハウス）

特徴 ◆「支援付き共生すまい」にすること
多様なニーズに対応するシェアハウス

◆医療・看護・介護サービスは、プロのチーム集団
在宅ケアのプロ集団と地域住民のコラボネーション

◆地域住民が主体となって創設・運営を行っていくこと
運営は、「住みよい共生すまい作り地域会議」

国土交通省「スマートウエルネス住宅推進モデル事業」の補助金対象



①-1 地域特性と課題

① 空き家率日本一（山梨県）で、ペンションの閉鎖・売却予定が
多い

② 都会からの移住者が多い地域で、地縁・血縁が少ない住民が多
い

③ 人生の最期までこの地域で過ごしたいと希望しても実現できず
、やむを得ず身内のいる地域に転居している高齢者が少なくな
い現状がある。また、在宅での終末期生活を支えるサービスが
少ない。

④ 医療ニーズの高い病人・要介護者のショートステイの受け皿が
少ない。

⑤ 要介護状態への不安、人生の終末期の居場所とケア内容につい
ての不安のある人が多い。

⑥ 地域貢献する意思のある住民が多いが、主体的に力を発揮する
機会・場・方法が少ない。
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①-２ 地域特性と課題

『八ヶ岳根っこの会』との出会い
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八ヶ岳根っこの会の想い
「八ヶ岳根っこの会」は、現在５人の陽気な仲間です。それぞ

れが長く務めた仕事を終えたり、仕事を少し減らして、北杜市に
移り住みました。
私たちはここで最期まで暮らし続けるためには何が必要なのか

、自分らしく生きるには何を準備しておけば良いのかを話し合い
ました。超高齢社会の当事者として、余力のある今、誰かの役に
立ちたいと思い「根っこの会」を立ち上げました。山梨県に根付
く「無尽」のように、多くの人と根っこでつながり、支え合える
ような会を目指しています。
「わがままハウス山吹」が、この地域の人たちにとって、支え
合いながら共に生きる心地の良い居場所であり続けるために、私
たちも微力ながらお手伝いをしたいと思います。

2019.1月記



高齢の一人暮らしでも

ある程度の要介護状態でも

人生の終末期でも

住み続けられる

家のような居場所・建物を作ろう！
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①-3 地域特性と課題 合意・目標



解決方法における先導性・創意工夫点

１．つながりを重視した

「支援付き共生すまい」にすること

２．地域住民が主体となって

創設・運営を行っていくこと

３．在宅ケアのプロ集団と地域住民の

コラボレーション
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②-1 事業内容 空間づくりの工夫

＜支援付き共生すまい山吹の建物の４つのモットー＞

①居心地の良い空間

個室にいても、リビング・テラスでもさわやかな風が通り、近隣の林を散歩する人たちを身近に感じ、美

味しい料理の匂いに誘われる居心地のいい空間。ガラス張りの林の中の入浴。

② つながりが作りやすい

広すぎない集う場所があちこちに。バーベキュー設備、燻製作り設備、お日様たっぷりの
テラスなどがある。いっしょに散歩する道、いっしょに買い物をする店も近くにある。

③自立支援

自分で、あるいは自分たちで日常生活を送ることができるような工夫をしている。（いわ
ゆる自立支援） 例えば、台所（一般家庭と同様の配置・備品・物品）、お風呂（広す
ぎず、危なくない工夫）、洗濯場の設置など。

④開放的

家にこもりきりになるのではなく、“出かけられやすく”“入りやすい”家になるような
開放的な造り。窓が多く、玄関はもちろん、リビング・テラスが開放的な造り。
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① エレベーター設置

② スプリンクラーの設置

③ ２階の中央に、いい景色が見え（北岳が見える）明るくちょっとした
おしゃべりができる談話コーナーを設置する。

④ トイレや洗面所の改築（自立支援・高齢者が使いやすく）

⑤ バリアフリー化 玄関などの段差をなくす

⑥ リビングを床暖房にする

⑦台所の改築 共同生活しやすいように改築

改築の費用は、計画よりも増額となり、合計47,000,000円（税込み）

補助金 18,384,000円

床面積：397.22㎡
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②-２ 事業内容 空間づくりの工夫
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②事業内容 運営の工夫

１．利用者の側に立って、市民（家族・近隣）の視点から、身近にい
て支援する

２．介護ではなく、「生活支援」・「生きること支援」を重視した支
援をする

３．「孤立せず」、「つながりを無理強いしない」生き方支援をす
る

４．介護職員・医療系職員との連携・橋渡しの役割を果たす
５．ご自分らしく生ききることを大胆に支援する

『寄り添いスタッフ』の創設と役割
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寄り添いスタッフ

業　務　基　準
　　Ｖｅｒ．1-2　　　２０１９年４月９日

一般社団法人だんだん会

わがままハウス山吹



「住みよい共生すまい作り地域会議」開
催

根っこの会

医療関係者

介護事業者

地域住民代表

当法人関係者

など13名の参加
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わがままハウス山吹

ほっこりミーテイング

わがままハウス山吹に入居していらっしゃる方のお話合いです。
暮らしやすく、さらに居心地がいい家になるようにみなさんで、
“ほっこり”とお話合いしましょう！

ズバリ！一言でいうと、『入居者同士の話し合い』
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・「お世話してもらえる家」で、「ありがとう」しか言う機会がなく、家の決まりに従う
というお世話になる立場ではなく、自分たちが主役の『シェアハウス（家）』を作
ろう！

・伸び伸びとわがままが言える・わがままに暮らせるシェアハウスを作ろう！
・改善点を出し合って、自分たちで実現していくシェアハウスを！
・みんなの意見をまとめてホーム長（だんだん会）に提案していこう！

ほっこりミーテイング



②事業内容
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①サロン活動
・わたしの茶の間山吹 （住民主体型サロン）

・オレンジサロンこぶち （認知症カフェ）

②入居 （長期・短期） 見守りつき住宅

・一人暮らしが不安な要支援者・要介護者・虚弱高齢者

・我が家のような雰囲気の家でのショートステイ

・要支援の両親の呼び寄せ

・施設入所の待機中の方など

③別荘ホスピス（重症者ケアハウス）

ターミナル期の方、重度の医療ニーズのある方など

看取りも行います
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Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 年齢制限はありますか？ Ａ： ありません。0歳～100歳以上でもＯＫ

Ｑ２ 要介護認定は必要ですか？ Ａ： 必要ありません。要介護度がなくてもＯＫ

Ｑ３ 病気の種類・程度は？ Ａ： 問いません。重度の方でもＯＫ

Ｑ４ 北杜市に住民票がなくてもいいか？ Ａ： 住民票がなくてもＯＫ

Ｑ５ １部屋を２人で利用してもいいか？ Ａ： 可能です。ただし利用料は別途規定

Ｑ６ 短期利用でもいいんですか Ａ： 可能です。一日でもＯＫ

Ｑ７ 家具の持ち込みはいいか？ Ａ： 可能です。貸し出し用家具もあり 要相談

Ｑ８ ADL（日常生活動作）はどの程度の人ですか？

Ａ： 食事・・・自分で食べられなくてもＯＫ。簡単な治療食でもＯＫ

排泄・・・失禁でもＯＫ トイレ介助でもＯＫ

入浴・・・介助が必要でもＯＫ

移動・・・車いす移動でもＯＫ

会話・・・会話ができない人でも不可能ではないが、要相談

入居困難な方
夜間帯、一人で過ごせない方（夜間、見守りが必要な方）
随時の医療的ケアが必要な方（吸引など）
重度の認知症の方
その他、共同生活に適さない方など

入居後、このような状態になった場合は、相談の上、退去対象となります。



②事業内容 入居者の特徴
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入居者数

入居（短期
以外）

短期入居 合計

入居者数 18 7 25

入居・退去状況

入居者数 退去者数 入居者実数
2019.4 4 0 4

5 2 1 6
6 0 0 5
7 1 1 6
8 1 1 7
9 2 1 7

10 2 0 8
11 2 1 10
12 2 0 11

2020.1 0 0 11
2 0 0 11
3 0 2 11
4 0 0 9
5 2 0 11
6 0 0 11
7 0 0 11
8 0 0 11
9 0 0 11

合計 18 7



入居者の概要
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グラフ1

		70歳代

		80歳代

		90歳代



年齢別入居者の割合

0.1666666667

0.3888888889

0.4444444444



問い合わせ

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ

		13																小原一美さん紹介 コハラカズミショウカイ						別居考案中のご夫婦。 ベッキョコウアンチュウフウフ

		14																NS美代川 ミヨカワ						認知症あり（要介護1）。グループホームを申し込みたいが。相談。 ニンチショウヨウカイゴモウコソウダン

		15		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ

		16		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ

		17								2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住
 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ

		18		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ

		19		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻
職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ

		20		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ

		21		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ

		22		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ

		23		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス

		24				90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ

		25		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン

		26		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ

		27		大川和子 オオカワカズコ				中野区鷺宮1-13-7 ナカノクサギノミヤ										090-3450-7545						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		28		小川葉子 オガワヨウコ				大阪府吹田市佐竹台4-1-10-809 オオサカフスイタシサタケダイ		43,648								090-9610-7780						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		29		加藤美保 カトウミホ				福岡県北九州市小倉南区津田3-8-1 フクオカケンキタキュウシュウシオグラミナミクツダ										093-473-9295						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		30		佐藤泰子 サトウヤスコ				岡山市北区東花尻252-1 オカヤマシキタクヒガシハナシリ										090-3740-2300						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		31		武田法子 タケダノリコ				八王子市狭間町1994-57 ハチオウジシセマアイダマチ										042-664-6851						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		32		飯室芳男 イイムロヨシオ				甲府市塩部2-6-7 コウフシシオベ																テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		33		田村佳世 タムラヨシヨ				山形県米沢市御廊1-6-1 ヤマガタケンヨネザワシゴロウ										090-4020-0866						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ





入居相談

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン						長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ		その他 タ		ＤＶその他 タ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		13		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		14		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		15		白岡えり母 シラオカハハ						2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		16		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		17		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻・職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		18		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		19		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		20		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		21		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス		長期 チョウキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		22		佐々木節子 ササキセツコ		90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		23		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン		短期 タンキ		家族病気・緊急 カゾクビョウキキンキュウ

