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メディカルヴィレッジ那須とは
　高齢者が健康なうちに入居し、自分らしく終身の住まいで暮らすことができる生活共同体をCCRC

（Continuing Care Retirement Community：退職後人生の継続ケアコミュニティ）と呼び、1970年代
にアメリカの郊外都市に設置されました。この構想が日本でも試みられつつあります。
　2025年に向けて後期高齢者が急激に増加し、医療・介護サービスの不足が深刻化します。近年、地
震や水害の多発、新型コロナウイルスの流行により、人口が密集する都市部で、日常生活の不安が増大
し、高齢者が今後の人生をデザインすることが難しくなっています。そこで都市部を離れ、自然豊かな
地方で、高齢者が自分らしく終身の住まいで暮らすことができる生活共同体CCRCC（Continuing Care 
Retirement Community in the Country）を実現する複合施設、メディカルヴィレッジ那須を開設します。
　メディカルヴィレッジ那須は、東京から新幹線でほぼ1時間の那須塩原駅の近くに位置します。
CCRC施設はレジデンスナスパ、菅間記念病院サテライトクリニック、ウェルネスNASPAからなりま
すが、敷地内に那須看護専門学校と緑豊かな公園、ランニング・散歩コースがあります。
　レジデンスナスパはCCRCの住居となる小規模有料老人ホームで、終身の介護サービスを受けること
ができます。クリニックは地域中核病院である菅間記念病院の付属診療所で、日常の健康チェックとと
もに高度な医療を受けることができます。ウェルネスNASPAは大浴場のあるフィットネスジムで、健
康増進や介護予防のプログラムを受講することができます。同一敷地内の那須看護専門学校には120人
の若者が集っています。看護の知識と技術を学んでいますが、より良い看護師となるには人の心を学ぶ
必要があります。レジデンスナスパの住人と看護学生が、図書館、談話室、公園等を共有し、交わる機
会を設けます。
　看護学生の人間教育に積極的に協力いただける有識高齢者の方を優先的に募集します。

ロイヤルリゾート那須の玄関口に、
万全の医療体制を備えて2021年3月に新設。

有料老人ホーム「レジデンス ナスパ」から

始まる新しい暮らし
健康を維持しながら、もしもの時には医療と介護サービスを受けられる安心を備えた高齢
者ホームが、メディカルヴィレッジ那須の中に誕生しました。

「レジデンス ナスパ」は地方における継続的なケアコミュニティを目指す「CCRCC」の考え方のもと
高齢者の健康増進をサポートする発信基地となります。
※�CCRCC＝Continuing�Care�Retirement�Community�in�the�Country（地方における退職後継続ケアコミュニティ）

Withコロナの時代。新しい生活様式として、ゆったりとした自然豊かな地方への移
住が注目されています。メディカルヴィレッジ那須は「健康増進」「集い（看護学生
との交わり）」「医療」「住まい」をコンセプトとし、高齢者が自らの健康を守り、豊
かな終の生活を送れるよう多方面から支援するユニバーサルな共創拠点です。

メディカルヴィレッジ那須　四つの魅力
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シンプルモダンなお部屋と、
入居者同士が交流できる共有の空間。

お部屋（定員18名）Private room

ウェルネス�ナスパの設備も利用でき、毎日を自分らしく過ごすことができます。

お一人様タイプ　広さ：13.11 〜 14.28㎡　
お部屋は3色のカラーバリエーション。

有料老人ホーム
レジデンスナスパ

大浴場｜ラウンジ

菅間付属診療所
（菅間記念病院サテライトクリニック）

ウェルネスナスパ

3F

2F

1F

食事以外の時間も自由にお使いい
ただけます。
入居者やスタッフ、看護学校の生
徒との交流、また趣味など、自由
な時間をお楽しみください。

居間・食堂（共用部） 
Living room / dining room

菅間記念病院や介護事業で培った
実績を生かし、高齢者が栄養をバ
ランスよく摂取できる食事を提供
します。また、それぞれのお体の
状態に応じて、食べやすさに配慮
した食事を用意します。

明るく広いフィットネスジムで、
健康を維持しましょう。

お食事 Meal

ウェルネスナスパ 
WellnessNASPA

大きなお風呂でゆったり、一日の疲れ
を癒やしましょう。

大浴場 Big bath

社会医療法人 博愛会那須看護専門学校 レジデンス　フィットネス
NASPA
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「今は健康に心配はないけれど、この先はどうなるかわからない…」
これからの老人ホーム選びには、先を見越した選択も必要です。
「レジデンス�ナスパ」は、新しい暮らしをご提案します。

