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新任医師の紹介
中平 誠一郎
須崎市出身
昭和 61 年

徳島大学医学部医学科

卒業

略歴
徳島大学医学部附属病院第三内科 ( 現

呼吸器膠原病内科 )

高知市民病院呼吸器科
高知県総合保健協会

健診部長

島津クリニック比島

院長

厚生年金高知リハビリテーション病院

透析部長

初めまして！！
今年の８月１日からみずほ会で内科と透析を担当することになりました中平誠一郎といいま
す。
元々は、内科それも呼吸器が専門ですが、島津病院や前職の厚生年金高知リハビリテーション病
院で透析をやっていた関係で、当院で透析も担当をすることになりました。
出身は、須崎市の横波半島の「浦の内」という所です。皆さん潮干狩りで有名な宇佐から横波半
島を見てもらうと私の生まれたところが見えます。今は、ほとんど住む人も少ない集落になって
います。
土佐高校、徳島大学を卒業して、職場は（旧）高知市民病院呼吸器科をはじめ、健診機関、療
養型病院、はては在宅介護支援センター、介護老人保健施設までいろいろ経験しています。大学
時代は、パソコンと卓球をしていました。パソコン（特に、マック）は長く使っていますが、卓
球の方は、とんとご無沙汰です。はじめは特に病院のシステムに慣れなくてご迷惑をかけますが、
よろしくお願いします。
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小規模多機能ホームあさくら
グループホームあさくら

８月中旬

施設完成
朝倉

開設予定

西バ

イパ

ス

小規模多機能ホームあさくら
グループホームあさくら
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●高知市朝倉（米田） に地域密着型サービ
ス事業所グループホームあさくら（２ユニッ
ト）・小規模多機能ホームあさくらの建物が
完成しました。８月中旬開設にむけ誠意準
備中です。
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高知大学

38

小規模多機能ホームあさくら

所在地 / 〒 780-8063

小規模多機能ホームとは・・・

TEL 088-856-8032

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することがで

FAX 088-856-8033

高知県高知市朝倉丙５３３−１

きるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」 登録定員 /25 名 内宿泊定員
の３サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

通い定員

5名
15 名

小規模多機能ホームあさくらが開設します。通いを中心に泊まり、
訪問介護のサー
ビスを組み合わせて在宅生活を支援していきます。スタッフは男性５名女性６名
の１１名ではりきってます。地域の方に信頼と安心をしていただき、利用者の方

管理者
岡村みき

には「楽しい、又来たい」と思っていただけるような施設を目指してスタッフと
共にがんばります。

グループホームあさくら

所在地 / 〒 780-8063
高知県高知市朝倉丙５３３−１

グループホームとは・・・
病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等の援助を受けなが
ら少人数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。

TEL 088-856-8030
FAX 088-856-8031

入居定員 /18 名

８月中旬にケアビレッジあさくら、グループホームあさくらが開設いたします。
頼もしいピカピカの介護スタッフ１６名はとてもチームワークよく、未来に続く
ホーム作りをしようと、毎日切磋琢磨し奮闘しております。

管理者

すぐ近くに鏡川が流れ、環境も良く、スタッフには働きやすく、入居者にはいご

岡内雅子

ごちの良い、我が家のようなホームができるのではないかと期待しております。
是非一度遊びに来てください。

医療法人みずほ会

朝倉在宅医療クリニック
８月１日（水）開院
訪問診療のご案内
当クリニックは、「在宅療養支援診療所」であり、病院へ通院できない方を対象とした往診専門のクリ
ニックです。訪問診療を行っており、病気の種類は問いません。
寝たきりになって家族の方が薬だけを取りに通院していた方、癌の入院治療が終了し、今後は積極的な
治療をせず自宅療養を希望される方など、訪問診療にて対応させて頂きます。
当クリニックは、地域の訪問看護ステーションやケアマネージャーと連携を取り合っております。必要
に応じてご紹介させていただきますのでご安心下さい。
１．訪問診療（定期の訪問）
・・・原則月２回の定期訪問
２．往診（臨時訪問）
・・・患者さんの求めに応じて行います