		24		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		25		高見沢千枝子 タカミザワチエコ		84		高根町清里3545-376 タカネチョウキヨサト		2019.6								ケアマネ								短期 タンキ		宿泊先として　その他 シュクハクサキタ

		26		奥本道子 オクモトミチコ		82		大泉町 オオイズミチョウ		2019.4								本人 ホンニン						2泊３日のショートステイを利用したい ハクヒリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		27		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				大井ヶ森 オオイガモリ		2019.6								知人 チジン						ゴミ屋敷　何とかしてほしい ヤシキナン		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		28		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ						2019.8.31								近隣者 キンリンシャ						がん末期 マッキ		長期 チョウキ		がん末期　移住 マッキイジュウ

		29		石坂榮子 イシザカエイコ						2019.4														退院前のショート タイインマエ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		30		色川大吉 イロカワダイキチ																						短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		31		今井次郎 イマイジロウ														訪問看護師 ホウモンカンゴシ								短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		32		廣野登志 ヒロノトシ																						短期 タンキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		33		加々見祥子 カガミサチコ						2019.9																長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		34		柏木　繁 カシワギシゲル						43,560																長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

																										長期 チョウキ		21

																										短期 タンキ		13

								呼び寄せ ヨヨ		5

								1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ		6

								ガン末期　移住 マッキイジュウ		1

								医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ		3

								介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ		5

								お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ		7

								家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ		1

								楽しい暮らしの場 タノクバ		2

								その他 タ		4

										34





入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		石坂榮子 イシザカエイコ				北杜市小淵沢町 ホクトシコブチザワチョウ				43,567		短期 タンキ		43,574						坂本 サカモト		退院後、休養 タイインゴキュウヨウ

		3		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ		1		43,579		短期 タンキ		43,608		田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		5		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		6		奥本道子 オクモトミチコ						なし		43,582		短期 タンキ										介護疲れを癒す目的 カイゴツカイヤモクテキ

		7		高見沢千恵子 タカミザワチエコ								43,592		あいまい

		8		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		9		村本忠義 ムラモトタダヨシ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ

		13

		14





来客者1

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問含む） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンフク

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ						入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2

		2		43,563		10：30～		沼口英史 ヌマグチヒデフミ		1		入居準備 ニュウキョジュンビ		3				柏木様甥 カシワギサマオイ				付添い用ベット搬入 ツキソヨウハンニュウ

				43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								取材 シュザイ

		3		43,564		15：45～16：45		藤本　栄子 フジモトエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0247

		4		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				次女 ジジョ		090-6178-1510

		5		43,565		14：45～15：59		藤本英子様ご夫妻 フジモトエイコサマフサイ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0248

		6		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討ケアマネと ケンガクニュウキョケントウ		2				本人 ホンニン

		7		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				息子/娘 ムスコムスメ

		8		43,569		14：00～14：30		石坂榮子 イシザカエイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		9		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								理事 リジ

		10		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		11		43,571		14：00～16：20		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				竹原由美（娘） タケハラユミムスメ		090-7170-2231

		12		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								オレンジサロン

		13		43,571		15:00～15：35		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				林田由紀子 ハヤシダユキコ		090-3682-2903		友人の母 ユウジンハハ

		14		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2								地球人 チキュウジン

				43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		15		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						090-6070-5446

		16		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		17		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-36-2308

		18		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

		19		43,582		12：00～13：00		福田久子 フクダヒサコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様友人 トカシキサマユウジン

		20		43,582		12：00～16：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ

		21		43,582		13:40～14：00		藤代 フジシロ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3								和田さん担当　民生委員 ワダタントウミンセイイイン

		22		43,588		11：40～11：50		石田美代子 イシダミヨコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				和田さん友人 ワダユウジン

		23		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		24		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン

		25		43,590		17：00～17：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ				外泊のため迎え ガイハクムカ

		26		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

				43,595				湊さん ミナト		1

		27		43,597		10：40～11：10		佐藤兼一郎 サトウカイチロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン

		28		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,601				アグネスたち		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		29		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								03-3429-3373

		30		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		31		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		32		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		33		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,613				小倉さん オグラ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン

		34		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ						岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

		35		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		36		43,618		18：00～18：30		山崎節子 ヤマザキセツコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ

		37		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-2673-7886		見学 ケンガク

		38		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		39		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										サロン希望 キボウ

		40		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン										テレビ撮影 サツエイ

		41		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		42		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		43		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										明野ボランティア アケノ

		44		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								042-381-5975

		45		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		46		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		47		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		48		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

		49		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		50		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		51		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		52		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		53		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-6010-7833

		54		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-4136-8015

		55		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		56		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学　一般 ケンガクイッパン

		57		43,666		12：00～12：15		小林百々子他1名 コバヤシモモコホカナ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						和田さん友人 ワダユウジン		080-6746-3923

		58		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		59		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		60		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		61		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3515-8171

		62		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学2　一般 ケンガクイッパン

		63		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		64		43,683		11：30～12：30		井上誠　他2名 イノウエマコトホカナ		3		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						鷹野さん　甥　姪 タカノオイメイ		090-4944-7040

		65		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		66		43,694		16：00～		秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ		090-6010-7833

		67		43,695		10：00～11：30		今井健太郎 イマイケンタロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						今井さん長男 イマイチョウナン		080-6527-6962

		68		43,695		10：00～11：30		今井次郎 イマイジロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン								080-5005-2791

		69		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		70		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン						森さんの知り合い モリシア

		71		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		72		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		73		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		74		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		75		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								080-6605-1043

		76		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										田さんの紹介 タショウカイ

		77		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		78		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										ケアマネ

		79		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		80		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		81		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		82		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		83		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-3134

		84		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		85		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		86		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										夫パーキンソン オット

		87		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										手が出る　ＧＨも テデ
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来客者2

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問除く） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンノゾ

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ				1		2				入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1

		2		43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										取材 シュザイ

		3		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1						次女 ジジョ		090-6178-1510

		4		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2				本人 ホンニン

		5		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3				息子/娘 ムスコムスメ

		6		43,569		14：00～14：30		石坂榮子娘さん イシザカエイコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		7		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										理事 リジ

		8		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		9		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										オレンジサロン

		10		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								地球人 チキュウジン

		11		43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		15

		12		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-6070-5446

		13		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		14		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-36-2308

		15		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

										35						25		10

		16		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		17		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5

		18		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		19		43,595				湊さん ミナト		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		20		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		21		43,601				アグネスたち		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		22		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						03-3429-3373

		23		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		24		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		1				1

		25		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		26		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		27		43,613				小倉さん オグラ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		28		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

										32						24		8

		29		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		18								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		30		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-2673-7886		見学 ケンガク

		31		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		32		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								サロン希望 キボウ

		33		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3										テレビ撮影 サツエイ

		34		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		35		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		36		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										明野ボランティア アケノ

		37		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								042-381-5975

		38		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		39		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		40		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		41		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

										47						46		1

		42		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		43		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		44		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		45		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		46		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-6010-7833

		47		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-4136-8015

		48		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		49		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		50		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		51		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		52		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		53		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-3515-8171

		54		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		55		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										40						40

		56		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		57		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		58		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3						森さんの知り合い モリシア

		59		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		60		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		61		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		62		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										14						12		2

		63		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						080-6605-1043

		64		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										田さんの紹介 タショウカイ

		65		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		66		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										ケアマネ

		67		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		68		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		69		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		70		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3						090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		71		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-3134

		72		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		6								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		73		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		74		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								夫パーキンソン オット

		75		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								手が出る　ＧＨも テデ

										32						20		12

		63.6666666667								368		1		57		314		54

		64.6666666667										2		18

		65.6666666667

		66.6666666667

		67.6666666667

		68.6666666667

		69.6666666667

		61.6666666667

		71.6666666667

		72.6666666667

		73.6666666667

		74.6666666667

		75.6666666667

		76.6666666667

		77.6666666667

		78.6666666667





図

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン																わがままハウス山吹 ヤマブキ																																																						20191210

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		4月 ガツ						5月						6月						7月						8月						9月						10月						11月						12月						1月						要介護度 ヨウカイゴド		認知症 ニンチショウ		入居理由 ニュウキョリユウ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		80代 ダイ		43,556		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		2		茂木みつ子 モギコ		95歳 サイ		43,581		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		グループホームからの転居。
自由に暮らさせてあげたい テンキョジユウク

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80代 ダイ		43,582		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		サ高住在住からの転居。
おしゃべりをしたい。交流したい。 コウジュウザイジュウテンキョコウリュウ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		80代 ダイ		43,602		なし		長期 チョウキ																																																														1		＋		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97		43,710		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		娘さんが呼び寄せ。 ムスメヨヨ

		6		廣野登志 ヒロノトシ		98		43,711		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		セカンドハウス
時々利用 トキドキリヨウ

		7		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		8		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 グフアン

		9		村本素子 ムラモトモトコ		80代 ダイ		43,775		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		2人暮らし　不安 グフアン

		10		真崎博子 マサキヒロコ		90代 ダイ		43,775		なし		中期 チュウキ																																																																ー		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		11		米山志げ子 ヨネヤマシコ		90代 ダイ		44,191				中期 チュウキ

		12		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,677		中期 チュウキ																																																														2		±		市内の看多機が縮小・休止のために緊急に宿泊場所を提供。 シナイミタキシュクショウキュウシキンキュウシュクハクバショテイキョウ

		13		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ																																																														2		±		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		14		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ																																																														2		ー		高齢者世帯。他のサービスを利用するのが嫌でここの生活で状態改善 コウレイシャセタイタリヨウイヤセイカツジョウタイカイゼン

		15		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		介護疲れの癒し目的 カイゴツカイヤモクテキ

		16		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		入居考案中。お試し入居。 ニュウキョコウアンチュウタメニュウキョ

		17		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ																																																														4		＋		時々入居予定。お試し利用。 トキドキニュウキョヨテイタメリヨウ

