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あけましておめでとうございます。
団塊の世代が高齢化し、超高齢化社会を迎えようとしています。それに対応した医療・
介護体制の構築が急務となっております。高知県は、全国で最も病床の多い県で、高知
県内全ての地域で病院過剰地域となっています。しかし、その受け皿となる介護施設は、
まだ、十分整備されておりません。そこで、私ども、みずほ会では、今後も必要とされ
る施設整備を積極的に行ってまいりたいと考えています。昨年１２月には、土佐市高岡
に仮称 「ケアビレッジ高岡」（居室数５０室）の工事が始まり、今年７月にオープンを
予定しています。
また、介護を担う人材の確保も急務となっています。私どもの関連法人が運営する、みずほ介護スクールを、昨年 12 月
にケアビレッジあさくら内に開校し、人材教育に力を入れています。
医療においては、常に最新の医療技術・知識を患者様に提供できるよう、最新型の CT を須崎医療クリニックに導入し、また、
スギ花粉症を対象とした減感作療法（アレルゲン免疫療法）
、インターフェロンフリー（内服のみ）のＣ型慢性肝炎治療な
どの最新の医療を提供できるようになりました。また、
快適、
安全な透析医療も行っています。 地域のかかりつけ医となり、
3 人の医師で在宅医療にも力を注ぎ、急な時には、迅速、的確な診断・治療を行い、高知医療センターや高知日赤病院など
の高度急性期病院と連携し、最善の医療を提供してまいりたいと考えています。
今年一年も、医療・介護の分野で地域に貢献したいと考えていますので、みずほ会グループを何卒宜しくお願い致します。
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明けましておめでとうございます。
昨年は地域の皆さま、関係者の皆さま、職員の皆さんには大
変お世話になり深く感謝申し上げます。
引き続き、グループ全体の関連法人、各事業所と連携してス
ムーズな組織運営を目指して頑張っていく所存です。
今年度は、人材育成計画立案のもと、教育・研修の強化及び
評価制度、処遇改善をより一層力を入れていきます。
グループ職員の皆さんと一緒に明るく・活気ある風通しの良
い職場環境づくりを図り、利用者様に愛される法人を目指し
て頑張りますので本年も宜しくお願い申し上げます。
事務長 川本清志
明けましておめでとうございます。昨年は、入社したてで右
も左もわからず、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
数か月経過し幾分、おちついてまいりました。
さて、本年はみずほ会の介護部長として新規事業展開におけ
る運営充実と既存事業所の運営の維持向上を目指します。至
らぬ点も多々あるかと思いますが、宜しくお願い致します。
介護部長 苅谷 貢

あけましておめでとうございます。皆様のご支援、ご協力を
賜り、医療法人みずほ会はここ数年で、グループホーム、小
規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、デイサービス等、
多くの施設を開設させていただきました。さらに今年は「ケ
アビレッジ高岡」
が開設される予定です。皆様のニーズに合っ
たサービスを提供できますよう、今後も様々な取組みを行っ
ていきますので、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
開発部長

檜垣

和男

あけましておめでとうございます。
グループホームすさきでは、入居者の方々が馴染み深い地
域の中で心穏やかに暮らしていけるよう個々に添ったサ
ポートを行っていきます。 また、認知症ケアの専門性を
活かし、認知症高齢者が「安心して暮らせる」地域の資源
となるように努めて参ります。 本年も何卒宜しくお願い
申し上げます。
グループホームすさき
管理者 片岡磨紀
明けましておめでとうございます。 昨年は格別の御厚
情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 本年も、ケアビレッ
ジすさき 通所リハビリテーション職員一同、皆様にご満
足頂けるサービスを心がけていく所存です。リハビリを軸
とし理学療法士・作業療法士など、様々な専門的角度から、
利用者様の在宅生活をサポートさせて頂きます。 本年も
心機一転、皆様の生活のサポートに専心していきますので
ご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。
ケアビレッジすさき
通所リハビリーテーション
合田 圭一郎
あけましておめでとうございます。
昨年は、ご厚情賜り、御礼申し上げます。シルバーホーム
おおの郷は開設して１０年が経過しました。
これからも、職員一同、家族との連絡を密にし、地域の皆
さんと関わりを深め、地域の一員として、入居者の笑顔が
引き出していけるよう、活動的に過ごしていきたいと思っ
ています。 本年も宜しくお願いします。
シルバーホームおおの郷
管理者
立仙佳代
明けましておめでとうございます｡
日頃より､ 地域の皆さま､ 関係者の皆さまには一方ならぬ
ご協力､ ご支援を賜り厚くお礼申し上げます｡
昨年の秋
祭りには､ 沢山の地域の方々にお越し頂き賑やかに開催出
来ましたこと､ 職員一同大変感謝致しております｡
本年
もより一層地域に根ざした施設を目指し頑張って行きたい
と思っております｡ 入居者様に寄り添ったケアを提供しな
かとさに入居してよかったと言って頂ける施設を目指し職
員一丸となって､ 取り組んで行きたいと思っております。
今年もグループホームなかとさを､ どうぞよろしくお願い
申し上げます｡
グループホームなかとさ
管理者 野村 要子
2015 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。 日頃より、私達医療法人みずほ会 介護付有料老
人ホームケアビレッジとさの運営に対し、ご支援を賜り心
よりお礼申し上げます。当施設も皆様方のお力添えを頂き
まして、無事に新年を迎えることができました。 本年も、
入居者様、地域の皆様、及び関係各機関等のご期待に沿う
べく、皆様から選ばれる施設を目指し質の高いサービスを
提供出来ますよう職員一同努力して参りますので、更なる
ご支援・ご指導の程心からお願い申し上げます。
介護付有料老人ホーム ケアビレッジとさ
管理者 原 知世