■往診範囲
高知市西部・いの町・土佐市 ※当クリニックより車で３０分以内にいける場所

■他職種との連携
住み慣れた自宅で無理のない療養生活を送っていただけるよう医師、看護師、薬剤師、理学療法士（リ
ハビリ）などが連携・協力しながら医療を提供します。

詳しくはお問合せ下さい

●医療法人みずほ会
朝倉在宅医療クリニック

問い合わせ先
TEL ０８８９−４３−１００１（須崎医療クリニックにつながります）

高知市朝倉丙５８０エスペランス（I) −１０１

須崎医療クリニックよりお知らせ
熱中症にご注意！
༏ɶၐểỊ Ὁ Ὁ Ὁ
高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働
かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感な
どの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。家の中でじっとしていても

室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

ẮỮễểẨỆỊ࣯ửԠỎộẲỢạ
○自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合はためらわずに救急車を呼
んでください。
○ 意識がない（おかしい）
、全身のけいれんがあるなどの症状を発見された方は、ためらわずに
救急車を呼んでください。

༏ɶၐʖ᧸ỉἯỶὅἚ
◎室温 28℃を超えないように、エアコンや扇風機を 上手に使いましょう !
◎のどが渇いたと感じたら必ず水分補給 !
◎のどが渇かなくてもこまめに水分補給 !
◎外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
◎無理をせず、適度に休憩を !
◎日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを !

᭗ᱫᎍỉදॖໜ
高齢者は体温を下げるための体の反応が弱くなっており、自覚がないのに熱中症になる危険性が
あります。
熱中症にならないために
◎のどがかわかなくても水分補給
◎室温をこまめにチェックし、エアコンや扇風機等を活用
◎調子が悪いと感じたら、家族や近くの人にそばにいてもらいましょう

みずほ会グループより
７月２８日にケアハウスでみずほ会グループによる第６回納涼祭が行われました。
晴天に恵まれ職員やボランティアの協力により無事終了することができました。
焼きそば・たこやき・カレーライス・焼き鳥・ジュース・ビールの模擬店や朝ヶ丘中学校吹奏楽
部の演奏に始まり、あおい保育園や大間保育園の園児による踊りやリーリア多ノ郷によるフラダ
ンス、３B 体操というボール・ベル・ベルターの用具を使用した健康体操を披露して頂きました。
最後に行った抽選会では外れた方は残念でしたが当たった方は非常に喜ばれていました。
利用者や入居者、その家族様と近隣の方々には年に一度の納涼祭を楽しめれたと思います。

理事長のあいさつ

金魚すくい

園児による踊り

朝ヶ丘中学校吹奏楽部による演奏

リーリア多ノ郷によるフラダンス

３B 体操
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当院の透析機器は、最高水準の水質で透析ができる機械です。セキュ
リティや自己診断など安全管理機能が充実しています。安全性・信頼
性を重視しオート操作も可能な最新機器です。

࢘ᨈỉཎࣉỊ
自然光がふんだんに入る清潔で快適な透析室。
前面の窓から美しい四季の移ろいを感じることができます。ゆったり
とベッド間隔を確保し他の患者さんに気兼ねなく治療が行なえます。

須崎市及び近隣にお住まいの腎不全の患者さんに選んで頂ける医療機関となれるよう頑張っています！

患者さんの送迎も行なっておりますのでお気軽にご相談下さい。
機器の専門家である臨床工学技士が保守・点検・整備に
万全の態勢を整えています。
透析治

療に携

わって
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３０年

になり

ます。
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増員のため

（介

介護

護の

求人
○シルバーホームおおの郷○グループホームすさき
〇グループホームなかとさ
□介護職員……………………………………………数名
※グループホームでの勤務は希望の施設をお伺いします
〇須崎医療クリニック
□看護師（正・准）
１名
●朝倉在宅医療クリニック
□看護師（正）
１名

未経

資格

験者

取得

も歓

迎
ポー
ト致
し

をサ

ます

）

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

応募方法

ご入居・ご利用お申し込みのご案内
随時入居・利用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
●グループホームあさくら
ＴＥＬ 088-856-8030
●小規模多機能ホームあさくら ＴＥＬ 088-856-8032