		18		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		家族留守中の利用。 カゾクルスチュウリヨウ

		19		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80		43,661		43,678		15泊16日 ハクヒ																																																														ー		＋		妻が手術のため。その期間の利用。 ツマシュジュツキカンリヨウ

		20		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		お試し入居 タメニュウキョ

		21		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ																																																														1		＋		横浜より転居　ガン末期 ヨコハマテンキョマッキ





入居者一覧

						主治医一覧 シュジイイチラン

										20201117

				氏名 シメイ				部屋名 ヘヤメイ		備考 ビコウ

		1		真崎博子 マサキヒロコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		2		茂木みつ子 モギコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		3		和田國恵 ワダクニエ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		4		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		5		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		6		平山かず子 ヒラヤマコ		武川診療所 ムカワシンリョウショ

		7		西澤蘭子 ニシザワランコ		甲陽病院
脳神経外科 コウヨウビョウインノウシンケイゲカ		田中先生 タナカセンセイ

		8		村本素子 ムラモトモトコ		どんぐりクリニック

		9		加々見祥子 カガミサチコ		富士見高原病院
長坂クリニック フジミコウゲンビョウインナガサカ

		10		長屋千代子 ナガヤチヨコ		中嶋整形外科クリニック ナカジマセイケイゲカ

		11





アンケート

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		アンケート
2019.11

		1		和田国恵 ワダコクメグミ				43,556		なし

		2		茂木みつ子 モギコ				43,581		なし

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ				43,582		なし

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				43,602		なし

		5		斎藤房子 サイトウフサコ				43,710		なし

		6		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,707

		7		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ

		8		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ

		9		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ

		13		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80						15泊16日 ハクヒ

		14		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ

		15		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ

		16		廣野登志 ヒロノトシ		90		43,711

		17		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739				長期 チョウキ

		18		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739				中期 チュウキ

		19		村本素子 ムラモトモトコ				43,775				中期 チュウキ

		20		真崎博子 マサキヒロコ				43,775





長期入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97

		6

		7

		8

		16

		17





まとめ半年入居者

		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		利用実者数 リヨウミシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		利用人数 リヨウニンズウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢 ネンレイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		0		2		2		13%

		80歳代 サイダイ		3		5		8		50%

		90歳代 サイダイ		2		4		6		38%

		性別 セイベツ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		男性 ダンセイ		0		4		4		25%

		女性 ジョセイ		5		7		12		75%

		要介護度 ヨウカイゴド

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		1		1		2		13%

		要介護２ ヨウカイゴ		2		3		5		31%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		1		1		6%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		なし		2		6		8		50%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		なし		1		3		4		25%

		軽度 ケイド		0		2		2		13%

		中等度 チュウトウド		2		5		7		44%

		重度 ジュウド		2		1		3		19%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		4		4		8		50%

		何とか ナン		0		4		4		25%

		車椅子 クルマイス		1		3		4		25%





まとめ1.5年

		わがままハウス山吹 ヤマブキ

		入居者数 ニュウキョシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		入居者数 ニュウキョシャスウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢・性別 ネンレイセイベツ

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		1		2		3		16.7%

		80歳代 サイダイ		1		6		7		38.9%

		90歳代 サイダイ		1		7		8		44.4%

		合計 ゴウケイ		3		15		18

		割合 ワリアイ		16.7%		83.3%		100.0%

		要介護度 ヨウカイゴド

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		1		1		2		13%

		要介護２ ヨウカイゴ		2		3		5		31%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		1		1		6%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		なし		2		6		8		50%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		なし		1		3		4		25%

		軽度 ケイド		0		2		2		13%

		中等度 チュウトウド		2		5		7		44%

		重度 ジュウド		2		1		3		19%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		4		4		8		50%

		何とか ナン		0		4		4		25%

		車椅子 クルマイス		1		3		4		25%





まとめ1.5年

		



年齢別入居者の割合



まとめ半年来客

		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		開設後の来客数 カイセツゴライキャクスウ						合計200名 ゴウケイメイ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		件数 ケンスウ		57（76%）		18　(24%)		75

		人数 ニンズウ		167　(83.5%)		33　(16.5%)		200

		月別来客者数 ツキベツライキャクシャスウ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		25		11		35

		5月 ガツ		24		8		32

		6月 ガツ		46		1		47

		7月		40		0		40

		8月		12		2		14

		9月		20		12		32

		合計 ゴウケイ		167		34		200

				入居相談者数とその後 ニュウキョソウダンシャスウゴ				34名 メイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		5名 メイ		34名 メイ

				短期入居 タンキニュウキョ		11名 メイ

				その他 タ		18名 メイ

		入居相談者の主な内容 ニュウキョソウダンシャオモナイヨウ

		理由 リユウ				人数 ニンズウ

		お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ				7

		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ				6

		両親の呼び寄せ リョウシンヨヨ				5

		介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ				5

		医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ				3

		楽しい暮らしの場 タノクバ				2

		ホスピス　（転居） テンキョ				1

		家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ				1

		その他 タ				4

		合計 ゴウケイ				34
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男女別入居者の割合
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問い合わせ

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ

		13																小原一美さん紹介 コハラカズミショウカイ						別居考案中のご夫婦。 ベッキョコウアンチュウフウフ

		14																NS美代川 ミヨカワ						認知症あり（要介護1）。グループホームを申し込みたいが。相談。 ニンチショウヨウカイゴモウコソウダン

		15		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ

		16		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ

		17								2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住
 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ

		18		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ

		19		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻
職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ

		20		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ

		21		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ

		22		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ

		23		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス

		24				90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ

		25		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン

		26		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ

		27		大川和子 オオカワカズコ				中野区鷺宮1-13-7 ナカノクサギノミヤ										090-3450-7545						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		28		小川葉子 オガワヨウコ				大阪府吹田市佐竹台4-1-10-809 オオサカフスイタシサタケダイ		43,648								090-9610-7780						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		29		加藤美保 カトウミホ				福岡県北九州市小倉南区津田3-8-1 フクオカケンキタキュウシュウシオグラミナミクツダ										093-473-9295						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		30		佐藤泰子 サトウヤスコ				岡山市北区東花尻252-1 オカヤマシキタクヒガシハナシリ										090-3740-2300						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		31		武田法子 タケダノリコ				八王子市狭間町1994-57 ハチオウジシセマアイダマチ										042-664-6851						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		32		飯室芳男 イイムロヨシオ				甲府市塩部2-6-7 コウフシシオベ																テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		33		田村佳世 タムラヨシヨ				山形県米沢市御廊1-6-1 ヤマガタケンヨネザワシゴロウ										090-4020-0866						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ





入居相談

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン						長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ		その他 タ		ＤＶその他 タ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		13		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		14		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		15		白岡えり母 シラオカハハ						2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		16		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		17		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻・職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		18		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		19		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		20		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		21		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス		長期 チョウキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		22		佐々木節子 ササキセツコ		90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		23		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン		短期 タンキ		家族病気・緊急 カゾクビョウキキンキュウ

		24		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		25		高見沢千枝子 タカミザワチエコ		84		高根町清里3545-376 タカネチョウキヨサト		2019.6								ケアマネ								短期 タンキ		宿泊先として　その他 シュクハクサキタ

		26		奥本道子 オクモトミチコ		82		大泉町 オオイズミチョウ		2019.4								本人 ホンニン						2泊３日のショートステイを利用したい ハクヒリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		27		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				大井ヶ森 オオイガモリ		2019.6								知人 チジン						ゴミ屋敷　何とかしてほしい ヤシキナン		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		28		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ						2019.8.31								近隣者 キンリンシャ						がん末期 マッキ		長期 チョウキ		がん末期　移住 マッキイジュウ

		29		石坂榮子 イシザカエイコ						2019.4														退院前のショート タイインマエ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		30		色川大吉 イロカワダイキチ																						短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		31		今井次郎 イマイジロウ														訪問看護師 ホウモンカンゴシ								短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		32		廣野登志 ヒロノトシ																						短期 タンキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		33		加々見祥子 カガミサチコ						2019.9																長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		34		柏木　繁 カシワギシゲル						43,560																長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

																										長期 チョウキ		21

																										短期 タンキ		13

								呼び寄せ ヨヨ		5

								1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ		6

								ガン末期　移住 マッキイジュウ		1

								医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ		3

								介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ		5

								お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ		7

								家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ		1

								楽しい暮らしの場 タノクバ		2

								その他 タ		4

										34





入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		石坂榮子 イシザカエイコ				北杜市小淵沢町 ホクトシコブチザワチョウ				43,567		短期 タンキ		43,574						坂本 サカモト		退院後、休養 タイインゴキュウヨウ

		3		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ		1		43,579		短期 タンキ		43,608		田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		5		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		6		奥本道子 オクモトミチコ						なし		43,582		短期 タンキ										介護疲れを癒す目的 カイゴツカイヤモクテキ

		7		高見沢千恵子 タカミザワチエコ								43,592		あいまい

		8		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		9		村本忠義 ムラモトタダヨシ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ

		13

		14





来客者1

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問含む） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンフク

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ						入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2

		2		43,563		10：30～		沼口英史 ヌマグチヒデフミ		1		入居準備 ニュウキョジュンビ		3				柏木様甥 カシワギサマオイ				付添い用ベット搬入 ツキソヨウハンニュウ

				43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								取材 シュザイ

		3		43,564		15：45～16：45		藤本　栄子 フジモトエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0247

		4		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				次女 ジジョ		090-6178-1510

		5		43,565		14：45～15：59		藤本英子様ご夫妻 フジモトエイコサマフサイ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0248

		6		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討ケアマネと ケンガクニュウキョケントウ		2				本人 ホンニン

		7		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				息子/娘 ムスコムスメ

		8		43,569		14：00～14：30		石坂榮子 イシザカエイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		9		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								理事 リジ

		10		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		11		43,571		14：00～16：20		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				竹原由美（娘） タケハラユミムスメ		090-7170-2231

		12		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								オレンジサロン

		13		43,571		15:00～15：35		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				林田由紀子 ハヤシダユキコ		090-3682-2903		友人の母 ユウジンハハ

		14		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2								地球人 チキュウジン

				43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		15		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						090-6070-5446

		16		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		17		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-36-2308

