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昭和 53年 高知県私立土佐高等学校卒業
平成  4  年 徳島大学医学部医学科入学
平成 10年 徳島大学医学部医学科卒業
平成 10年 松山赤十字病院循環器科勤務
平成 11年 徳島大学病院第二内科勤務
平成 11年 香川県立白鳥病院循環器科勤務
平成 20年 国立病院機構高知病院循環器科勤務
平成 21年 香川県立白鳥病院循環器科勤務
平成 22 年 医療法人すずらん会はじめクリニック勤務

家石　潔（いえいし　きよし）
本年４月に須崎医療クリニックに着任しました家石です。私は徳島大学を卒業後、主に循環器内科の診療
に携わってきました。薬物、カテーテルによる虚血性心疾患の治療、薬物、ペースメーカー、カテーテル
アブレーション等による不整脈の治療等がその領域になります。また、ここ３年程は、九州で在宅診療に
従事し、施設入居されている方や個人宅に出向き現場で診療を行ってきました。このたび故郷の高知に帰り、
須崎医療クリニックで診療に携わることができ、非常に嬉しく思っています。皆様の健康維持増進に貢献
できますよう、頑張っていきますのでよろしくお願いします。

初めまして！！  今年の 4月 1日から医療法人　みずほ会に入職し、皆様と共にこれからお仕事させてい
ただきます川本と申します。
　前職は製薬メーカーで全国各地で薬の営業職を 13年・管理職 10年経験はあるものの、医療・介護現
場の世界はゼロからのスタートで日々勉強と思っています。
　生まれは山口県で、育ちは愛媛県ですが、ちょうど 16年前転勤で来てからすっかり高知が好きになり、
子供二人にも恵まれ、家も建て、今は高知が私にとっては故郷と思っています。今回縁あって高知に帰れ
たことへの感謝の気持ちと喜びと共に、これからの医療法人みずほ会の発展に全力
投球していく所存です。特に私の使命（ミッション）は高橋理事長がこれからの大
きな課題に掲げております、人材育成と更なる組織体制の強化だと考えています。
そのためには皆さんとの会話を通じてご意見やご要望を ‘ 聴く ‘ ことから始めたい
と思います。また組織活性の一環としてクラブ活動の開設や職場間対抗レクレー
ションなどの企画なども検討して取り入れていきたいとも考えています。
　みずほ会グループ職員の皆様と一緒に明るく・活気ある職場づくりを実現して
いくことで、入居者の皆様・患者様にも喜ばれるような施設を目指し頑張ってい
きますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

川本　清志



平成２６年５月 7日より診療体制を下記のとおり変更しました。

平成２６年 4月２１日より診療体制を下記のとおり変更しました。
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　入居者募集中

平成 25 年 7 月に、サービス付き高齢者向け住宅ケアビレ
ジあさくらがグループホームあさくら・小規模多機能ホー
ムあさくらの南側に完成致しました。

お問い合わせ先

TEL 088-856-6006

サービス付き高齢者向け住宅
ケ ア ビ レ ッ ジ あ さ く ら
ヘルパーステーションケアビレッジ
居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくら併設

バリアフリーの個室
全室個室で一部屋あたりの専有面積は 18.31 ～ 18.93㎡・居室総数 43室です。車椅子のままでも使用できる洗面化粧台、手
摺を完備したトイレ、収納、エアコン、緊急通報装置、スプリンクラーを設置しています。

食堂談話室などの共用施設
皆と一緒にいただく食事、会話や趣味の場として利用できる食堂談話室や車椅子対応エレベーター、共同でお使いい
ただける無料洗濯機、乾燥機を装備しています。

食事の提供
栄養士がたてた献立に基づいて、専門スタッフが調理したお食事を食堂にてご提供させて頂きます。

サービス付き高齢者向け住宅とは・・・
　サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で定められた制度で、住宅の設計や構造に関する基
準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準についてそれぞれ一定の要件を満たして、都道府県などの自治体に
登録された住宅です。
ケアビレッジあさくらは診療所を併設したサービス付き高齢者向け住宅です。高知市朝倉北部の米田地区に立地しており、高知自
動車道のいの IC が近くにあるため、遠方からのアスセスも便利です。　
　ケアビレッジあさくらでは入居者様が安心して暮らせるように、24時間 365 日スタッフが常駐します。夜間・緊急時対応は勿論、
来訪者受付や郵便物等の受け取り、そのほかタクシー、理美容等の代理オーダーシステムなど介護保険適用外のサービスも充実し
ています。

安心な医療・介護体制
朝倉医療クリニック、ヘルパーステーションを併設しており、健康に不安を抱えがちな高齢者の方々にとって、安心して暮ら
すことができる住宅となっています。

