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みずほ

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。

み 未来に続く笑顔のために

ず 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

　医療保険制度改革では、救急医療の集約、在宅医療の拡充、ジェネリック医薬品の

使用促進が主な変更点です。救急医療の集約とは、高機能病院への人材も含めた医療

資源の集約であります。また、今後増加し続ける高齢者を介護施設も含めた在宅での

医療の充実です。また、無駄な医療費削減という観点からジェネリック医薬品の使用

促進であります。須崎医療クリニックは、近隣の病院や高知医療センターや高知赤十

字病院といった高機能病院とも連携を図りつつ、外来と在宅医療を中心に取り組んで

いきたいと考えています。一方、介護保険制度改革では、今まで同様在宅生活の支援と、

独居等で在宅で暮らすことが困難になった方が安心して生活できる施設整備でありま

す。私はハード面だけでなく、むしろ、人材育成が大きな課題だと思っています。

　私たち、医療法人みずほ会グループは高知市や土佐市といった高知県中西部におい

ても地域に貢献すべく施設建設を開始しています。

　今後とも、ご支援ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

法人理念

　早いもので、4 月１日で開業して 10 年を迎

えることができました。これは、患者さんや介

護利用者の皆様、地域住民、従業員の皆さんの

おかげだと感謝しております。

　さて、今春 4 月の、医療・介護保険制度の改

革がありましたので紹介することにします。



須崎医療クリニックよりお知らせ

お薬について

薬局で患者さんが先発品と後発品を選択できるようになります。

2012 年 4 月から処方箋のお薬の名前の一部が一般名になります。

今まで　　　　　　　　　　　→　　　4 月 1 日から

ロキソニン　　　　　　　　　→　　　ロキソプロフェンナトリウム

ガスター OD 錠　　　　　　　→　　　ファモチジン口腔内崩壊錠

ノルバスク錠 OD 錠　　　　　→　　　アムロジピンベジル酸塩口腔内崩壊錠

例

医療用医薬品（医師の処方箋が必要な薬）には同じ有効成分・同等の効き目でも先発医薬品と、
それより価格が安いジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。ジェネリック医薬品は、
先発医薬品と同じ成分で作られ薬事法という法律に基づく基準や規制をクリアした薬です。
試験によって効き目や安全性が新薬と同じだと確認されています。

Q ジェネリック医薬品はどうして安いの？

開発した会社とは別の会社が製造・販売するのがジェネリック医薬品です。開発に掛かる期間
が、先発品で約 20 年。それに比べてジェネリック医薬品では 3 ～ 5 年と短い。その分、開発
にかかる費用も抑えることができるため価格は、新薬の約 2 ～ 7 割です。

Q 国の医療費の抑制にもつながるの？

医療費は、皆さんが窓口で支払う負担額の他に、国や地方の税金、国保や健保の保険料でまか
なわれています。少子高齢化が進むなかで、医療費（薬剤費）は年々増え続けています。特許
が切れた新薬をジェネリック医薬品に替えることができれば国の医療費も抑えれると言われて
います。ジェネリック医薬品は世界では一般的な薬になっておりアメリカ、カナダ、イギリス、
ドイツなどの先進国では普及率が６０％を超えているようです。これらの国は、日本よりもずっ
と前から医療費の節減が課題となっていました。

Q どんな工夫があるの？

特許期間中には、たくさんの患者さんが処方を受け、医師・薬剤師・看護師などの医療関係者
に取り扱われます。「こうだったらいいのに」という声を集めて工夫をしています。例えば、
患者さんが飲みやすいように、大きくて飲みづらい錠剤を小さくしたり、コーティングなどで
苦味を少なくしたり、飲み間違いを防ぐために薬の名前を錠剤に印刷しているものもあります。



診察日・診療日

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

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！

機器の専門化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３０年になります。
臨床工学技士

岡部　欣也
おかべ　　きんや

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。

　透析治療日

月曜日～土曜日

午前

午後

一診

二診

一診

月
火

水 木 金 土
第2 第１・３・４

高橋

武市

武市

武市

武市 武市

武市

武市

武市

高橋 高橋

高橋 高橋 高橋

高橋 高橋 高橋
武市

当番医

休診
※１）月２回

受付時間
11:30まで

※２）受付時間
12:00まで

※１）月２回 第2週火曜日午後　高橋医師休診。（代診武市医師）
※２）火曜日午前　武市医師は、12：00までの受付となります。
月2回は、往診の為受付時間11：00までとさせて頂きます。
午前　9：00～ 12：30
午後　14：45～ 17：30
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日

日



居宅介護支援事業所とは・・・
居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）によって、ご利
用者が介護保険サービスを受けられる際に必要な「介護
サービス計画（ケアプラン）を作成およびサービス提供
の支援をします。ご利用者本人とご家族の要望を踏まえ
てご利用者の心身の状態、生活環境に合わせたケアプラ
ンを作成します。また、介護保険のサービスを受けるた
めに必要な「要介護認定申請の代行」も行います。介護
保険を受けたいと思われたら、お気軽にご相談ください。
全額介護保険負担となりますので、ご利用者のご負担は
ありません。