		18		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

		19		43,582		12：00～13：00		福田久子 フクダヒサコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様友人 トカシキサマユウジン

		20		43,582		12：00～16：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ

		21		43,582		13:40～14：00		藤代 フジシロ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3								和田さん担当　民生委員 ワダタントウミンセイイイン

		22		43,588		11：40～11：50		石田美代子 イシダミヨコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				和田さん友人 ワダユウジン

		23		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		24		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン

		25		43,590		17：00～17：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ				外泊のため迎え ガイハクムカ

		26		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

				43,595				湊さん ミナト		1

		27		43,597		10：40～11：10		佐藤兼一郎 サトウカイチロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン

		28		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,601				アグネスたち		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		29		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								03-3429-3373

		30		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		31		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		32		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		33		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,613				小倉さん オグラ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン

		34		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ						岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

		35		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		36		43,618		18：00～18：30		山崎節子 ヤマザキセツコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ

		37		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-2673-7886		見学 ケンガク

		38		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		39		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										サロン希望 キボウ

		40		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン										テレビ撮影 サツエイ

		41		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		42		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		43		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										明野ボランティア アケノ

		44		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								042-381-5975

		45		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		46		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		47		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		48		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

		49		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		50		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		51		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		52		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		53		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-6010-7833

		54		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-4136-8015

		55		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		56		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学　一般 ケンガクイッパン

		57		43,666		12：00～12：15		小林百々子他1名 コバヤシモモコホカナ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						和田さん友人 ワダユウジン		080-6746-3923

		58		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		59		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		60		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		61		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3515-8171

		62		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学2　一般 ケンガクイッパン

		63		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		64		43,683		11：30～12：30		井上誠　他2名 イノウエマコトホカナ		3		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						鷹野さん　甥　姪 タカノオイメイ		090-4944-7040

		65		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		66		43,694		16：00～		秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ		090-6010-7833

		67		43,695		10：00～11：30		今井健太郎 イマイケンタロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						今井さん長男 イマイチョウナン		080-6527-6962

		68		43,695		10：00～11：30		今井次郎 イマイジロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン								080-5005-2791

		69		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		70		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン						森さんの知り合い モリシア

		71		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		72		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		73		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		74		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		75		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								080-6605-1043

		76		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										田さんの紹介 タショウカイ

		77		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		78		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										ケアマネ

		79		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		80		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		81		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		82		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		83		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-3134

		84		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		85		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		86		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										夫パーキンソン オット

		87		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										手が出る　ＧＨも テデ
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来客者2

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問除く） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンノゾ

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ				1		2				入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1

		2		43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										取材 シュザイ

		3		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1						次女 ジジョ		090-6178-1510

		4		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2				本人 ホンニン

		5		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3				息子/娘 ムスコムスメ

		6		43,569		14：00～14：30		石坂榮子娘さん イシザカエイコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		7		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										理事 リジ

		8		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		9		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										オレンジサロン

		10		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								地球人 チキュウジン

		11		43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		15

		12		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-6070-5446

		13		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		14		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-36-2308

		15		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

										35						25		10

		16		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		17		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5

		18		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		19		43,595				湊さん ミナト		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		20		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		21		43,601				アグネスたち		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		22		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						03-3429-3373

		23		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		24		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		1				1

		25		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		26		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		27		43,613				小倉さん オグラ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		28		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

										32						24		8

		29		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		18								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		30		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-2673-7886		見学 ケンガク

		31		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		32		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								サロン希望 キボウ

		33		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3										テレビ撮影 サツエイ

		34		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		35		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		36		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										明野ボランティア アケノ

		37		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								042-381-5975

		38		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		39		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		40		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		41		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

										47						46		1

		42		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		43		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		44		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		45		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		46		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-6010-7833

		47		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-4136-8015

		48		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		49		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		50		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		51		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		52		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		53		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-3515-8171

		54		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		55		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										40						40

		56		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		57		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		58		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3						森さんの知り合い モリシア

		59		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		60		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		61		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		62		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										14						12		2

		63		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						080-6605-1043

		64		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										田さんの紹介 タショウカイ

		65		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		66		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										ケアマネ

		67		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		68		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		69		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		70		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3						090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		71		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-3134

		72		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		6								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		73		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		74		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								夫パーキンソン オット

		75		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								手が出る　ＧＨも テデ
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図

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン																わがままハウス山吹 ヤマブキ																																																						20191210

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		4月 ガツ						5月						6月						7月						8月						9月						10月						11月						12月						1月						要介護度 ヨウカイゴド		認知症 ニンチショウ		入居理由 ニュウキョリユウ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		80代 ダイ		43,556		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		2		茂木みつ子 モギコ		95歳 サイ		43,581		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		グループホームからの転居。
自由に暮らさせてあげたい テンキョジユウク

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80代 ダイ		43,582		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		サ高住在住からの転居。
おしゃべりをしたい。交流したい。 コウジュウザイジュウテンキョコウリュウ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		80代 ダイ		43,602		なし		長期 チョウキ																																																														1		＋		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97		43,710		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		娘さんが呼び寄せ。 ムスメヨヨ

		6		廣野登志 ヒロノトシ		98		43,711		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		セカンドハウス
時々利用 トキドキリヨウ

		7		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		8		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 グフアン

		9		村本素子 ムラモトモトコ		80代 ダイ		43,775		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		2人暮らし　不安 グフアン

		10		真崎博子 マサキヒロコ		90代 ダイ		43,775		なし		中期 チュウキ																																																																ー		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		11		米山志げ子 ヨネヤマシコ		90代 ダイ		44,191				中期 チュウキ

		12		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,677		中期 チュウキ																																																														2		±		市内の看多機が縮小・休止のために緊急に宿泊場所を提供。 シナイミタキシュクショウキュウシキンキュウシュクハクバショテイキョウ

		13		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ																																																														2		±		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		14		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ																																																														2		ー		高齢者世帯。他のサービスを利用するのが嫌でここの生活で状態改善 コウレイシャセタイタリヨウイヤセイカツジョウタイカイゼン

		15		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		介護疲れの癒し目的 カイゴツカイヤモクテキ

		16		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		入居考案中。お試し入居。 ニュウキョコウアンチュウタメニュウキョ

		17		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ																																																														4		＋		時々入居予定。お試し利用。 トキドキニュウキョヨテイタメリヨウ

		18		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		家族留守中の利用。 カゾクルスチュウリヨウ

		19		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80		43,661		43,678		15泊16日 ハクヒ																																																														ー		＋		妻が手術のため。その期間の利用。 ツマシュジュツキカンリヨウ

		20		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		お試し入居 タメニュウキョ

		21		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ																																																														1		＋		横浜より転居　ガン末期 ヨコハマテンキョマッキ





入居者一覧

						主治医一覧 シュジイイチラン

										20201117

				氏名 シメイ				部屋名 ヘヤメイ		備考 ビコウ

		1		真崎博子 マサキヒロコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		2		茂木みつ子 モギコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		3		和田國恵 ワダクニエ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		4		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		5		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		6		平山かず子 ヒラヤマコ		武川診療所 ムカワシンリョウショ

		7		西澤蘭子 ニシザワランコ		甲陽病院
脳神経外科 コウヨウビョウインノウシンケイゲカ		田中先生 タナカセンセイ

		8		村本素子 ムラモトモトコ		どんぐりクリニック

		9		加々見祥子 カガミサチコ		富士見高原病院
長坂クリニック フジミコウゲンビョウインナガサカ

		10		長屋千代子 ナガヤチヨコ		中嶋整形外科クリニック ナカジマセイケイゲカ

		11





アンケート

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		アンケート
2019.11

		1		和田国恵 ワダコクメグミ				43,556		なし

		2		茂木みつ子 モギコ				43,581		なし

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ				43,582		なし

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				43,602		なし

		5		斎藤房子 サイトウフサコ				43,710		なし

		6		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,707

		7		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ

		8		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ

		9		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ

		13		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80						15泊16日 ハクヒ

		14		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ

		15		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ

		16		廣野登志 ヒロノトシ		90		43,711

		17		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739				長期 チョウキ

		18		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739				中期 チュウキ

		19		村本素子 ムラモトモトコ				43,775				中期 チュウキ

		20		真崎博子 マサキヒロコ				43,775





長期入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97

		6

		7

		8

		16

		17





まとめ半年入居者

		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		利用実者数 リヨウミシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		利用人数 リヨウニンズウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢 ネンレイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		0		2		2		13%

		80歳代 サイダイ		3		5		8		50%

		90歳代 サイダイ		2		4		6		38%

		性別 セイベツ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		男性 ダンセイ		0		4		4		25%

		女性 ジョセイ		5		7		12		75%

		要介護度 ヨウカイゴド

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		1		1		2		13%

		要介護２ ヨウカイゴ		2		3		5		31%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		1		1		6%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		なし		2		6		8		50%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		なし		1		3		4		25%

		軽度 ケイド		0		2		2		13%

		中等度 チュウトウド		2		5		7		44%

		重度 ジュウド		2		1		3		19%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		4		4		8		50%

		何とか ナン		0		4		4		25%

		車椅子 クルマイス		1		3		4		25%





まとめ1.5年

		わがままハウス山吹 ヤマブキ

		入居者数 ニュウキョシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		入居者数 ニュウキョシャスウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢・性別 ネンレイセイベツ

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		1		2		3		16.7%

		80歳代 サイダイ		1		6		7		38.9%

		90歳代 サイダイ		1		7		8		44.4%

		合計 ゴウケイ		3		15		18

		割合 ワリアイ		16.7%		83.3%		100.0%

		要介護度 ヨウカイゴド

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		1		1		2		13%

		要介護２ ヨウカイゴ		2		3		5		31%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		1		1		6%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		なし		2		6		8		50%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		なし		1		3		4		25%

		軽度 ケイド		0		2		2		13%

		中等度 チュウトウド		2		5		7		44%

		重度 ジュウド		2		1		3		19%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		4		4		8		50%

		何とか ナン		0		4		4		25%

		車椅子 クルマイス		1		3		4		25%





まとめ1.5年

		



年齢別入居者の割合



まとめ半年来客

		