状況把握・生活相談サービス
入居者の安否確認を行うとともに、入居者の心身の状況に応じて医療・介護等必要なサービスへつなげていきます。



　入所対象者

1. 単身高齢者世帯

2. 高齢者＋同居人（配偶者 /60 歳以上の親族 /要介護・要支援認定を受けている 60歳未満の親族 /特別な理由により同居させる

必要があると知事等が認める者）

　フロア案内

　入居料金

家賃 共益費 食費

65,000 円 35,000 円 37,800 円

※入居時に敷金として家賃 1ヶ月分（65,000 円）が必要になります。

※居室の電気代は使用料に応じて別途頂きます。

　賃貸住宅向け総合保険（２年間で１万円）に加入していただきま

す。
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所在地 /〒 780-8063　

高知県高知市朝倉丙５３４－１

TEL 088-856-6005    

FAX 088-856-6004 

 ヘルパーステーションケアビレッジ

管理者

岡内雅子

訪問介護とは・・・
訪問介護とは、ホームヘルパーが要介護や要支援の方のご自宅を訪問し、自立

した日常サービスを送れるように支援するサービスです。

平成２５年８月１５日に開設しました。現在は今年１月に完成したシニアパンション高知・

鴨部やサービス付き高齢者向け住宅に訪問介護サービスを提供しています。

既存の小規模多機能ホームあさくら、グループホームあさくらと協力し、高知市西部地域

に “ Ｅｖｅｒｙｄａｙ　ｓｍｉｌｅ　～ｆｏｒ　ｙｏｕ ” を合言葉に、笑顔と活気のある

福祉村を確立できるよう、微力ながら取り組んでいきたいと思っております。

どうかご支援をよろしくお願い致します。

　どうぞお気軽に介護を受けられる方のお身体の状態や生活上のご希望などを私どもにお話下さい。ケアマネージャーがおひとり

おひとりの様々な状況に合わせたケアプランを作成し、最もふさわしい介護をご紹介致します。

　また、介護認定を受けられていない方の介護認定手続きの代行も行なっていますのでお気軽にご相談下さい。

　どうぞお気軽に介護を受けられる方のお身

訪問介護での主なサービス内容

■身体介護

　食事・入浴・排泄のお世話、着替えをする際のお手伝い、通院や買い物の介助などのサービスを提供します。

■生活支援

　食事の準備や調理、住居の掃除や洗濯、生活必需品等の買い物など日常生活上の家事の援助を行います。

■身体介護

サービスを受けるにあたって

所在地 /〒 780-8063　

高知県高知市朝倉丙５３４－１

TEL 088-856-6005    

FAX 088-856-6004 

居宅介護支援事業所 ケアビレッジあさくら

池内優子

居宅介護支援事業所とは・・・
居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービス

などの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の

計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。

平成２５年８月１５日に開設しました。

居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくらでは、住み慣れた地域でその人らしい生活がで

きるようお手伝いいたします。

不安なことや分からないことがあればいつでもご相談ください。



医療法人みずほ会

朝倉医療クリニック

お問い合わせ先

TEL 088-856-6001

診療科目

内科・呼吸器内科・消化器内科・

循環器内科

院長

中平　誠一郎（なかひら  せいいちろう）

クリニック配置図
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小規模多機能ホームあさくら
小規模多機能ホームとは・・・
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

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」

管理者

大崎洋一

所在地 /〒 780-8063　

高知県高知市朝倉丙５３３－１

TEL 088-856-8032

FAX 088-856-8033 

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、

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。



おおむね60歳以上の方、または要介護認定もしくは要支援認定を受けられた方を対象とした、低家賃のワンルームマンション「シ
ニアパンション高知・鴨部」が平成２６年１月に完成いたしました。「シニアパンション」はNPO法人ラ・シャリテが運営する
サービス付き高齢者向け住宅で東北、北海道を中心に 70か所以上開設されています。中四国では松山に続いて 2棟目の開設で、
高知県では初めてとなります。私ども医療法人みずほ会としましては訪問介護事業所として、入居者様のお世話をさせていただ
くこととなっていますので、皆様よろしくお願い申し上げます。

主な生活サポート一覧
●安否確認・状況把握
9時～ 17時は提携訪問介護事業所の職員が常駐し、定期
的に入居者様の安否を確認し、日常のお身体の状況を把握
いたします。

●生活相談
生活、住まい、お身体、手続き、金銭、人間関係などに関
する相談をお受けいたします。

●緊急時対応
体調不良時の対応や、緊急通報装置により警備保証会社と
提携して、夜間・緊急時対応を致します。

●外出・外泊状況の管理　鍵のお預かりなど
●来訪者受付　
●服薬確認のお声がけ　
●居宅内電球交換 /家具の移動 /電化製品操作説
明など

スタッフ募集（医療法人みずほ会）
介護職員
●勤務時間 【早番】　７：００～１６：００
  【日勤】　８：３０～１７：３０
  【遅番】１０：３０～１９：３０
  【夜勤】１６：００～　９：００
●給与  当社規定による
  パート：時給 750円～
●資格  ホームヘルパー２級
  （介護職員初任者研修修了者）以上