人生100年時代。
より豊かに健康な毎日を
過ごすために ◦�「メディカルヴィ レッジ那須」構想の中のレジ

デンス
◦�同じ建物内にある ウェルネスナスパの大浴場や
ジムを利用可能
◦�「要支援・要介護」 など、介護が必要な状態に
なっても引き続き 入居可能
◦�無料の市内巡回バ スや病院等の送迎サービス

◦�レジデンスナスパ独自のイベント
を開催
◦�入居者の得意分野を生かした様々
な活動を支援
◦�敷地内にある那須看護専門学校の
学生との交流
◦看護学校の図書館を利用可能
※看護学生の人間教育にご協力ください。

◦�ウェルネスナスパでの健康増
進プログラム
◦���在宅総合ケアセンターでは経
験と蓄積を生かした介護予防
を実践

◦�同じ建物内 にある菅間付属診療
所に医師が 常駐
◦�ご状態に応 じて訪問診療を受け
ることも可 能
◦�菅間記念病 院との連携による救
急医療対応

住 ま い

集い・学び 健康増進

医  療
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菅間記念病院は地域に根ざした338床を有する二次救急病院、ケアミックスの総合病院です。

在宅総合ケアセンター
菅間記念病院の敷地内にあり良質なケアを提
供する地域きってのケアセンターです。
◦菅間在宅診療所
◦ほほえみ訪問看護ステーション
◦居宅介護支援事業所
◦短期入所生活介護事業所セレビィー
◦通所リハビリテーション事業所

ぴんぴんアカデミー（要支援者）、かんかんア
カデミー（要介護者）は地域で最も規模の大き
い通所リハビリテーション事業所です。市町
村の介護予防事業などにも関わっています。

安心の未来をお約束する
 万全のバックアップ体制
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←東京

←宇都宮

国道4号バイパス

↑塩原温泉郷 ↑板室温泉郷

那須I.C

白河→

黒磯公園

総合
運動場

那須塩原市
文化会館

● ●那須塩原市役所 晩翠橋

東北自動車道

那須塩原駅

黒磯駅

那須看護
専門学校

レジデンスNASPA
菅間付属診療所
ウェルネスNASPA 菅間記念

病 院

在 宅 総 合
ケアセンター

〶

黒磯板室IC

社会医療法人博愛会　菅間記念病院

3つの基本理念
１．博愛と信頼　
２．地域と共に　
３．高度な医療
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レジデンス
ナスパ

みるる図書館

博愛会
菅間記念病院

那須ガーデン
アウトレット

道の駅
明治の森・黒磯

那須IC

黒磯PA

黒磯板室IC

JR東北新幹線

東北自動車道

りんどう湖
ファミリー牧場

那須
どうぶつ王国

那須御用邸

那須
ハイランドパーク

那須高原
南ヶ丘牧場

那須高原IC

♨奥那須

♨湯本
♨高原 ♨新那須

那須塩原駅
東京駅から新幹線で1時間あまり。市バスや那須高
原観光周遊バスでロイヤルリゾートを楽しめます。

みるる図書館
黒磯駅から徒歩１分。2020年にオープンした那須
塩原市図書館。開放的なつくりが魅力です。ウェ
ブサイトから読みたい本やCD・DVDの予約や、他
の図書館からの取り寄せも可能です。

那須ガーデンアウトレット
那須塩原駅から無料シャトルバスで約10分。ファッ
ションの他、スポーツアイテム、那須の特産品も揃
います。大切な方へのプレゼント選びやランチやお
茶をするのも楽しいですね。

那須塩原市教育委員会提供

レジデン
スナスパ周辺地図

温泉
1300年続く「鹿の湯」など、秘湯からホテルのプー
ル付き温泉リゾートまで様々な温泉を楽しめます。
日帰り入浴が可能な施設も多いので、気軽にお出
かけください。

季節の花々
高原ドライブをしながらつつじ、りんどう、那須
山の紅葉狩りなど、季節の移ろいを感じてみては
いかがでしょうか？ロープウェイを利用すれば、
楽々と茶臼岳9合目へ。

旧青木邸
道の駅「明治の森・黒磯」内にあり、明治時代に建
設された青木子爵別邸。季節の花々に色どられる
ハンナガーデンも魅力です。爽やかな風が心地よ
い木陰でピクニックも。

那須塩原市教育委員会提供

ベーカリー
那須は全国有数の
パン屋さん激戦
区。朝から行列の
できるお店も。

那須塩原駅

黒磯駅

高久駅
黒田原駅



〒329-3135�栃木県那須塩原市前弥六51-1
TEL：0287-73-5888　FAX：0287-73-5879

Mail：office@delcorazon.jp

【新幹線の場合】
東北新幹線で東京駅より那須塩原駅まで70分
那須塩原駅下車�徒歩8分　シャトルバスあり

【車の場合】
東北自動車道�黒磯板室ICから5分

Residence NASPA
レジデンスナスパレジ デ ンスナス パ
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