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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。関係者各位、近隣
の皆様のおかげで、平成 25 年１月より土佐市蓮池で介護施設ケアビレッジとさを開設致しました。
ケアビレッジとさは介護付有料老人ホーム（特定施設）とデイサービスセンターです。また、
2 月にはカフェ
も開設し地域の皆様と交流ができるスペースとなることを願っています。
また、高知市朝倉にグループホームあさくら、小規模多機能ホームあさくらも平成 24 年８月に開設致
しました。２期工事としてサービス付き高齢者向け住宅（クリニック併設）の建設に着手しました。

スウェーデン研修報告
12 月に福祉先進国と言われるスウェーデンに医療、介護の視察
に行って参りました。今回はその報告を掲載させて頂きます。
スウェーデンは、長い暗い冬に耐えながら、世界でも指折りの
豊かな生活を送っています。そのポイントは、スウェーデンを含
め先進国に共通したことですが、自立した強い個人、規則に基づ
く組織力、透明性、連帯が重要な原則だと認識されています。
男女平等主義に基づくあらゆる分野で女性が進出しており、共稼
スウェーデンの町並み

ぎ世帯が９５％とほぼすべての世帯が仕事をしています。今回私
がスウェーデンを訪問した１２月には、夜明けが、９時と遅く夕

暮れも午後４時前には暗くなって、日中も雪の日が多く、気温も最高気温が氷点下でした。このような暗
く寒い冬に耐えて生活を送っています。 医療は県が管轄しておりすべて無料です。介護はコミューンと言
われる市が担当していて、有料ではありますが上限があり、低所得者は無料でサービスを受けることが可
能です。
最初の訪問先はスウェーデン認知症協会です。
スウェーデンの認知症患者さんは、18 万人で、スウェーデンの人
口が９５０万人なので 1.89 パーセントで日本と同じ割合です。認
知症になると、
可能な範囲在宅介護を行います。交換介護といって、
訪問介護とショートステイを 2 週間ごと交互に繰り返す制度です。
それでも、在宅生活が困難になるとグループホームに入所します。
終末もグループホームで迎えます。
高齢者カフェの職員と

次の訪問先は、サービスハウスです。スウェーデンの介護施設
は①サービスハウス（軽い介護を必要とする人）②老人ホーム（24
時間介護を要する人）③グループホーム（日本もスウェーデンか
ら導入）④ナーシングホーム（病気で介護が必要な人：日本の
50％以上の病院が該当）
次に訪問看護ステーション（ASIH) を訪問しました。対象人口は
12 万人です。１チームの構成は医師、
看護師、
ソーシャルワーカー、

スウェーデン認知症協会会長

理学療法士で構成され 6-7 人がチームとなっています。
対象とする患者さんは 癌の末期や神経難病、心臓病や肺の重傷の患者さんです。
今回の訪問を終えて感じた点は、介護は日本もスウェーデンに近づきつつあります。何故ならば、日本の
介護は、スウェーデンの介護制度を参考にして作られたからです。一方、日本の医療制度はかなり遅れて
います。日本の在院日数は 30 日と長く、スウェーデンを含め先進国は 10 日前後で、すなわち、日本の病
院の大半が介護施設です。また、日本のＩＴ化の遅れも感じました。医療・介護も基本は在宅でした。

訪問看護ステーションで在宅患者に配置する

リハビリセンターで作業療法士と

ノーベル賞授与式会場

ボックス

今回の視察を参考に私達も新しい医療・介護の分野で貢献したいと思っています。
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ケアビレッジあさくら
朝倉
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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
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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
8 月に完成しました。
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高知大学
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小規模多機能ホームあさくら

所在地 / 〒 780-8063
高知県高知市朝倉丙５３３−１

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

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

8 月に小規模多機能ホームあさくらが開設しています。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、

管理者
岡村みき

利用者の方には「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。

私たちは地域に密着した施設づくりを目指します。

あさくらで
さいこうの愛される施設となり
くらしを支える為
らぶ＆スマイルを提供します。

初めての行事（敬老会）を 9 月 14 日に行いました。１階の地域交流室に職員と利用者、地域の方に集まっ
ていただきお祝いをしました。１時間という短い時間でしたが、二人羽織、糸巻きゲーム、よさこい鳴子
踊りを一緒に行っていただき、利用者さんの笑顔が多くみられた敬老会となりました。来年は、今回参加
していただいた利用者さんには元気で参加してもらう事はもちろんの事、
地域の方々や今年参加できなかっ
た他の利用者さんにも参加していただき、今年以上に良い敬老会にします。

二人羽織

糸巻きゲーム

１０月２１日（日）秋晴れのなか朝倉小学校で朝倉地区運動会に参加させていただくことになり、カンツ
リ〜の競技に４名参加し竹の竿で大きな景品を釣り上げました。
「おもい、おもい」
「こりゃ〜よう上げん」
と競技を楽しみ、さっそく釣り上げた景品の中身を確認し喜んでいました。

5年1
平成 2

月4日

開設

介護付有料老人ホーム ケアビレッジとさ
デイサービス ケアビレッジとさ

頭金・礼金

不要

入居者募集中
●土佐市蓮池にケアビレッジとさ
（介護付有料老人ホーム・デイサービス）
１月４日に開設いたしました。

土佐 IC
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土佐署
56

高岡高校

土佐市消防署
伊与木クリニック
ケアビレッジとさ
蓮池小

287

所在地 / 〒 781-1105
高知県土佐市蓮池 1231 番 2
介護付有料老人ホーム
TEL 088-856-7700 FAX 088-856-7705
デイサービス
管理者