明けましておめでとうございます｡
昨年は地域の皆様､ 又関係者の皆様に格別のご厚情を賜り
､ 厚くお礼申し上げます｡
デイサービスも開設 3 年目を
迎え､ 利用される利用者様も少しずつ増えています｡
本
年も同様､ 職員一同､ ご利用者様が自宅で元気に生活でき
るように､ 利用者様 ･ 家族様の気持ちにより添い､ 生活に
見合った運動や楽しいﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを提供していきます｡
本
年もどうぞよろしくお願い致します｡
デイサービスケアビレッジとさ
管理者 土居内 綾
明けましておめでとうございます。
日頃より、みずほ会の関係者の皆さまには、一方ならぬご
協力を賜り厚く御礼申し上げます。 ヘルパーステーショ
ンも開設２年目を迎え、おかげさまでご利用者様も徐々に
は増えてはおりますが、今年は新たな気持ちを持って取り
組まなければいけないと日々実感しております。実りの年
にするため、職員一同精一杯努力していこうと思っており
ますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
ヘルパーステーションケアビレッジ
管理者 岡内雅子
明けましておめでとうございます。日頃より皆様にはグ
ループホームあさくらの運営にご理解・ご協力を賜りあり
がとうございます。
グループホームあさくらは今年 8 月 15 日に、丸 3 年を
迎えます。改めて介護の基本に立ち返り、その人に必要な
介護支援を行いたいと考えています。例えば、歯磨きを忘
れている方に、食後さりげなく職員が居室までご一緒させ
て頂き、利用者様ご自身が歯を磨く事の出来る介護の実践
を生活全般にわたり行いたいと思っています。 本年もグ
ループホームあさくらを宜しくお願い致します。
グループホームあさくら
管理者 岡崎 知洋
新年明けましておめでとうございます。
昨年は皆様より暖かいご支援やご理解を賜り厚く御礼申し
上げます。
本年も小規模多機能ホームあさくら職員一同お一人おひと
り丁寧なケアを心がけ、利用者の方、ご家族、地域の皆様
及び関係諸機関等のご期待に沿うべく皆様から「選ばれる
法人・事業所」「地域に密着した福祉の拠点」として質の
高いサービスが提供できるよう職員一同心がけ努力してい
きたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。
小規模多機能ホーム あさくら
管理者 大崎洋一
利用者様およびご家族様が相談しやすいよう信頼関係を築
き、居宅介護支援のプロとして利用者様それぞれに最適な
ケアプランの作成をし在宅生活がスムーズに送れるように
支援をします。
居宅介護支援事業所
ケアビレッジすさき
林美紀
ケアビレッジあさくら 池内優子
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平成 26 年１１月７日、土佐市高岡に平成２７年７月オープン予定の新施設

仮称

ケアビレッジ高

岡（居室数５０室予定）の起工式が行われました。

39

イエローハット
土佐店
土佐 IC
（仮称）ケアビレッジ高岡

知

高

自

車

動

道

マルナカ
ケアビレッジとさ

土佐署 土佐市役所

56

高岡高校
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土佐市消防署
287

平成２６年１０月２２日に高知県次世代育成支援企業（男女が共に働きやすく、仕事と家庭の両立の
推進など子育てしやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を県が認証する制度）に認証
されました。

平成２６年１０月末に、迅速な診断と患者様の負担軽減のため、新しい全身用 X 線 CT 診断装置
Brivo CT385 を導入しました。今までの CT より高速で撮影が可能になり、患者様の負担や放射線被
曝量も軽減されています。

・平成２６年１０月８日よりスギ花粉症舌下免疫療法が保険適用になりました。
・上肢・下肢痙縮のボトックス治療ができるようになりました。
詳しくは担当医師までご連絡ださい。