男女別入居者の割合



Sheet1

		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		開設後の来客数 カイセツゴライキャクスウ						合計200名 ゴウケイメイ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		件数 ケンスウ		57（76%）		18　(24%)		75

		人数 ニンズウ		167　(83.5%)		33　(16.5%)		200

		月別来客者数 ツキベツライキャクシャスウ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		25		11		35

		5月 ガツ		24		8		32

		6月 ガツ		46		1		47

		7月		40		0		40

		8月		12		2		14

		9月		20		12		32

		合計 ゴウケイ		167		34		200

				入居相談者数とその後 ニュウキョソウダンシャスウゴ				34名 メイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		5名 メイ		34名 メイ

				短期入居 タンキニュウキョ		11名 メイ

				その他 タ		18名 メイ

		入居相談者の主な内容 ニュウキョソウダンシャオモナイヨウ

		理由 リユウ				人数 ニンズウ

		お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ				7

		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ				6

		両親の呼び寄せ リョウシンヨヨ				5

		介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ				5

		医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ				3

		楽しい暮らしの場 タノクバ				2

		ホスピス　（転居） テンキョ				1

		家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ				1

		その他 タ				4

		合計 ゴウケイ				34
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要介護度別利用者の割合
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問い合わせ

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ

		13																小原一美さん紹介 コハラカズミショウカイ						別居考案中のご夫婦。 ベッキョコウアンチュウフウフ

		14																NS美代川 ミヨカワ						認知症あり（要介護1）。グループホームを申し込みたいが。相談。 ニンチショウヨウカイゴモウコソウダン

		15		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ

		16		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ

		17								2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住
 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ

		18		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ

		19		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻
職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ

		20		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ

		21		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ

		22		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ

		23		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス

		24				90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ

		25		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン

		26		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ

		27		大川和子 オオカワカズコ				中野区鷺宮1-13-7 ナカノクサギノミヤ										090-3450-7545						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		28		小川葉子 オガワヨウコ				大阪府吹田市佐竹台4-1-10-809 オオサカフスイタシサタケダイ		43,648								090-9610-7780						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		29		加藤美保 カトウミホ				福岡県北九州市小倉南区津田3-8-1 フクオカケンキタキュウシュウシオグラミナミクツダ										093-473-9295						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		30		佐藤泰子 サトウヤスコ				岡山市北区東花尻252-1 オカヤマシキタクヒガシハナシリ										090-3740-2300						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		31		武田法子 タケダノリコ				八王子市狭間町1994-57 ハチオウジシセマアイダマチ										042-664-6851						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		32		飯室芳男 イイムロヨシオ				甲府市塩部2-6-7 コウフシシオベ																テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ

		33		田村佳世 タムラヨシヨ				山形県米沢市御廊1-6-1 ヤマガタケンヨネザワシゴロウ										090-4020-0866						テレビを見てパンフ送付。 ミソウフ





入居相談

						入居問い合わせ・申込者 ニュウキョトアモウシコミシャ

												申込 モウシコミ		入居予定 ニュウキョヨテイ								ケアマネ

		1		出繩行雄 デナワユキオ		91		271-0064
千葉県松戸市上本郷4068 チバケンマツドシカミホンゴウ				Ｃ		43,556		長期 チョウキ		長嶋敏子 ナガシマトシコ		姪 メイ				千葉から半移住させたい。
呼び寄せ。姪御さんがあんあん・てくてく対象。 チバハンイジュウヨヨメイゴタイショウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		2		西澤蘭子 ニシザワランコ		86		北杜市小淵沢町上笹尾3332-2002 ホクトシコブチザワマチカミザサオ						4月 ガツ		長期 チョウキ		西澤淳 ニシザワジュン		長男 チョウナン						長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		3		田中吉広 タナカヨシヒロ		93		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				ー						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		4		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ				Ｂ						田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト				短期 タンキ		家の生活限界 イエセイカツゲンカイ

		5		茂木みつ子 モギコ		93						Ａ								姪 メイ				甲府のグループホーム入居中
寝たいときに寝れない
着たい洋服を着ることができず、トレーナーを着なければならない。認知症あり コウフニュウキョチュウネネキヨウフクキキニンチショウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		6		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						Ｋ						佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。
おしゃべりをしたい。
交流したい。
引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		7		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ				Ｉ						民生委員さんに紹介された ミンセイイインショウカイ		身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。
車で出歩いていいか。
自分が望むところにピッタリ チカショクジジスイクルマデアルジブンノゾ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		8		古川 フルカワ														知人の千葉さん紹介。
 チジンチバショウカイ						現在、サ高住在住。
会話が少なく、移動を検討中。 ゲンザイコウジュウザイジュウ		長期 チョウキ		サ高住からの移住 コウジュウイジュウ

		9		成島ます江 ナルシマエ																				娘からのＤＶで逃げている。
一時的に泊まることが可能か。 ムスメニイチジテキトカノウ		その他 タ		ＤＶその他 タ

		10		米山志げ子 ヨネヤマシコ		99		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1156 ホクトシコブチザワ				短期 タンキ				短期 タンキ				娘 ムスメ		要介護２ ヨウカイゴ		時々短期入所を利用したい トキドキタンキニュウショリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		11		浅尾恵子 アサオケイコ																				近くだから、グループホームからの移動は可能か チカイドウカノウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		12		二宮 ニノミヤ				松本 マツモト												親戚 シンセキ				一日２回くらいの導尿はしてもらえるか イチニチカイドウニョウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		13		佐藤美穂子 サトウミホコ																				長野県富士見町在住。
現在埼玉県の有料老人ホーム入所。
今後の参考に。 ナガノケンフジミチョウザイジュウゲンザイサイタマケンユウリョウロウジンニュウショコンゴサンコウ		長期 チョウキ		介護施設からの移動 カイゴシセツイドウ

		14		吉田雅美 ヨシダマサミ																				茅野在住。要介護2、若干尿漏れあり。社交的。考えると。 チノザイジュウヨウカイゴジャッカンニョウモシャコウテキカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		15		白岡えり母 シラオカハハ						2019.4.9								白岡えり
小淵沢在住 シラオカコブチザワザイジュウ		長女 チョウジョ				要介護２　80歳女性
韮崎在住、一人暮らし ヨウカイゴサイジョセイニラサキザイジュウヒトリグ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		16		近藤恵子 コンドウケイコ				武川在住 ムカワザイジュウ		2019.4.10								古本（ケアマネ） コモト						夫死亡後、寂しくて寂しくて
息子が施設に入居するようにと。 オットシボウゴサビサビムスコシセツニュウキョ		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		17		安出　昭 ヤスデアキラ				白州町上教来石 ハクシュウチョウカミキョウクイシ		2019.5.10								妻・職員の知り合いから ツマショクインシア						要介護２　妻と二人暮らし
脳卒中発症、入院中 ヨウカイゴツマフタリグノウソッチュウハッショウニュウインチュウ		長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

		18		大津　斉 オオツヒト		92		北杜市大泉 ホクトシオオイズミ		2019.5.10								中山由美
090-4208-0176 ナカヤマユミ		娘 ムスメ				茨城から茅野の有料老人ホームに呼び寄せた。近くを考えたい イバラギチノユウリョウロウジンヨヨチカカンガ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		19		杉本和子 スギモトカズコ				小淵沢 コブチザワ		2019.5.13								浅見（職員） アサミショクイン						訪問看護の対象。時に利用する可能性あり ホウモンカンゴタイショウトキリヨウカノウセイ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		20		平野嘉代子 ヒラノカヨコ		92		世田谷 セタガヤ		2019.5.27								河内久美子 カワウチクミコ		娘 ムスメ				大腿骨骨折　玉川病院入院中 ダイタイコツコッセツタマガワビョウインニュウインチュウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		21		斉藤房子 サイトウフサコ		96		北杜市長坂町長坂上条2575-1-308 ホクトシナガサカチョウナガサカカミジョウ		2019.7.2申込
2019.9.1入居希望 モウシコミニュウキョキボウ				長期 チョウキ				佐野恭子		娘さん
 ムスメ				認知症がある。いろいろな人の中で楽しく過ごさせてあげたい ニンチショウヒトナカタノス		長期 チョウキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		22		佐々木節子 ササキセツコ		90		長野県で一人暮らし ナガノケンヒトリグ		2019.7.11申込 モウシコミ								鈴木かおる
090-6459-5995 スズキ		娘さん ムスメ				娘さん、北杜市在住
近くに住むことを希望 ムスメホクトシザイジュウチカスキボウ		長期 チョウキ		呼び寄せ ヨヨ

		23		村本義忠 ムラモトヨシタダ		80		高根町東井出1735 タカネチョウヒガシイデ		2019.7.8申込 モウシコミ								080-6585-9075		妻 ツマ				二人暮らし
妻が病気・入院のため フタリグツマビョウキニュウイン		短期 タンキ		家族病気・緊急 カゾクビョウキキンキュウ

		24		芳井京子 ヨシイキョウコ		92		北杜市高根町清里3545-1-4-21 ホクトシタカネチョウキヨサト		2019.6.10申込 モウシコミ								畑中真知子
090-2177-3058 ハタナカマチコ		長女 チョウジョ				転居したばかり
ショートステイ希望
7/5～7/7 テンキョキボウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		25		高見沢千枝子 タカミザワチエコ		84		高根町清里3545-376 タカネチョウキヨサト		2019.6								ケアマネ								短期 タンキ		宿泊先として　その他 シュクハクサキタ

		26		奥本道子 オクモトミチコ		82		大泉町 オオイズミチョウ		2019.4								本人 ホンニン						2泊３日のショートステイを利用したい ハクヒリヨウ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		27		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				大井ヶ森 オオイガモリ		2019.6								知人 チジン						ゴミ屋敷　何とかしてほしい ヤシキナン		長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		28		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ						2019.8.31								近隣者 キンリンシャ						がん末期 マッキ		長期 チョウキ		がん末期　移住 マッキイジュウ

		29		石坂榮子 イシザカエイコ						2019.4														退院前のショート タイインマエ		短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		30		色川大吉 イロカワダイキチ																						短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		31		今井次郎 イマイジロウ														訪問看護師 ホウモンカンゴシ								短期 タンキ		短期利用 タンキリヨウ

