暑中お見舞い申し上げます
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平素はひとかたならぬご厚情にあずかり心から御礼申し上げます
暑さ厳しい折から皆様方のご自愛のほどお祈り申し上げます
今後共なお一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます
平成二十六年 七月

株式会社
サフラン

株式会社
ヴィラージュ

医療法人社団
ほたか会

学校法人
群馬パース学園
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─ 人には生命ある限り希望がある─

PAZ Group

過去
職員数

39名

美しく、健やかに、元気で…

1977年

1990年

1992年

1997年

県内で４番目の特別養護

株式会社ヴィラージュ創設

学校法人ほたか会

学校法人

老人ホーム川場村に創設

有料老人ホーム

ほたか保健福祉専門学校創設

群馬パース学園創設

ヴィラージュ尾瀬創設

「死ねてよかったね」と

1998年

「最高のサービスを

いえる看護

安価で多くの人々に」

群馬パース看護短期大学創設

1978年
医療法人社団ほたか会

ほたか病院創設

2000年

みさと医学研究所創設

美郷医学研究所移設
群馬パース看護短期大学附属研究所創設

「付き添いのいらない病院」

現在

0000名

株式会社サフラン創設

人が生まれてから、お亡くなりになるまでの期間を平均寿命と言うのに対して、健康寿

付き添いのいらない病院から

命とは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を表しています。

病人をつくらない病院へ

848名

職員数

群馬パース大学創設

PAZ Group は４法人協働で健康寿命伸長に取り組みます。

職員数

未来

2005年

1980年

平均寿命

男性平均 79.64歳
女性平均 86.39歳

健康寿命

男性平均 70.42歳
女性平均 73.62歳

2078.6.13（100周年）

2097.12.19（100周年）

2090.9.8（100周年）

2105.12.20（100周年） 2115.4.1（100周年）

医療法人社団ほたか会将来規模
（群馬パース大学附属病院）

学校法人群馬パース学園将来規模

株式会社ヴィラージュ将来規模

株式会社サフラン将来規模

社会福祉法人パースの森将来規模

大学院
（修士課程・博士課程）
： 360名
大学８学部18学科
： 3,020名
附属幼稚・小学・中学・高校： 600名
総学生数
3,980名

高齢者住宅（カレッジ・シニア型）
：100名
高齢者住宅（エグゼクティブ型）
：80名
三世代交流ケア付住宅：三世帯30名
ホスピス介護付住宅：二世帯10名
予防検診センターホテル：50室
商品物流センター
教職員・研究者用住宅：20名
小規模多機能型施設拡大
在宅支援センター
ボランティア青少年センター

学生マンション：100名
医療専門職教育センター
人材育成・紹介センター
法律・会計外コンサル業
ＰＡＺ関連施設管理運営
ＰＡＺ資料館・美術館
ＰＡＺ文書庫
ＰＡＺ迎賓館
ＰＡＺセミナーハウス
ＰＡＺ記念講堂
ショッピングモール
日本語学習センター

特養ホーム
：80名
認定看護師養成所
：40名
保育園
：80名
ぶどう園・ワイナリー
レストラン・ドックラン併設
リゾート型有料ホーム：80名

予防医学急性期病院：55床
長期療養環境安心病院：144床（緩和病棟含む）
老人保健施設：87床
ケアハウス：30床
在宅医療推進センター：２か所（小規模多機能型施設併設）
訪問（診察・看護・介護・リハ・薬務）
：通所（リハ・看護・介護）
助産所併設
大学教育指定病院
各医療専門職研修指定病院
検診センター

2080.5.30（100周年）
美郷医学研究所将来規模

保健科学部
薬学部
会計法学部
芸術学部
医学工学部
地球環境農学部
社会福祉学部
夜間保健部
大学学生数

６学科
１学科
２学科
１学科
２学科
１学科
３学科
２学科

1,300名
３60名
160名
160名
160名
160名
480名
240名
3,020名

2100.9.1（100周年）
群馬パース大学附属研究所将来規模
生命科学
生命
科学
学全般
全般・地
・地
地球環
球 境気
境気象医
象医学研
象医
学研究
学研
究