シリーズ部門紹介①

グループホームすさき 所在地 / 〒 785-0030

高知県須崎市多ノ郷甲 5741 番地

電　話 /0889-43-1181

ＦＡＸ /0889-43-1165

入居定員 /18 名

シリーズ事業所紹介　3

グループホームとは・・・
認知症の高齢者の方が、小規模で家庭的な環境の中で共
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。

　　

　
所在地 / 〒 785-0030

高知県須崎市多ノ郷甲 5741 番地

電　話 /0889-43-1166

ＦＡＸ /0889-43-1165

介護支援専門員 /2 名

岡内雅子

介護支援専門員として居宅介護支援事
業所ケアビレッジに勤務し今までにた
くさんの出会い数々の経験をさせてい
ただきました。その経験を活かしこれ
からも頑張っていきたいと思います。
介護に関して不安な事や悩みがあれば
お聞かせ下さい。一人で悩まず相談し
て下さい。
住み慣れた地域でその人
らしく生活が出来るよう
またご家族の介護負担を
軽減し安心して生活が送
れるよう支援します。

管理者

林　美紀

グループホームすさきは平成 18 年に開設し
今年で 7 年目となります。ケアビレッジすさ
きの 2 階にあり少し目に付きにくい場所です
が１８名の入居者の方の共同生活をスタッフ
15 名が一生懸命支援させて頂いております。
何よりも入居者の方の健康と、パワーや笑顔
が私たちの「やりがい」であり楽しく生活し
て頂く事が一番だと思っております。グルー
プホームすさき運営理念を基本とし、ニコニ
コと我が家の様に暮らせる施設作りを目指し
ます。須崎市の住民として地域との連携や防
災にも力を注いでいきたいと思います。

居宅介護支援事業所ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞ

毎朝行なっているラジオ体操 公民館の展示会へお出かけ

新鮮なお刺身は週２回ほど
食卓に上がります

近所のお店でお買い物

管理者

→
施工前 施工後

住宅改修工事の例

自宅の階段や廊下に手すりをつける、段差をなくすなど、小規
模な住宅改修をした場合、介護保険の対象となります。



高知市と土佐市に新たに介護施設を現在建設中

　朝倉西バイパス沿いの場所にあり南
へ約 500 ｍで電車道へ出られ JR 朝倉駅
もすぐです。また西へ行けばすぐに伊
野 IC がありアクセスのよい地域です。
この米田地区は鏡川の下流に位置し地
下には豊富な地下水が流れており、綺
麗な水でお米も作られている地域です。
　地域の皆様には建設中は色々とご不便
やご迷惑をお掛けいたします。皆様のご
協力のもと工事を進めさせて頂いており
ます。

●高知市朝倉（米田）　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

●土佐市蓮池　介護付有料老人ホームケアビレッジとさ（特定施設 /50 室）
　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、広さ約 38 アールほどの
蓮池公園があり６月下旬から８月上旬ま
で池いっぱいに広がるピンク色の蓮の花
を楽しむことができます。

お花見ドライブ

通所リハビリテーション

3 月 30 日に中土佐町久礼にある
大坂まで桜の花を見におでかけし
ました。ちょうど満開の時期でと
ても綺麗でした。

交通アクセス

高知
自動
車道

マルナカ

蓮池小

伊与木クリニック

土佐市消防署

高岡高校

土佐署

土佐 IC

56

287

ケアビレッジとさ

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

小規模多機能ホームあさくら
グループホームあさくら



スタッフ募集 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）

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

ご入居お申し込みのご案内
随時入居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

地 域 交 流

車椅子贈呈式　～多ノ郷小学校～

昨年度も多ノ郷小学校の空き缶回収に各事業所が協力さ
せていただきました。この日、多ノ郷小学校で行なわれ
た贈呈式には曽我部事務長と片岡管理者が参加させてい
ただきました。大切に使用させていただきたいと思いま
す。本当にありがとうございました。今年度も引き続き
協力させていただきたいと思います。小学生の皆さん頑
張って下さい！

　　　　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
□事務職員（医療事務 /受付事務） １名
□看護師 １名　

ボランティアさん紹介
ケアビレッジすさき通所リハビリテーション

今年の１月より、通所リハビリテーションへ明徳義塾高校
３年生の明神佳歩さんがボランティアとして来ていただい
ております。利用者さんのお出迎えやレクリエーション活
動など職員と一緒に取り組んでいただいています。明るく
元気な明神さんに来ていただくことで職場の雰囲気も明る
くなっています。 左から二人目が明神さん

地元の上ノ加江女性学級さんがグループ
ホームなかとさへ芝桜を植えに来ていた
だいておりました。数年後には見ごろを
迎えますので今から楽しみです。女性学
級の皆さん大切に育てていきます。あり
がとうございました。

グループホームなかとさ