		32		廣野登志 ヒロノトシ																						短期 タンキ		楽しい暮らしの場 タノクバ

		33		加々見祥子 カガミサチコ						2019.9																長期 チョウキ		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ

		34		柏木　繁 カシワギシゲル						43,560																長期 チョウキ		医療ニーズ退院先として イリョウタイインサキ

																										長期 チョウキ		21

																										短期 タンキ		13

								呼び寄せ ヨヨ		5

								1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ		6

								ガン末期　移住 マッキイジュウ		1

								医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ		3

								介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ		5

								お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ		7

								家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ		1

								楽しい暮らしの場 タノクバ		2

								その他 タ		4

										34





入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		石坂榮子 イシザカエイコ				北杜市小淵沢町 ホクトシコブチザワチョウ				43,567		短期 タンキ		43,574						坂本 サカモト		退院後、休養 タイインゴキュウヨウ

		3		田中恵美子 タナカエミコ		90		北杜市長坂町小荒間1320-2 ホクトシナガサカチョウコアラマ		1		43,579		短期 タンキ		43,608		田中茂典 タナカシゲルテン		長男 チョウナン		坂本 サカモト

		4		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		5		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		6		奥本道子 オクモトミチコ						なし		43,582		短期 タンキ										介護疲れを癒す目的 カイゴツカイヤモクテキ

		7		高見沢千恵子 タカミザワチエコ								43,592		あいまい

		8		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		9		村本忠義 ムラモトタダヨシ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ

		13

		14





来客者1

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問含む） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンフク

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ						入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2

		2		43,563		10：30～		沼口英史 ヌマグチヒデフミ		1		入居準備 ニュウキョジュンビ		3				柏木様甥 カシワギサマオイ				付添い用ベット搬入 ツキソヨウハンニュウ

				43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								取材 シュザイ

		3		43,564		15：45～16：45		藤本　栄子 フジモトエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0247

		4		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				次女 ジジョ		090-6178-1510

		5		43,565		14：45～15：59		藤本英子様ご夫妻 フジモトエイコサマフサイ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				友人 ユウジン		080-6652-0248

		6		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討ケアマネと ケンガクニュウキョケントウ		2				本人 ホンニン

		7		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				息子/娘 ムスコムスメ

		8		43,569		14：00～14：30		石坂榮子 イシザカエイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		9		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								理事 リジ

		10		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		11		43,571		14：00～16：20		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				竹原由美（娘） タケハラユミムスメ		090-7170-2231

		12		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1								オレンジサロン

		13		43,571		15:00～15：35		石坂榮子 イシザカエイコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				林田由紀子 ハヤシダユキコ		090-3682-2903		友人の母 ユウジンハハ

		14		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2								地球人 チキュウジン

				43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		15		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						090-6070-5446

		16		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1

		17		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1						0551-36-2308

		18		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

		19		43,582		12：00～13：00		福田久子 フクダヒサコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様友人 トカシキサマユウジン

		20		43,582		12：00～16：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ

		21		43,582		13:40～14：00		藤代 フジシロ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3								和田さん担当　民生委員 ワダタントウミンセイイイン

		22		43,588		11：40～11：50		石田美代子 イシダミヨコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン		3				和田さん友人 ワダユウジン

		23		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		24		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン

		25		43,590		17：00～17：10		長橋周平 ナガハシシュウヘイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						渡嘉敷様義弟 トカシキサマギテイ				外泊のため迎え ガイハクムカ

		26		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

				43,595				湊さん ミナト		1

		27		43,597		10：40～11：10		佐藤兼一郎 サトウカイチロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン

		28		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,601				アグネスたち		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		29		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								03-3429-3373

		30		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		31		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		32		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		33		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

				43,613				小倉さん オグラ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン

		34		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ						岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

		35		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		36		43,618		18：00～18：30		山崎節子 ヤマザキセツコ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ

		37		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-2673-7886		見学 ケンガク

		38		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		39		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										サロン希望 キボウ

		40		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン										テレビ撮影 サツエイ

		41		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		42		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		43		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										明野ボランティア アケノ

		44		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								042-381-5975

		45		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		46		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		47		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン

		48		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

		49		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		50		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		51		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		52		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		53		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-6010-7833

		54		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-4136-8015

		55		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		56		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学　一般 ケンガクイッパン

		57		43,666		12：00～12：15		小林百々子他1名 コバヤシモモコホカナ		2		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						和田さん友人 ワダユウジン		080-6746-3923

		58		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		59		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		60		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン

		61		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3515-8171

		62		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学2　一般 ケンガクイッパン

		63		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		64		43,683		11：30～12：30		井上誠　他2名 イノウエマコトホカナ		3		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						鷹野さん　甥　姪 タカノオイメイ		090-4944-7040

		65		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		66		43,694		16：00～		秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						長谷川さん ハセガワ		090-6010-7833

		67		43,695		10：00～11：30		今井健太郎 イマイケンタロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン						今井さん長男 イマイチョウナン		080-6527-6962

		68		43,695		10：00～11：30		今井次郎 イマイジロウ		1		入居者訪問 ニュウキョシャホウモン								080-5005-2791

		69		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン

		70		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン						森さんの知り合い モリシア

		71		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		72		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン

		73		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ

		74		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

		75		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								080-6605-1043

		76		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										田さんの紹介 タショウカイ

		77		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		78		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン										ケアマネ

		79		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		80		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		81		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		82		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ								090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		83		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン								0551-38-3134

		84		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		85		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		86		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										夫パーキンソン オット

		87		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ										手が出る　ＧＨも テデ
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来客者2

		わがままハウス山吹　　来客者一覧（入居者訪問除く） ヤマブキライキャクシャイチランニュウキョシャホウモンノゾ

		2019年度 ネンド

		番号 バンゴウ		月/日 ツキヒ		時　間 トキアイダ		氏　名 シナ		人数 ニンズウ		目的 モクテキ				1		2				入居者との　関係 ニュウキョシャカンケイ		連絡先 レンラクサキ		備　考 ビコウ

		1		43,561		13：30～13：45		中山しほ　千種 ナカヤマセンタネ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1

		2		43,563				石材伊藤 イシザイイトウ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										取材 シュザイ

		3		43,564		16：25～16：55		白岡　恵理 シラオカエリ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1						次女 ジジョ		090-6178-1510

		4		43,565		10：00～11：20		近藤様 コンドウサマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2				本人 ホンニン

		5		43,568		14：00～14：30		西澤　蘭子 ニシザワランコ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3				息子/娘 ムスコムスメ

		6		43,569		14：00～14：30		石坂榮子娘さん イシザカエイコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				娘さんの友人 ムスメユウジン

		7		43,570		16：50～17：14		森先生とご友人 モリセンセイユウジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										理事 リジ

		8		43,571		9：44～		小泉　敏美 コイズミトシミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-42-1336		地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		9		43,571		9：30～		北原まつ子 キタハラコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										オレンジサロン

		10		43,572		9：00～		湊さち子　古本佳子 ミナトココホンケイコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								地球人 チキュウジン

		11		43,573				サロン長坂 ナガサカ		15		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		15

		12		43,574		13：30～13：45		山岡靖子 ヤマオカヤスコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-6070-5446

		13		43,574		14：30～14：40		白州診療所 ハクシュウシンリョウジョ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		14		43,575		12：40～13：20		山口ヨシミ ヤマグチ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								0551-36-2308

		15		43,575		13:40～14：10		早川教夫 ハヤカワノリオ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				他数名 ホカスウメイ		090-9230-2626

										35						25		10

		16		43,586				宮崎知人 ミヤザキチジン		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		17		43,589				宮崎家族 ミヤザキカゾク		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5

		18		43,595				安出さん ヤスデ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		19		43,595				湊さん ミナト		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		20		43,601				わいわい職員 ショクイン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		21		43,601				アグネスたち		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		22		43,607		10：00～		落合久美子他1名 オチアイクミコホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						03-3429-3373

		23		43,607				職員吉田知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		24		43,610				多聞 タモン		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		1				1

		25		43,611		17：00～17：10		地域のケアマネ チイキ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		26		43,613				古民具寄付者 コミングキフシャ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		27		43,613				小倉さん オグラ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		28		43,616		11：00～11：40		古池雅代 コイケマサヨ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1				岩永幸子　次女 イワナガサチコジジョ		080-6544-2297		茶の間のサロン希望 チャマキボウ

										32						24		8

		29		43,618		11：00～12：30		山下明子他18名 ヤマシタアキコホカナ		18		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		18								090-5999-1520		ホスピス学校　代表 ガッコウダイヒョウ

		30		43,627		10：15～11：45		水谷敬子 ミズタニケイコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-2673-7886		見学 ケンガク

		31		43,627				宮崎親族 ミヤザキシンゾク		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		32		43,629		10：00～11：00		米山志げ子　娘 ヨネヤマシコムスメ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								サロン希望 キボウ

		33		43,629		13：00～13：45		上野千鶴子他2名 ウエノチヅコホカナ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3										テレビ撮影 サツエイ

		34		43,631		12:25～12：55		塩谷マキ シオタニ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		35		43,631		12:25～12：55		中條享子 ナカジョウキョウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		36		43,633		13：50～15：40		ねこのて		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										明野ボランティア アケノ

		37		43,642				北村　翠　他3名 キタムラミドリホカナ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								042-381-5975

		38		43,645				職員吉田の知人 ショクインヨシダチジン		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		39		43,645				職員小林の家族 ショクインコバヤシカゾク		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		40		43,646		10:00		浅見さん親戚 アサミシンセキ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4

		41		43,646		11：30～11：50		横山未悠 ヨコヤマミ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										小林ときえさん友人 コバヤシユウジン

										47						46		1

		42		43,648		14：30～15：20		髙山和雄ご夫妻 タカヤマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-20-5677		ぽこ.あ.ぽこ経営 ケイエイ

