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（仮称）ケアビレッジ高岡

「ケアビレッジたかおか」が、平成２７年７月１日にオープンし
ました。問い合わせ、相談も相次ぎ、年内には５０床が満床にな
りそうな勢いです。

施　設　の　特　徴
　介護付有料老人ホームケアビレッジたかお
かでは安心・安全なだけではなく、介護され
る側と介護する側が心の絆でしっかりと結ば
れ、互いに幸せを感じる日々となるよう努め
ます。
　ご家族と同様の絆を築き、安心して暮らし
を営み、信頼されるパートナーであることを
サービス理念として、ご利用者様とその家族
の方々の満足を第一に考え、事業の運営を心
がけます。

　　ケアビレッジたかおか　施設長　原知世



ケアビレッジあさくら

　５月２６日にケアビレッジあさくらの地域交流室にて、藤本流秀亜会　野中先生とお弟子さんに

来て頂き、三味線コンサートを行いました。小規模多機能ホームあさくら、グループホームあさく

らの入居者様に参加して頂き、とても楽しい時間が過ごせました。最後は、利用者様と職員が一緒

になって、よさこい踊りを踊りました。これからも、地域の方々と交流を深めていきたいと思います。



シルバーホームおおの郷

合同交流会、シーツバレーの様子 普段の日光浴の様子

3/13 ギターボランティアの小松さんにエレキギターの演奏で歌を披露していただきました。
皆さんエレキギターの音色に聞き入っていました。一緒に歌う方もいました。

桑田山での記念に一枚。



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。

ず

み 未来に続く笑顔のために

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

法人理念

平成 27年 7月以降のイベントスケジュール

①須崎地区　納涼祭

　日時：平成２７年７月２５日（土）　１６：００～１９：００

　場所：ケアハウスすさき

②朝倉地区　納涼祭

　日時：平成２７年８月２９日（土）　１７：００～１８：３０

　場所：ケアビレッジあさくら

③土佐地区　秋祭り

　日時：平成２７年１０月３日（土）　１６：３０～１８：００

　場所：ケアビレッジとさ

④中土佐地区　秋祭り

　日時：平成２７年１０月１７日（土）

　場所：グループホームなかとさ

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

お誘い合わせのうえ、ぜひお立ち寄りください！



心房細動とは、心臓の中の心房と言われる部分が、けいれんをする様に小刻みに震え、規則正しい収

縮が出来ない状態になっている不整脈です。心房細動は、動悸、めまい、心不全、時には失神の原因

となりますが、最も恐ろしいのは心房（左心房）に血栓（血塊）が形成をされ、それが血流に乗って

脳動脈に流れ込み、脳梗塞を生じてしまうことです。このよう

な脳梗塞を、心原性脳梗塞と言い、生命にかかわるような非常

に重篤な脳梗塞の原因となります。

心房細動の発症は、年齢とともに上昇し、80 歳以上では 2 ～ 5％

程度と言われています。心房細動の治療は、患者様の状態に応

じて、薬物療法、カテーテルアブレーションによる根治療法、

ペースメーカーの植え込み等が選択をされます。治療を行って

も心原性脳梗塞の危険性が高い場合には、抗凝固薬による抗血

栓療法を行います。そのためには、ワーファリンによる内服治

療をしていただき、定期的な採血検査、生の青物野菜や納豆な

どの摂取制限も必要でした。

しかし数年前より、これらの制限のない内服薬が使われる様に

なりました。ワーファリンと同等かそれ以上に、脳梗塞の危険

性を減少させ、出血性合併症の危険性も減少しました。心房細動と診断されたら、抗凝固療法が必要

なのか否か、必要な時はどの様な薬が望ましいのか、主治医とご相談ください。

須崎医療クリニック　院長　家石　潔
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介護保険ってなに？ 
介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供す

る制度のことをいいます。                                       
介護保険制度では、要介護度レベルという介護の必要性を示す基準があり、それによって、色々な介護サービス

を受けることができます。                                     
 

 
ケアプランの作成 

 上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受けることが可能となります。介護サービスを受けるためには、ケアマネージ

ャーに、介護サービス計画である、ケアプランの作成を依頼します。このケアプランは、市区町村への届出が必要です。また、ご

自身で作成することも可能です。ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっています。利用者の自己負担金は一切ありま

せん。 

介護サービスの利用 

 上記で作成したケアプランをもとに、介護サービスを受けることが可能となります。 

 介護保険のサービスを受けることが出来るのは、第 1号被保険者（65歳以上）や、理由にかかわらず介護を必要とされる第 2号

被保険者（40～64歳）、特定の疾病によって介護が必要な人が該当します。 

 

要介護認定を受けられたご本人及びご家族の方のご相談に応じ、日常生活を営むために必要な保

健医療サービスや福祉サービスなどが適切に利用できるようお手伝いさせていただきます。 
どうぞ気軽にご相談ください。 
須崎市）居宅介護支援事業所ケアビレッジ  TEL.0889-43-1166 
高知市）居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくら  TEL:088-856-6005 
                                  



