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地域に寄り添う法人として、今年も宜しくお願いします！
年 頭 所 感
医療法人みずほ会 理事長

高橋

啓文

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかな新年をお迎えのこ
とと心よりお喜びを申し上げます。
須崎医療クリニック（旧高橋内科）はこの４月で開院１０年を迎えることになります。この
１０年の間に、医療技術の進歩により今まで治すことが出来なかった病気の治療が可能になり
ました。例えば、慢性関節リウマチの患者さんに対して生物化学製剤（注射）が登場しました
。病気により歩けなかった人が、この薬剤を投与することによりすぐに歩くことが可能になり
ました。このように、様々な病気の治療も大きな変化を遂げています。私ども医療従事者も新
しい薬剤についての情報収集や治療に関する勉強、最新の医療機器の導入と地域の皆様のお役
に立てるよう変化し続けていきたいと思います。当院では、入院が必要となった場合には高機
能病院との連携も行っております。
一方、介護においても介護保険制度が導入され１０年が経ち、介護の社会的な地位（重要性
）が増しています。良い医療を提供しても人間の基本としての衣食住がきちんとできていない
と意味がないものになります。この高幡地域においても高齢化が進行し独居の高齢者が増加し
ています。また、認知症の高齢者も増加しており、少しでもその方々のお役にたてればと考え
ています。
今年一年もかかりつけ医として良い医療と地域に役立つ介護の提供を通して地域に貢献させ
ていただきたいと考えています。

法人理念
私たちは 「みずほ」 を合言葉に
地域社会に貢献する事を目指します。

み 未来に続く笑顔のために
ず

ずっと寄り添い愛される法人となり

ほ 誇りを持って医療と福祉サービスを提供します

内視鏡検査とは
外から見えない身体の中を、先端にレンズのついた管を差
し入れて観察し、場合によっては処置・治療を行う医療機
器を内視鏡といい、この機器を用いて消化管の内部を観察
する検査のことを内視鏡検査といいます。
がんはわが国の死亡原因のトップになっており、その中でも胃がん
は第２位、大腸がんは第３位になっています。がんは初期の状態で
はほとんど症状が出ず症状が出たころにはかなり進行しているとい
う特徴があります。医療の進歩により初期のがんであれば内視鏡を
使用して切除できるようになりました。
須崎医療クリニックでは平日の午前中に胃内視鏡検査、大腸内視鏡
検査を行っています。胃内視鏡検査では鼻や口から直径 5.8mm. の
内視鏡を挿入して身体に負担をかけにくいように行っています。
大腸内視鏡の検査では腸の中をきれいにするために下剤を使用する
ため、他の方を気にせず過ごしていただけるように個室を用意して
います。
検査にかかる費用

内視鏡検査で
こんな病気が分かります
胃がん
大腸がん
食道がん
逆流性食道炎
胃炎
胃潰瘍
十二指腸潰瘍

胃透視検査では、早期の胃がんや食道がん、喉頭がんの発見が困難ですので
今後は、内視鏡検査が標準の検査方法となります。

胃内視鏡検査

大腸内視鏡検査

１割負担
３割負担

１割負担
３割負担

約 2,000 円
約 6,000 円

約 2,500 円
約 7,500 円

上記費用は観察のみの費用になります。
（検査を受けるために必要な薬剤・検査の
費用も含まれています。
）癌が疑われる場合には病理検査を行います。その場合に
は別途費用がかかります。

肺炎球菌ワクチンについて

当院の内視鏡検査件数
胃内視鏡検査

105 件

大腸内視鏡検査

20 件
（月間）

肺炎球菌ワクチン費用 6,500 円
肺炎は我が国の死亡原因の第４位です。なかでも高齢者がかかると重症化
しやすく大変怖い病気です。高齢者では加齢に伴い免疫機能が低下し、加
えて気道（気管支）の構造が変化するため細菌性の肺炎にかかりやすくな
ります。
当院では 65 歳以上の方にインフルエンザワクチンとあわせて接種してい
ただくようおすすめしています。

診察日・診療日

シリーズ部門紹介①
シリーズ事業所紹介
グループホームなかとさ
グループホームとは・・・
認知症の高齢者の方が、小規模で家庭的な環境の中
で共同生活ができる施設です。入浴・排泄・食事等
の介護やその他日常生活上のお世話をさせていただ
いております。いつまでも本人らしく楽しく、ゆっ
たりと暮らせれるように支援させていただきます。
昨年のクリスマス会の様子です。地元の保育園児に来て
いただきクリスマスツリーの飾り付けやプレゼント交換
などの交流をすることができました。入居者の方も元気
な園児たちと過ごすことができ喜ばれていました。グ
ループホームなかとさでは、年間を通じて地域の方々と
交流ができるような行事を行っております。また、施設
の見学やお問い合わせなどお気軽にお寄せ下さい。
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所在地 / 〒 789-1302
高知県高岡郡中土佐町上ノ加江 706-1
電 話 /0889-54-1666
ＦＡＸ /0889-54-1666
入居定員 /9 名

管理者

古谷幹士

グループホームなかとさは平
成 23 年 3 月２２日に開設しま
した。現在は９名の入居者の方
が共同で生活されています。グ
ループホームなかとさの職員は
現在８名です。そのなかの６名
が地元（中土佐町在住）のスタッ
フであり、地元の方々とも馴染
みの関係が保たれています。入
居者の皆さんと明るく、楽しく、
ゆったりと有意義に生活ができ
るように支援させていただきた
いと思います。グループホーム
なかとさが皆様の憩いの場にな
ればと望んでいます。いつでも
お越し下さい。