		43		43,648		11:00		生活クラブ セイカツ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		44		43,650				コープ山梨 ヤマナシ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		45		43,656				中津川元巳　知子 ナカツガワモトミトモコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								045-302-5995		横浜交響楽団 ヨコハマコウキョウガクダン

		46		43,657				秋山久江他1名 アキヤマヒサエホカメイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-6010-7833

		47		43,658		13：15～14：30		上村英司 カミムラエイジ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-4136-8015

		48		43,661				田中りつ子 タナカコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		49		43,661				東京の方 トウキョウカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		50		43,670		10：00～10：20		花嶋美代子 ハナジマミヨコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		51		43,671		13：20～		増田裕美他1名 マスダユミホカメイ		4		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		4								0551-26-0111		フルリール武川 ムカワ

		52		43,664		13：30～		南牧村の方 ミナミマキムラカタ		10		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		10

		53		43,673		14：00～		加藤都美子 カトウミヤコビコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								090-3515-8171

		54		43,677		11：30〜		深代さん親子 フカシロオヤコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		55		43,674		14：30～14：45		日吉裕子 ヒヨシユウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1										森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										40						40

		56		43,691				宮崎友人（清里） ミヤザキユウジンキヨサト		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		57		43,697				世田谷区の方 セタガヤクカタ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1

		58		43,701		10：30〜10：45		豊島節子 トシマセツコ		3		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		3						森さんの知り合い モリシア

		59		43,703		14:00		浅見さんのおば様 アサミサマ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		60		43,705		12:00		宮崎あや子 ミヤザキコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2

		61		43,708		14:00		千原さん夫婦 チハラフウフ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2

		62		43,701		10：30～10：45		豊島和男ご夫妻 トヨシマカズオフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-1506		森典子さんの友人 モリノリコユウジン

										14						12		2

		63		43,709		10：20～11：20		小池竜太ご夫妻他1名 コイケリュウタフサイホカナ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						080-6605-1043

		64		43,713		14：30～		三井閥ご夫妻 ミツイバツフサイ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										田さんの紹介 タショウカイ

		65		43,715		9：30～10：20		中山洋子他1名 ナカヤマヨウコホカナ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2										上野さん紹介 ウエノショウカイ

		66		43,718		13：00～		アークメディカル5名 ナ		5		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		5										ケアマネ

		67		43,726		13：30～13：50		千葉洋子 チバヨウコ		1		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		1								080-5540-5676		ふるさとクラブ

		68		43,730		14:10～		森川恭衣・佐藤泰子 モリカワヤスシコロモサトウヤスコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								090-3740-2300		岡山・さくら薬局 オカヤマヤッキョク

		69		43,731		16:00～16：30		沢登幸男・妻 サワノボリサチオツマ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2						090-2936-9898		母がどこかにと。 ハハ

		70		43,733		15：30～		永田八千代・他 ナガタヤチヨタ		3		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				3						090-5554-6856		妻が倒れそう ツマタオ

		71		43,737		11：00～		竹津恵美子・三俣昌子 タケツエミコミツマタショウコ		2		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		2								0551-38-3134

		72		43,737		14：30～		山下陶子 ヤマシタトウコ		6		見学1　一般 ケンガクイッパン		1		6								090-7689-5304		広島 ヒロシマ

		73		43,738		14：00〜		須賀 スガ		1		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				1								親の入居・転居を オヤニュウキョテンキョ

		74		43,733				永田八州（やしま） ナガタハチシュウ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								夫パーキンソン オット

		75		43,731				沢登ふじ子 サワノボリコ		2		見学２　入居検討 ケンガクニュウキョケントウ		2				2								手が出る　ＧＨも テデ
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図

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン																わがままハウス山吹 ヤマブキ																																																						20191210

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		4月 ガツ						5月						6月						7月						8月						9月						10月						11月						12月						1月						要介護度 ヨウカイゴド		認知症 ニンチショウ		入居理由 ニュウキョリユウ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		80代 ダイ		43,556		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		2		茂木みつ子 モギコ		95歳 サイ		43,581		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		グループホームからの転居。
自由に暮らさせてあげたい テンキョジユウク

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80代 ダイ		43,582		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		サ高住在住からの転居。
おしゃべりをしたい。交流したい。 コウジュウザイジュウテンキョコウリュウ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		80代 ダイ		43,602		なし		長期 チョウキ																																																														1		＋		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97		43,710		なし		長期 チョウキ																																																														2		⧺		娘さんが呼び寄せ。 ムスメヨヨ

		6		廣野登志 ヒロノトシ		98		43,711		なし		長期 チョウキ																																																														ー		＋		セカンドハウス
時々利用 トキドキリヨウ

		7		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 ヒトリグフアン

		8		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		1人暮らし　不安 グフアン

		9		村本素子 ムラモトモトコ		80代 ダイ		43,775		なし		長期 チョウキ																																																														ー		ー		2人暮らし　不安 グフアン

		10		真崎博子 マサキヒロコ		90代 ダイ		43,775		なし		中期 チュウキ																																																																ー		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		11		米山志げ子 ヨネヤマシコ		90代 ダイ		44,191				中期 チュウキ

		12		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,677		中期 チュウキ																																																														2		±		市内の看多機が縮小・休止のために緊急に宿泊場所を提供。 シナイミタキシュクショウキュウシキンキュウシュクハクバショテイキョウ

		13		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ																																																														2		±		退院直後、一人暮らしに慣れるため。 タイインチョクゴヒトリグナ

		14		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ																																																														2		ー		高齢者世帯。他のサービスを利用するのが嫌でここの生活で状態改善 コウレイシャセタイタリヨウイヤセイカツジョウタイカイゼン

		15		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		介護疲れの癒し目的 カイゴツカイヤモクテキ

		16		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		入居考案中。お試し入居。 ニュウキョコウアンチュウタメニュウキョ

		17		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ																																																														4		＋		時々入居予定。お試し利用。 トキドキニュウキョヨテイタメリヨウ

		18		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ																																																														ー		ー		家族留守中の利用。 カゾクルスチュウリヨウ

		19		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80		43,661		43,678		15泊16日 ハクヒ																																																														ー		＋		妻が手術のため。その期間の利用。 ツマシュジュツキカンリヨウ

		20		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ																																																														ー		＋		お試し入居 タメニュウキョ

		21		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ																																																														1		＋		横浜より転居　ガン末期 ヨコハマテンキョマッキ





入居者一覧

						主治医一覧 シュジイイチラン

										20201117

				氏名 シメイ				部屋名 ヘヤメイ		備考 ビコウ

		1		真崎博子 マサキヒロコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		2		茂木みつ子 モギコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		3		和田國恵 ワダクニエ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		4		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		5		長谷川綾子 ハセガワアヤコ		きよさと診療所 シンリョウショ		福冨先生 フクトミセンセイ

		6		平山かず子 ヒラヤマコ		武川診療所 ムカワシンリョウショ

		7		西澤蘭子 ニシザワランコ		甲陽病院
脳神経外科 コウヨウビョウインノウシンケイゲカ		田中先生 タナカセンセイ

		8		村本素子 ムラモトモトコ		どんぐりクリニック

		9		加々見祥子 カガミサチコ		富士見高原病院
長坂クリニック フジミコウゲンビョウインナガサカ

		10		長屋千代子 ナガヤチヨコ		中嶋整形外科クリニック ナカジマセイケイゲカ

		11





アンケート

								入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

						年齢 ネンレイ		入居日 ニュウキョビ		退去日 タイキョビ		日数 ニッスウ		アンケート
2019.11

		1		和田国恵 ワダコクメグミ				43,556		なし

		2		茂木みつ子 モギコ				43,581		なし

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ				43,582		なし

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ				43,602		なし

		5		斎藤房子 サイトウフサコ				43,710		なし

		6		高見沢千恵子 タカミザワチエコ		80		43,592		43,707

		7		石坂榮子 イシザカエイコ		80		43,567		43,574		7泊８日 ハクヒ

		8		田中恵美子 タナカエミコ		90		43,579		43,616		38泊39日 ハクヒ

		9		奥本道子 オクモトミチコ		80		43,582		43,584		2泊3日 ハクカ

		10		西澤蘭子 ニシザワランコ		80		43,617		43,619		2泊3日 ハクカ

		11		色川大吉 イロカワダイキチ		90		43,634		43,634		日帰り ヒガエ

		12		芳井京子 ヨシイキョウコ		90		43,651		43,653		2泊3日 ハクカ

		13		村本忠義 ムラモトタダヨシ		80						15泊16日 ハクヒ

		14		今井次郎 イマイジロウ		70		43,697		43,699		2泊3日 ハクカ

		15		青柳慎一郎 アオヤギシンイチロウ		70		43,708		43,712		4泊5日 ハクヒ

		16		廣野登志 ヒロノトシ		90		43,711

		17		加々見祥子 カガミサチコ		75		43,739				長期 チョウキ

		18		小林洋子 コバヤシヨウコ		75		43,739				中期 チュウキ

		19		村本素子 ムラモトモトコ				43,775				中期 チュウキ

		20		真崎博子 マサキヒロコ				43,775





長期入居者

						入居者一覧 ニュウキョシャイチラン

										要介護度 ヨウカイゴド		入居日 ニュウキョビ				退居日 タイキョビ						ケアマネ

		1		和田国恵 ワダコクメグミ		82		北杜市小淵沢町上笹尾3332-1158 ホクトシコブチザワマチカミザサオ		なし		43,556		長期 チョウキ		なし				身よりなし ミ		なし		近くでペンションをやっていた。食事を自炊していいか。車で出歩いていいか。 チカショクジジスイクルマデアル

		2		茂木みつ子 モギコ		93				2		43,581		長期 チョウキ		なし		鷹野 タカノ		姪 メイ		アルプス・横沢 ヨコザワ		甲府のグループホーム入居中
認知症あり コウフニュウキョチュウニンチショウ

		3		渡嘉敷美智子 トカシキミチコ		80						43,582		長期 チョウキ		なし		佐藤和子 サトウカズコ		姉夫婦 アネフウフ				近くのサ高住在住。おしゃべりをしたい。
交流したい。引越して来たい チカコウジュウザイジュウコウリュウヒッコキ