当院では医師の指示のもと糖尿病・脂質異常症・高血圧症などの患者様を対象に栄養指導を行ってお
ります。
栄養指導日

毎火曜日 １５：００〜

※栄養指導は予約制になりますので、希望される方は担当医師までご連絡下さい。

成人用肺炎球菌ワクチンの接種が、定期接種になりました。今年度の定期接種の対象者は以下の二つ
に該当する方です。
●平成 26 年度に以下の年齢になる方。

●今までこのワクチンを接種したことがない方。

今年度に以下の年齢になる方が定期接種の対象となります。今年度（平成２６年度）の定期接種の対
象期間は平成２７年３月３１日（火）までとなります。期間内に接種しなかった場合は、定期接種の
対象とはなりませんのでご注意下さい。
接種費用

２，０００円

６５歳

昭和２４年４月２日〜昭和２５年４月１日生まれの方

７０歳

昭和１９年４月２日〜昭和２０年４月１日生まれの方

７５歳

昭和１４年４月２日〜昭和１５年４月１日生まれの方

８０歳

昭和９年４月２日〜昭和１０年４月１日生まれの方

８５歳

昭和４年４月２日〜昭和５年４月１日生まれの方

９０歳

大正１３年４月２日〜大正１４年４月１日生まれの方

９５歳

大正８年４月２日〜大正９年４月１日生まれの方

１００歳

大正３年４月２日〜大正４年４月１日生まれの方
大正３年４月１日以前にお生まれの方

１０１歳以上

平成２７年１月５日より診療体制を以下のとおり変更いたします。

診察日のご案内

午前

月

火

水

木

金

一診

家石

高橋

家石

中平

高橋

当番医
高橋・家石
中平（隔週）

二診

中平

家石

高橋

高橋

家石

隔週整形

中平

家石

高橋

９:００〜１２:００

９:００〜１２:００

一診
午後

１５:００〜１７:００

二診

１５:００〜１７:３０

家石

高橋

15：30
診療開始

中平

午前 9：00 〜 12：00 午後 15：00 〜 17：３０
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日

土

日

休診
休診

サービス付き高齢者向け住宅
ケ ア ビ レ ッ ジ あ さ く ら

空室残りわず
か！

入居者募集中

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

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。

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。

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）

入居料金

家賃

共益費

食費

１F

54,000 円

35,000 円

37,800 円

２F・３F

65,000 円

35,000 円

37,800 円

※入居時に敷金として家賃 1 ヶ月分（54,000 円 or 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。

フロア案内
玄関

1F

厨房

相談室

ᵳᵮ

居宅介護支援
事業所

１F

ヘルパーステーション 食堂
談話ホール
洗濯室

ᵳᵮ

ヘルパーステーション、居宅介護支

援事業所
相談室、厨房、浴室、車椅子便所、食堂

朝倉医療クリニック

朝倉医療クリニック

談話ホール、居室、朝倉医療クリニック

脱衣室
居室

浴室

玄関

収納

2・3F

台所

食堂
談話ホール

２、３F

ᵢᵬ

浴室

スタッフルーム、浴室、台所、車

椅子便所、食堂談話ホール、居室

ᵳᵮ

収納

スタッフルーム
ᵢᵬ

ᵳᵮ

洗濯室

脱衣室
脱衣室
浴室

居室

アクセス

鏡

川

朝倉
西バ
イパ
ス
←い
の IC

小規模多機能ホームあさくら
グループホームあ
グループホームあさくら

サービス付き高齢者向け住宅
ケアビレッジあさくら
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サービス付き高齢者向け住宅
ケアビレッジあさくら
朝倉医療クリニック

←い

の IC

鏡
川

業務用食品
スーパー

ヨシケイ高知
高知西営業所

高知

西バ
イ
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JR朝倉駅

高知大学

線
鉄伊野
土佐電

パス
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高知

方面

業務用スーパー

ザ・ダイソー
ベルモニー会館
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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。

࢘ᨈỉཎࣉỊḠ
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。

ࢫࢱࢵࣇເ㞟

増員のため

求人
○ケアビレッジとさ
□介護職員……………………………………………数名
○小規模多機能ホームあさくら
□看護師（正・准）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………１名
○仮称 ケアビレッジ高岡
□看護師（正・准）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………数名
○イーフード調理員
……………………………………朝倉１名、土佐１名

（介
護の 介護未経
資格
取得 験者も歓
をサ
ポー 迎
ト致
しま
す

）

応募方法
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）

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。
●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
●居宅支援事業所ケアビレッジあさくら
●小規模多機能ホームあさくら
●デイサービスケアビレッジとさ
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ

ＴＥＬ 088-856-6006 ●シルバーホームおおの郷
●グループホームすさき
ＴＥＬ 088-856-6003 ●グループホームなかとさ
ＴＥＬ 088-856-6005 ●グループホームあさくら
ＴＥＬ 088-856-8032 ●ケアビレッジすさき
通所リハビリテーション
ＴＥＬ 088-856-7701
ＴＥＬ 088-856-7700 ●居宅介護支援事業所ケアビレッジ

ＴＥＬ 0889-40-0560
ＴＥＬ 0889-43-1181
ＴＥＬ 0889-54-1666
ＴＥＬ 088-856-8030
ＴＥＬ 0889-43-1166
ＴＥＬ 0889-43-1166