所在地 / 〒 785-0030

関連施設
社会福祉法人あおば会
ケアハウスすさき

高知県須崎市多ノ郷甲 562-1
電 話 /0889-43-1700
ＦＡＸ /0889-43-1701
入居定員 /70 名

ケアハウスとは・・・
入居者の意思及び人格を尊重し、自立した日常生活
を営むことができるよう、入浴、食事、排泄など介
護全般、その他日常生活上の世話にわたる援助を行
います。

月～金曜日の午前 9 時 30 分よ
りラジオ体操と簡単なレクリ
エーションをやっています。
機能訓練室

毎週月曜日の午後 2 時よりカラ
オケ大会をやっています。カラ
オケ仲間、募集中！！
カラオケルーム

相談員
古谷

隆幸

ケアハウスすさきは、平成 20 年 4 月に鉄
筋コンクリート造陸屋根 5 階建ての延べ床
面積 3,917.19㎡、居室数６７室の定員 70
名の混合型特定施設入居者生活介護として
開設しました。平成 23 年の事業の特徴と
しては、新たに 2 つの委員会を立ち上げ、
7 つの委員会を設置しております。また、
年間行事や施設内外における職員研修の拡
充にも努めて参りました。次年度も「ケア
ハウスすさき」のさらなる飛躍を目指して、
入居者の安心、安全な生活を支援しつつ適
正な運営に努めて参ります。

仕事も趣味も深く追究する！
事務長

曽我部

新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
昨年の７月に医療法人みずほ会に入職
し、皆様にお世話になっております、曽我
部と申します。介護の世界はゼロからの出
発で日々勉強と思っておりますが、なかな
かこの歳になると覚えも悪く悪戦苦闘して
いる状況です。今日は少し話を変えて季節
も違いますが３８歳からはじめた趣味の鮎
の友釣りの話をしたいと思います。会社の
先輩に誘われ仁淀川に行ったのがきっかけ
です。始めたばかりの頃は半分いやいやで
した。竿や仕掛けもすべて借り物で、途中
いやになったら車で寝ることもしょっちゅ
うのことでした。当然釣果マイナスのこと
が多かった記憶があります。
（友釣りはオト
リ鮎を２～３匹持っていくためそれを逃が
せばマイナス釣果となってしまいます。
）始
めて２年目のことですが、先輩に半強制的
に高価な釣り竿を買わされました（たぶん
２、３本買えば安くなったものと思われま
す。
）今まで本気になれなかったものが自
分の道具を持てば取り組む気持ちも変わる
もので仕掛けも自分で作ろう、釣れなかっ
たらどうすれば釣れるのか？先輩よりよけ
釣っちゃろう！上手なひとの竿捌き、オト
リの泳がせ方、ポイントの見極め等々。専
門誌を買って読み、実際に水中眼鏡を着け
て潜り鮎の泳ぎの研究もしました。深みに
入れば入るほど、知れば知るほど難しく 23
年経った今でも”なんとなく判ったかな？”

スタッフ募集

芳文

何といっても一番の魅力と醍醐味は、鮎の掛か
った瞬間の“あたり”と“取り込み”。竿を持つ
自分にしか分からないガツ、ガツ、ガツ、 ゴン、
ゴン、ゴンの様な音が１０M の竿を通じて感じ
「来た、来た、来た」と独り言を発しながら竿
が大きく撓り、いっぱいまで溜め一気に空中輸
送で取り込む。何にも変えがたい感触、最高で
す！（ストレスなんか一気にフッ飛びます。
）
そんな訳で今では漁期の６月１日～１０月１５
日は、時間があれば川にいるような釣キチ。家
から仁淀川のポイントまで車で１時間と近く朝
６：３０から夕方６：３０まで握飯１個でブッ
続け釣ることもあります。（シーズンが終われば
４～５ｋｇ痩せることもあります。）友釣りは、
オトリ鮎と周りの状況を見ながら判断する奥深
い釣りでまさしく人生模様です。たかが友釣り
されど友釣りです。最近は仁淀川も全国版にな
り県外の釣り人も多く東北、北陸からも来られ
ている方も見受けられます。また、若者も多く
女性も時々見られるようになって非常に良い事
と思います。釣果よりもエチケット、マナーを
大切にして、いつまでもきれいで鮎の住む仁淀
川を守りたいものです。友釣りは川のポイント
に入るために急流に立ち込むことも多く、体力
がなければ出来ない釣りですのでしっかり健康
管理、安全に注意しながら永く続けれればと思
っています。振り返ればよい趣味を教えてもら
った先輩や仲間に感謝！感謝！また何をするに
しても、やる気、状況判断、事前準備が大切と
教えられました。鮎の友釣りで得た教訓を仕事
にも活かしていきたいものです。
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応募方法 履歴書（写真貼）を直接郵送頂いてもかまいません。
追って面接日時等ご連絡致します。
●給与 / 本会規定による。（資格・経験・能力等により優遇します。）
●フルタイム・パート勤務時間は要相談

ご入居お申し込みのご案内
随時入居お申し込みを受けたまわっております。お気軽にお問い合わせ下さい。
●シルバーホームおおの郷 ＴＥＬ 0889-40-0560
●グループホームすさき
ＴＥＬ 0889-43-1181
●グループホームなかとさ ＴＥＬ 0889-54-1666