NPO（特定非営利活動法人）ラ・シャリテが運営する
シニアパンション高知・鴨部

ご入居にかかる月々の費用
［合計：約 71,000 円～ 76,000 円程度］

■家賃   29,500 円（敷金・礼金なし）
■共益費  6,500 円
■上下水道料  2,500 円
■光熱費（電気・ガス） 5,000 円～10,000 円前後
   （基本料金なしの居室で使用した分です）
■食費   27,000 円（1日3 食分 900 円）
■ NPO 会費  500 円
お誕生日会やお花見会などに使わせていただきます。
※賃貸住宅社向け総合保険（2年間で1万円）に加入していた
だきます。

介護保険料の自己負担分の支払いを含めて月々 10万円前後のお支払で生活していただけます。

生活・介護の費用
（提携介護事業者との契約により介護サービスをご利用できます）

■生活サポート費 6,300 円
　介護保険適用外の身の回りのお世話をいたします。
■介護サービス費（サービス内容によって異なります）

土地活用をお考えの方はいませんか？
NPO法人ラ・シャリテではサービス付き高齢者向け住宅の建
設にご協力いただける地主さんを探しています。高知市内、土
佐市近郊で 150 坪以上の土地を所有されている方、土地有効
利用をお考えの方は下記までご相談ください。

NPO(特定非営利活動法人）
ラ・シャリテ
中四国支部 〒785-0030   高知県須崎市多ノ郷甲5741

TEL. 0889-42-5115　FAX. 0889-43-1165

正
社
員

契
約
社
員



シニアパンション高知・鴨部での活動

訪問介護事業所のヘルパーステーションケアビレッジでは、昨年 12月に開設いたしました、「シニ

アパンション高知・鴨部」にて訪問介護サービスを 1月より提供させていただいております。訪問

介護サービスの内容はご利用者様ごとに異なります。居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーが

計画したケアプランに基づき、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成します。その訪問介護計

画に沿って訪問介護サービスが提供されます。

サービス付き高齢者向け住宅である、「シニアパンション高知・鴨部」へ訪問するホームヘルパーの

業務は、①排泄介助や入浴介助、通院、移動介助などの身体介護サービス。②日常生活に必要な洗濯、

掃除と身の回りの整理整頓や買い物、薬の受け取りなどの生活援助サービス。また、バイタルチェッ

クや食事量の確認などの健康管理、定期巡回による安否確認サービスなど、日々の暮らしをサポー

トさせていただきます。訪問するホームヘルパーは、あらかじめ決まっているサービス提供時間内

に訪問介護サービスを提供します。サービス提供中には、ご利用者様の体調に気をつけ変化があれ

ばすぐに察知し、サービス提供責任者に連絡を取り対応を取るなど、チームワークを重要視してい

ます。入居者の方一人ひとりが少しでも自立した生活を送ることができるよう、心と心のふれあい

を大切にして、お世話いたします。



増員のため 介護未経験者も歓迎

（介護の資格取得をサポート致します）

ハローワークで詳細を確認し申込みした後に履歴書（写
真貼）を送って下さい。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

お問い合わせ先　 
　088-856-7700（担当：西本）　

応募方法

●サービス付き高齢者向け住宅  ＴＥＬ088-856-6006
　ケアビレッジあさくら
●ヘルパーステーションケアビレッジ ＴＥＬ088-856-6003
●居宅支援事業所ケアビレッジあさくら ＴＥＬ088-856-6005
●小規模多機能ホームあさくら  ＴＥＬ088-856-8032
●デイサービスケアビレッジとさ  ＴＥＬ088-856-7701
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ ＴＥＬ088-856-7700
●シルバーホームおおの郷   ＴＥＬ0889-40-0560
●グループホームすさき   ＴＥＬ0889-43-1181
●グループホームなかとさ   ＴＥＬ0889-54-1666

●グループホームあさくら   ＴＥＬ088-856-8030
●ケアビレッジすさき
　通所リハビリテーション   ＴＥＬ0889-43-1166
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ  ＴＥＬ0889-43-1166

　　　　　求人
○ケアビレッジとさ

□調理職員（急募）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………数名
□看護師（正・准）…………………………………１名

○サ〡ビス付き高齢者向け住宅ケアビレッジあさくら
□介護職員……………………………………………数名

小規模多機能ホームあさくら
□介護職員……………………………………………数名

ケアビレッジすさき
□介護支援専門員……………………………………１名

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。 

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。

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。