16,692 （満額利用）

19,616

26,931

30,806

36,065

デイサービスと訪問介護
　　　　　ご利用の場合

円／月額

＋超過分全額自己負担

（満額利用）円／月額

＋超過分全額自己負担

安心して何度でもご利用頂ける

小規模多機能ホームあさくらの定額制度

（満額利用）円／月額

＋超過分全額自己負担

（満額利用）円／月額

＋超過分全額自己負担

（満額利用）円／月額

＋超過分全額自己負担

小規模多機能ホームあさくらは

『通い』を中心とした介護サービスを提供します。

ご利用者さまの状態やご希望により、ご自宅に訪問介護致します。

小規模多機能ホームあさくらを
  　　　　　　　ご利用の場合

円／月額（定額制）

円／月額（定額制）

円／月額（定額制）

円／月額（定額制）

円／月額（定額制）

15,16715,167

訪問（ホームヘルパー）訪問（ホームヘルパー）

デイサービスや訪問介護等、満額利用よりお安くご利用いただけます。

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

充実の介護サービスを安心の定額料金でご利用いただけます。

どれだけ多くの介護サービスをご利用頂いても 安心の定額制どれだけ多くの介護サービスをご利用頂いても 安心の定額制

小規模多機能ホームあさくらのご紹介小規模多機能ホームあさくらのご紹介

お気軽にお電話でご相談ください。

088-856-6006
高知県高知市朝倉丙 534-1　小規模多機能ホームあさくら　担当：堤

時間 　   日対応24　　 365 

http://www.kochi-mizuho.com

表示価格は利用者自己負担額（1割）です。

通い（デイサービス）

お泊り（ショートステイ）

通い（デイサービス）

お泊り（ショートステイ）

9:00   17:00～　   ( 年中無休 )

17:00   9:00～　  ( 年中無休 )

※同一建物居住者に対して行う場合は、別料金

10,32010,320

22,06222,062

24,35024,350

26,84926,849



　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

入居者募集中併設

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。

入居者募集中
空室残りわずか！



　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

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。

UP

UP相談室

浴室

脱衣室

食堂
談話ホール

洗濯室

ヘルパーステーション

居宅介護支援
事業所

厨房
1F

居室

玄関

玄関

朝倉医療クリニック
朝倉医療クリニック

１F　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

談話ホール、居室、朝倉医療クリニック

UP DN

DN UP

浴室

脱衣室洗濯室

スタッフルーム

台所

収納

食堂
談話ホール

浴室

脱衣室収納

2・3F

居室

２、３F　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　

鏡川

土佐電鉄
伊野線

JR朝倉駅

朝倉西バイパス
33

33

38

386

業務用食品
スーパー

高知大学

サービス付き高齢者向け住宅
ケアビレッジあさくら←いの IC

33

ヨシケイ高知
高知西営業所

←いの IC

高知方面→

ザ・ダイソー

業務用スーパー

ベルモニー会館

3333333333

高知西バイパス

鏡川

小規模多機能ホームあさくら
グループホームあさくら

ヨシケイ高知
高知西営業所

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
朝倉医療クリニック

鏡川

3333333333

　アクセス





■事業概要

･介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）における

調理全般及びその他付随する業務を行っています。

･土佐市配食サービス事業を行っています。

■ 運営理念

・地元の食材を中心に扱い、安全な食品を安心して提供する事は
もちろん、ご利用者の健康を考え、嗜好などもお伺いしながら献立や

調理に活かし、家庭的で季節感のある美味しい食事を提供して

まいります。食事をして頂いた方にしあわせを感じていただける

食材・食品の提供を常に考えてお届けします。

食 品 関 連 事 業

■土佐市配食サービス

1食あたり 450円（税抜）

栄養改善や定期的な見守りが必

要な在宅のひとり暮らしの高齢者

等の方々に栄養バランスを考慮

した食事を提供し、食生活の改善

と健康増進を図りながら、健康で

自立した生活の維持を目的とした

食の自立支援事業（配食サービ

ス）を開始しました。

■土佐市配食サービス事業に関するお問い合わせは

土佐市役所長寿政策課 088-852-1203が窓口となります。
※イーフード株式会社は、土佐市が実施する配食サービス事業の委託も受けています。

医療法人みずほ会のグループ事業

とっても

安心

あったか出来たて



スタッフ募集 増員のため

●サービス付き高齢者向け住宅                         ＴＥＬ 088-856-6006
　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           ＴＥＬ 088-856-6003
●居宅支援事業所ケアビレッジあさくら       ＴＥＬ 088-856-6005
●小規模多機能ホームあさくら                         ＴＥＬ 088-856-8032
●デイサービスケアビレッジとさ             ＴＥＬ 088-856-7701
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ  ＴＥＬ 088-856-7700
●介護付有料老人ホーム
　ケアビレッジたかおか　　　　　　　　ＴＥＬ 088-852-7790

●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
●ケアビレッジすさき
　通所リハビリテーション          ＴＥＬ 0889-43-1166
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ         ＴＥＬ 0889-43-1166

　　　　　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
□介護職員……………………………………………２名

○ケアビレッジたかおか
□看護師（正・准）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………数名

○シルバーホーム　おおの郷
□介護職員……………………………………………１名

○グループホーム　すさき
□介護職員……………………………………………１名　

○イーフード調理員
　……………………………………朝倉１名、土佐１名

透析治療日

月曜日～土曜日人工透析のご案内
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。 

当院の特徴は…

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須崎医療クリニック）　　　　　　　　　

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。

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）　

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）

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。