病人を作らないシステム造り
（健康寿命の促進・予防医学）
健康増進センター

大学を中核とした高齢者理想郷創り
（地域連携の強化）
生体情報解析センター

学生・高
学生
・高
・高齢者
高齢者
齢者トレ
トレーニ
トレ
ーニング
ーニ
ング
ングセン
グセン
センター
ター

そして未来に…
樋口建介100年構想

群馬パース大学

G U M M A PA Z C O L L E G E 2 015

＋ NURSING〈看護学科〉
＋ PHYSICAL THERAPY〈理学療法学科〉
＋ MEDICAL TECHNOLOGY〈検査技術学科〉

新学長からのメッセージ
学生時代は人生全体から見ても極めて重要な時期です。人間と
しても成長し、立派な社会人、役立つ職業人となって世の中に大き
く羽ばたく準備をする期間です。本学はその貴重な時期を過ごす
学生に対して、独自の教育方針に基づいて、教職員が一丸となって、
全力で教育と指導と支援をします。
PAZ ～ 本学の教育方針 ～
「PAZ」は平和を意味し、
「平和で公正で安定し成長する」社会を希求する大学である
ことを示し、同時に大学も学生も「平和・公正・安定・成長」を旨とすることを示す。
さらに、
「P 、A 、Z」の各文字には、
Pessoã（個性）
、Assistencia（互助）
、Zelo（熱意）
という個別の概念が付与されている。この対応に基づいて、学生の「一個人、社会人、
職業人」としての側面を高めた能力を磨くことを本学の「教育の三本柱」とする。
P 、A 、Zの表す三つの能力を、それぞれ以下の名称で呼ぶ。
「柔軟な知的適応能力」
「円滑な対人協調能力」
「有用な業務遂行能力」
これらは簡略に「P力、A力、Z力」とも書き、総合した能力を「PAZ力」と呼ぶ。
本学は３つの能力を併せて総合的な人間力をもった人材を世に送り出すことを目指す。
2014.4.1 群馬パース大学 学長 栗田 昌裕
この

Gunma Paz
Workers
Professional Care
uide
Training College G

校名が変わりました

夢

どこまでも

項
校案内・入学試験要
平成２７年度 専門学

群馬パース福祉専門学校

群馬パース大学福祉専門学校

専門学校
群馬パース大学福祉
介護福祉学科

（国家資格）
医療的ケアができる次世代「介護福祉士」

医療的ケアができる

次世代「介護福祉士

！

（国家資格）を目指す
」

次世代 介護福祉士
平成 26 年度入学 生から養
成課程の 中で医療 的ケア
（喀痰吸引等）を学びま
す＝医療的ケア（喀痰吸
引等）
ができる介護福祉 士の誕生
現

行

新たに追 加

介護

こころと
からだの
しくみ

の養成に全力を尽くします
平成26年度入学生から養成課程の中で医療的ケア
（喀痰吸引等）
を
（喀痰吸引等）
ができる介護福祉士の誕生
学びます ＝ 医療的ケア

医療的ケア

人間と社会

次世代

介護福祉士

群馬パース大学
群馬パース大学大学院
群馬パース大学福祉専門学校

Paz は、平和を意 味するポルトガル 語、パー
ス（Paz） に 由 来 し ま す。 同 時 に Paz に は、
この３文 字 を 頭 文 字 とする Pessoã（ 個 性 ）
、
Assistencia（互助）、Zelo（熱意）の意味が与
えられています。