		4		長谷川綾子 ハセガワアヤコ								43,602		長期 チョウキ

		5		斎藤房子 サイトウフサコ		97

		6

		7

		8

		16

		17





まとめ半年入居者

		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		利用実者数 リヨウミシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		利用人数 リヨウニンズウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢 ネンレイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		0		2		2		13%

		80歳代 サイダイ		3		5		8		50%

		90歳代 サイダイ		2		4		6		38%

		性別 セイベツ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		男性 ダンセイ		0		4		4		25%

		女性 ジョセイ		5		7		12		75%

		要介護度 ヨウカイゴド

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		1		1		2		13%

		要介護２ ヨウカイゴ		2		3		5		31%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		1		1		6%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0		0		0%

		なし		2		6		8		50%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		なし		1		3		4		25%

		軽度 ケイド		0		2		2		13%

		中等度 チュウトウド		2		5		7		44%

		重度 ジュウド		2		1		3		19%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期利用 タンキリヨウ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		4		4		8		50%

		何とか ナン		0		4		4		25%

		車椅子 クルマイス		1		3		4		25%





まとめ1.5年

		わがままハウス山吹 ヤマブキ

		入居者数 ニュウキョシャスウ

				入居（短期以外） ニュウキョタンキイガイ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		入居者数 ニュウキョシャスウ		18		7		25

		月別利用人数 ツキベツリヨウニンズウ

				長期入居 チョウキニュウキョ		短期入居 タンキニュウキョ		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		3		3		6

		5月 ガツ		4		2		6

		6月		4		3		7

		7月		4		3		7

		8月		4		1		5

		9月		5		2		7

		年齢・性別 ネンレイセイベツ

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		合計 ゴウケイ		割合 ワリアイ

		70歳代 サイダイ		1		2		3		16.7%

		80歳代 サイダイ		1		6		7		38.9%

		90歳以上 サイイジョウ		1		7		8		44.4%

		合計 ゴウケイ		3		15		18

		割合 ワリアイ		16.7%		83.3%		100.0%

		要介護度 ヨウカイゴド				（入居当時） ニュウキョトウジ

				入居者数 ニュウキョシャスウ		割合 ワリアイ

		要介護１ ヨウカイゴ		5		27.8%

		要介護２ ヨウカイゴ		6		33.3%

		要介護３ ヨウカイゴ		0		0.0%

		要介護４ ヨウカイゴ		0		0.0%

		要介護５ ヨウカイゴ		0		0.0%

		なし		7		38.9%

		認知症の有無 ニンチショウウム

				入居者数 ニュウキョシャスウ		割合 ワリアイ

		なし		7		38.9%

		軽度 ケイド		4		22.2%

		中等度 チュウトウド		7		38.9%

		重度 ジュウド		0		0.0%

		歩行状態 ホコウジョウタイ

				入居者数 ニュウキョシャスウ		割合 ワリアイ

		階段ＯＫ カイダン		10		55.6%

		何とか ナン		4		22.2%

		車椅子 クルマイス		4		22.2%

		入居前の家族状況 ニュウキョマエカゾクジョウキョウ

				入居者数 ニュウキョシャスウ		割合 ワリアイ

		一人暮らし ヒトリグ		8		44.4%

		配偶者と二人 ハイグウシャフタリ		4		22.2%

		子どもと二人 コフタリ		2		11.1%

		子ども世帯と同居 コセタイドウキョ		2		11.1%

		その他施設など タシセツ		2		11.1%





まとめ1.5年

		



年齢別入居者の割合



まとめ半年来客

		



男女別入居者の割合
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要介護度別利用者の割合



		



認知症の有無



		



歩行状態



		



入居前の家族状況



		わがままハウス山吹 ヤマブキ						半年間のまとめ ハントシカン

		開設後の来客数 カイセツゴライキャクスウ						合計200名 ゴウケイメイ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		件数 ケンスウ		57（76%）		18　(24%)		75

		人数 ニンズウ		167　(83.5%)		33　(16.5%)		200

		月別来客者数 ツキベツライキャクシャスウ

				一般的見学 イッパンテキケンガク		入居検討見学 ニュウキョケントウケンガク		合計 ゴウケイ

		4月 ガツ		25		11		35

		5月 ガツ		24		8		32

		6月 ガツ		46		1		47

		7月		40		0		40

		8月		12		2		14

		9月		20		12		32

		合計 ゴウケイ		167		34		200

				入居相談者数とその後 ニュウキョソウダンシャスウゴ				34名 メイ

				長期入居 チョウキニュウキョ		5名 メイ		34名 メイ

				短期入居 タンキニュウキョ		11名 メイ

				その他 タ		18名 メイ

		入居相談者の主な内容 ニュウキョソウダンシャオモナイヨウ

		理由 リユウ				人数 ニンズウ

		お試し入居（将来の利用） タメニュウキョショウライリヨウ				7

		1人暮らし限界 ヒトリグゲンカイ				6

		両親の呼び寄せ リョウシンヨヨ				5

		介護施設・サ高住からの転居 カイゴシセツコウジュウテンキョ				5

		医療ニーズの高い要介護者 イリョウタカヨウカイゴシャ				3

		楽しい暮らしの場 タノクバ				2

		ホスピス　（転居） テンキョ				1

		家族の病気で緊急入所 カゾクビョウキキンキュウニュウショ				1

		その他 タ				4

		合計 ゴウケイ				34





		







入居理由 18名
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主な入居理由
入居者数 割合

一人暮らしが不安 6 33.3%

他地域からの呼び寄せ 5 27.8%

家族の事情 3 16.7%

入居施設の変更 2 11.1%

その他 2 11.1%



退居者数と退居理由 7名
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入居者数 割合 入居期間

他介護施設へ転居 4 57.1% 約3ヵ月

自宅復帰 2 28.6% 1.5ヵ月
7ヵ月

入院 1 14.3% 4日

主な退去理由と入居期間　（退去者数　7名）



経営状況
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大まかな収支構造
（入居者10人の場合）

項目 金額

居室利用料 650,000
管理費 300,000
寄り添い費 500,000
食費 300,000
その他 15,000

合計 1,765,000

一般経費 1,100,000
人件費 500,000

合計 1,600,000

収入

支出
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③取り組みの成果と課題

＜全体的に＞

生活支援が必要な方の新しい暮らしの場として『支援付き共
生すまい』が有効で、多様な高齢期のライフスタイルを支え
るモデルになりました。

移住ブームの中で都市近郊の空きペンションを活用した小規
模で家庭的なシェアハウスで、地域住民の「寄り添いスタッ
フ」と外部サービスとしての介護スタッフがいっしょになっ
て支援する方式や、入居者同士が主体的にかかわりあって生
活することの実現のための『ほっこりミーテング』などの会
議のあり方も今後の運営の参考となるでしょう。

“住み慣れた地域・家”ではなく、“住みたい地域・居場所
”になるような地域作りが求められているのではないでしょ
うか。

49



＜建物について＞

１．既存ペンションの改修の良さ

・新築にはない味のある空間

ペンションならではの風光明媚な風景を活かすため、天窓が良い感じに各
居室のアクセントになり、空間的な魅力を出しています。２階部分を談話ス
ペースに改築し窓を広く取り、遠方の山を望む景色がきれいに見えるように
したので、入居者同士が2階でくつろいで団らんすることができるようになり

ました。また、浴室ももともとの露天風呂風に三面をガラス張りになってい
るのを生かし、森に面しており、景色を眺めながら入浴できるようになって
います。

・古民具などの活用で落ち着いたリッチな居心地

地域住民や職員、友人・知人の寄贈の、新品ではない上等の古民具・食器・高級家具など
が家の中のいたるところに置かれ、さらに使用されていることで、懐かしさやゆとりを
感じることができる居心地の良い空間となりました。

見学に来た多くの方が「まあ、なんて落ち着いた雰囲気でリッチな気分で暮らせるところ
でしょう！」と言ってくれます。

・小規模な建物の良さ

建物の造りや間取りなど、1戸建ての家の少し大きいサイズのようなので、入居者同士が

部屋の行き来があったり、いっしょに台所で作業したりとシェアハウスとして暮らしや
すい建物となっているようです。入居者が“自分の家”“自分たちの家”という意識を
もっていることが頻繁に見受けられます。 50



２．改修の問題・課題

築29年のペンションを改修したが、元建物の老朽
が思ったより激しく、当初は3,000万円を見込んで
いた改修だが、実際は4,700万円かかりました。ま

た設備的な面で、開設後新しく取り換えた箇所は問
題ないのですが、既存部分に問題が出る等、改修工
事後の問題も生じています。事業開始後、予想以上
の修繕費がかかっています。

51



＜運営について＞

１．実践してわかったこと・成果

(1)“支援付き共生すまい”に需要があるということ

(2）“つながり”を重視した共同生活住居の必要性

(3）要介護の人とそうでない人が共にかかわり合って暮らすこと
ができること

(4） “寄り添いスタッフ”という市民の活躍の場

(5）八ヶ岳根っこの会とのだんだん会の協働

52



２．今後の検討課題

(1)夜間体制について

(2)わがままハウス山吹での看取り

(3)別荘ホスピスは、終末期を過ごす選択肢の一つ

(4)寄り添いスタッフと介護スタッフ（てくてく職員）の連携

(5)入居者同士の良好な関係性の維持

53


	わがままハウス山吹
	スライド番号 2
	山梨県北杜市の概要（平成30年1月1日現在）　　　　　　　　　　　　　　　
	一般社団法人だんだん会
	一般社団法人だんだん会の理念
	スライド番号 6
	主な事業　〜実施・計画している主な事業〜
	わがままハウス山吹
	①-1　地域特性と課題
	①-２　地域特性と課題
	①-3　地域特性と課題　　合意・目標
	解決方法における先導性・創意工夫点
	②-1　事業内容　　空間づくりの工夫
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	「住みよい共生すまい作り地域会議」開催
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	②事業内容　　　　
	スライド番号 42
	②事業内容　　　　入居者の特徴
	入居者の概要
	入居理由　　　18名
	退居者数と退居理由　7名
	経営状況
	スライド番号 48
	③取り組みの成果と課題
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53