岡本雄二

TEL 088-856-7701 FAX 088-856-7706

ここ蓮池地区は、中心商店街より少し離れた国道 56 号線を南に入った地域です。近くには
蓮池小学校やコミュニティセンターがあり地域の住民の方との交流や連携が取れやすい環
境にあります。また田畑などの緑も多くすぐ近くには、広さ 38 アールほどの蓮池公園があ
り夏の時期は蓮の花を楽しむことができます。
建設中は地域の皆様方には色々とご不便やご迷惑をお掛けいたしました。
今後は地域に開かれた施設作りを目指してまいりますので宜しくお願いいたします。

介護付有料老人ホーム
■

施設概要

施設名

介護付有料老人ホームケアビレッジとさ

施設長

岡本雄二

所在地

高知県土佐市蓮池 1231 番 2

TEL

088-856-7700

FAX

088-856-7705

入居定員

50 室（全室個室）

開設日

平成 25 年 1 月 4 日

デイサービス
■

施設概要

施設名

デイサービスケアビレッジとさ

管理者

岡本雄二

所在地

高知県土佐市蓮池 1231 番 2

TEL

088-856-7701

FAX

088-856-7706

利用定員

10 名

開設日

平成 25 年 1 月 4 日

営業時間

月曜〜土曜日

午前 8：30 〜午後 5：30（祝日営業）

医療法人みずほ会 朝倉在宅医療クリニック
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
ノロウイルスにご注意下さい。
ノロウイルスとは直径 27nm 〜 37nm の RNA 遺伝子をもち、カプシド ( 正 20 面体 ) 構造体をもつ小さな
球形のウイルスです。
ノロウイルスの特徴
多く発生する時期は１２月から３月頃の冬場で感染すると腹痛、下痢、吐気、嘔吐、発熱を発症します。
感染力が強く微量のウイルスでも発症します。
感染経路
経路 A・・・生やそれに近い状態の貝類の喫食による食中毒
経路 B ・・・感染している調理従事者や調理器具などを介して汚染（＝二次汚染）した食品の喫食による
食中毒
経路 C ・・・患者のふん便や吐物の処理時、あるいは汚染された場所やモノから手指を伝わっておこる経
口感染
家庭での注意点
ノロウイルス感染の発端は家庭内であることが多いです。特に子供や高齢者は成人に比べてノロウイルス
に感染し発症しやすいため家庭内での注意が必要です。
●帰宅時、食事前には家族全員が流水、石鹸による手洗いをしてください。
●貝類の内蔵を含んだ生食はノロウイルス感染の原因になることを知ってお
いて下さい。子供や高齢者は避ける方が無難です。

診察日時変更のおしらせ

平成２５年１月より各医師の担当が変更になりますのでよろしくお願いします。

診察日のご案内

午前

月

火

水

木

金

土

一診

中平

武市

高橋

武市

高橋

当番医
高橋・武市
中平

二診

武市

高橋

武市

高橋

中平

隔週整形

中平

中平

中平

高橋

武市

武市

高橋

武市

武市

中平

９:００〜１２:３０

９:００〜１２:００

一診
午後

１４:００〜１７:００

二診

１５:００〜１７:３０

午前 9：00 〜 12：30 午後 14：00 〜 17：30
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日

日

休診
休診

ＭＲＩ装置とは？

放射線・検査部
診療放射線技師 岡田正和

① MRI は Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像）の名の通り、強力な磁場の中に人体
を置き電磁波を加えて人体の断層画像を撮像する装置です。
②体内にある水素原子核が磁気に共鳴して微弱な電波を発生します。 MRI はその電波を受信し
て画像を作成します。

ＭＲＩの特徴
①放射線を使用しません。
②骨や空気の影響を受けません。
③体の任意の断面を撮像することができます。

ＭＲＩ検査は次のような病気で行われます
脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤、肝臓がん、膵臓 ( すいぞう ) 癌、卵巣癌、子宮筋腫、子宮内膜症、
前立腺癌、椎間板ヘルニア、靭帯断裂など 。
※詳しくは、主治医やかかり付けの医師などにご確認ください。

頭部

脳血管

胸椎

腰椎

検査前の注意事項
MRI は強い磁場 ( 磁気 ) を使用するので、金属製品類を持ち込めません。
（カギ、時計、万年筆、ピアスなど）
ペースメーカー、体内金属保持者（脳動脈クリップなど）
、また、妊娠中（可能性のある）の方
は念のため医師に申し出るようにしてください。

検査
MRI は強い磁場 ( 磁気 ) を使用するので、装置のベッドに寝て撮像を行います。
撮像時間は検査内容によりますが約 25 分ほどです。
検査が始まると「コンコン」といった音がします。
検査中は技師とマイクでコミュニケーションがとれますので、気分が悪くなったりしたらその
旨を伝えてください。
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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３
０年に
な
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増員のため

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
□事務職員
２名

介護
未経
験者
護の
も歓
資格
迎
取得
をサ
ポー
ト致
しま

（介

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
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ ＴＥＬ 088-856-7700
●デイサービスケアビレッジとさ
ＴＥＬ 088-856-7701