Paz（平和）平和で公正な社会の発展
Pessoã（個性）───── 個人の尊厳と自己実現、
Assistencia（互助）─ 多様な人々の共存と協調、
Zelo（熱意）───────────── 知の創造、

http://www.paz.ac.jp/

さくら（高崎の花）

建学の精神

への貢献

群馬パース大学・大学院
TEL.027-365-3366㈹

群馬パース大学福祉専門学校
TEL.0279-63-3470

新たな構想の下に
医療法人ほたか会
理事長 小林

功

このたび、私は９年間在籍した群馬パース大学から、大学のルーツでもある「ほ
たか会」に参加することになりました。
考えてみますと、ほたか病院の初代名誉院長が私の恩師七條小次郎群馬大学名
誉教授であり、病院のある父の生まれ故郷、川場村の関清村長は中学時代からの
親友であり、何か深い縁を感じています。
さて、医療法人社団ほたか会と学校法人群馬パース学園は今後一層連携して活
動してゆく方針です。大学には看護学科、理学療法学科に加え、検査技術学科が
あります。そこで、パースグループの大きな目標の一つである、
「オーダーメイド
検診」が始まります。
「病人を作らない環境 医療、福祉、教育」を目指します。
個人に合った健康管理を充実させて、
「元気で長生きする」社会を実現するための
検診体制であります。
一方、従来の療養病棟はさらに充実させるとともに、一般病棟も関連施設や地
域のニーズに貢献してゆく所存であります。
以上のように、構想新たに、地域に根ざした医療・予防医学確立に邁進したい
と存じますので、倍旧の御支援御協力をお願い致します。

最新の検査機器を導入

医療法人社団
ほたか会

ほたか病院
群馬パース大学と連携し最新の検
査設備を有し、人間ドックなどで
「病人を作らない病院」として予
防への取り組みも始めています。

http://www.hotaka.or.jp/

しゃくなげ（川場の花）

ほたか病院
介護老人保健施設 武尊荘
TEL.0278-52-2141㈹

ほたか医科歯科クリニック /ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅カペラ
TEL.0278-23-0678㈹

こすもすクリニック
TEL.0279-25-1384㈹

株式会社ヴィラージュ 代表取締役
ヴィラージュ 尾瀬施設長

河上 三枝子
日増しに日差しが強くなり、木陰が恋しい季節となりました。
皆様も熱中症や脱水症に気を付けてお過ごしのことと存じます。
また、平素は格別のご支援お引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
５月には平成24年から休園していた「尾瀬農園」を再開することができました。ジャガ
イモや西瓜、草花の種や苗の作付けをして利用者様・スタッフ一同成長を楽しんでおりま
す。秋には、皆様とともに収穫を楽しんでいただけるように成長をお便りでお知らせさせ
ていただきます。時節柄、ご健康に留意されてご活躍されますことをお祈り申し上げます。

グループホーム高山の家

グループホーム美ら寿の家

管理者 黛

管理者 割田 あけみ

真人

「高山の家」は、毎月利用者様に季節
を感じていただけるよう楽しいイベント
を開催しています。４月は桜の花見に出
かけて皆様に大変喜んでいただけまし
た。今後も利用者様の生活がより楽しく
豊かになるよ
う、職員一丸
となってサー
ビス提供をし
ていきます。

「美ら寿の家」の利用者様全員がハン
ドベルの演奏に挑戦中です。曲目は「き
らきら星」です。
最初は利用者様も職員も四苦八苦でし
たが、ひとり一つの音階を割り振り練習
し、少しずつ
曲に近づき皆
様笑顔で楽し
く行っていま
す。

ケアサポートセンター夢・グループホーム上白井の家

管理者 塚田 純也

ヴィラージュ居宅介護支援事業所

管理者 小渕 暁美

私たちの施設は、居宅・グループホーム・小規模多機能居宅介護施設が併設されてお
り、イベント行事はもちろんのこと日ごろから利用者様同士交流を図っております。週
２回月曜日と金曜日に合同レクと称し、２つの施設の利用者様が集まって体操や余暇的
な活動を実施しています。継続してきたことで、お互いが顔
馴染みになり「今日も宜しくね」
「おばちゃんこっちの席空
いているよ」と自然と会話や笑顔が増えていっています。あ
る利用者様は「こういう機会はもっと増やすべきだよ」と要
望されたりもします。楽しむ姿や活気づく様子を見ていると、
人と人の繋がりは大事なものだと改めて感じます。

株式会社ヴィラージュ
美しく
健やかに
元気で老いる
http://www.kk-village.co.jp/

あじさい（渋川の花）

ケアサポートセンター夢
ヴィラージュ居宅介護支援事業所
TEL.0279-20-2088

有料老人ホーム
ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333

グループホーム
高山の家
TEL.0279-70-5110

グループホーム
上白井の家
TEL.0279-20-2089

グループホーム
美ら寿の家
TEL.0278-30-9051

リベルテ高崎

学生専用マンション

初めての一人暮らしを支援します。
25室は、県外から入学した学生さんたちで満室に
なりました。
● JR 高崎駅まで徒歩５分の好立地
●１年ごとの契約で敷金・礼金不要
●鉄筋コンクリート７階建てでゆとりの9.5帖
●冷蔵庫・洗濯機・ベッドの生活用品やインターネット完備の快適生活
●オートロック＋室内警備＋エントランス
（EVホール）警備システムの三重セキュリティで初めて
の一人暮らしも安心

メディカルサフラン

キャリアサポートセンター

幅広い医療職の再就職・転職のサポー
トをしております。
求職者の希望や要望を充分にヒヤリ
ングした後、就職先を紹介しています。
丁寧なカウンセリングやアフターフォ
ローも充実しています。再就職や転職
をお考えの際は、お気軽にご相談くだ
さい。新店舗にてスタッフ一同皆様の
お越しを心よ
りお待ちして
おります。

群馬パース大学が学生及び卒業生支
援のために設置した「キャリアサポー
トセンター」の管理を行っております。
病院情報の提供や就職における悩み
や不安についての相談、再就職・転職
の支援まで共に考えます。

星の降る郷セミナーハウス高山
主に本学学生の研修や課外活動での合宿などで
利用しております。一般の方も利用できます。
研修事例
中小企業新入社員研修
入試対策合宿（高等学校）
新入学生研修
PAZ Group 職員スキルアップ研修
等

株式会社サフラン
http://www.kk-safran.co.jp/
不動産事業

職業紹介事業

TEL.027-381-6002

◆不動産部門
事業案内
●群馬パース大学学生マンション管理
◆職業紹介部門（Medical-Safran）
●有料職業紹介（医療職全般の再就職支援等） ●一般労働者派遣
◆業務受託部門
●「PAZ Group」各法人の税務・労務・法務等の顧問契約管理及び人材管理
●各種研修事業 ●セミナーハウス高山の運営
はくもくれん（高崎の花）

ほたか病院
介護老人保健施設 武尊荘
有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬

ほたか医科歯科クリニック
ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅 カペラ

Kawaba

Numata
Takayama
群馬パース大学福祉専門学校
星の降る郷 セミナーハウス高山
グループホーム高山の家

グループホーム美ら寿の家

Showa
Shibukawa
こすもすクリニック
グループホーム上白井の家
ケアサポートセンター夢
ヴィラージュ居宅介護支援事業所

Takasaki
群馬パース大学
群馬パース大学大学院
株式会社サフラン

安心と信頼をつなぐ
ネットワーク

高山村はフジバカマの里を目指しています。９月頃にアサギマダラ（蝶）が飛来します。

編集後記

政府は従業員がより健康になると企業が国に支払う医療関連のお金が減る新制度を導入する検討に入っています。企業が従業員の健康
向上に熱心に取り組むよう促し、国民の健康水準を高めることを目的としています。21世紀の医療は、将に「治療から予防へ」と変化し
ています。自分はまだまだ大丈夫だと安心していませんか？これからは、若いうちから健康づくりに取り組むことが重要とされています。
我々パースグループ４法人は、皆様の“健康で元気”を願い、医療・介護・教育において様々な形でサポートさせていただいておりま
す。どうぞお気軽に担当者までご相談下さい。
暑さが体に堪える季節となりました。熱中症対策をお忘れなく…皆様くれぐれもご自愛下さい。
前回同様引き続き皆様からのご意見を編集員一同お待ちしています。
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PAZ Group 総長 樋口建介
群馬県高崎市岩押町５-１ TEL.027-310-5115

