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　３月下旬に、介護職員の育成、教育の面で交流のある、現地財団の紹介でフィリピンの病院を視察して来ました。
マニラから車で、南へ約 40分、日本企業も多くある工業団地を抜けると、サントトマスという街に入りました。
今回はこの街にある、セント・カブリニ医療センターを訪問しました。セント・カブリニ医療センターは、当初、
日本の関係会社の従業員 8,000 人以上とその家族の医療ニーズに応えるために、1998 年に開設しました。サン
トトマスの周辺にものいくつかの工業団地があり、他の企業と周辺地域の医療を担うことになりました。良いサー
ビスや近代的な医療技術・ノウハウを優先的に提供する医療機関となっています。また、総合的ながん医療を提
供する施設でもあり、院内にがん研究所を設けています。放射線療法、化学療法、手術などの従来の医療に加えて、
研究所では、栄養医学などの補完療法、鍼治療、リハビリテーションや精神ケアなどのサービスを提供しています。

日本、特に高知県では少子高齢化が進行しています。今後、あらゆる分野での労働者の確保が課題となると思わ
れます。とりわけ、医療・介護での人材不足が深刻になります。私達は、優秀な人材の育成に力を入れ介護職員
の教育に取り組んでいます。それでも、今後は人材確保が困難になると予想し、外国人の受け入れを真剣に考え、
取り組み始めました。現在、フィリピンからの労働者 7名の中 5名が、高知に来て就労しています。今回は、日
本国籍の方もおりますので、日本に永住することが可能です。7名は、マニラの研修施設で 7カ月間、日本語研
修を受けておりますので、日本語での通常会話について大きな問題はありませんが、漢字や方言（土佐弁）には
苦労しています。また、日本の風習や生活習慣の違いや、日本での新しい仕事にもまだまだ慣れていません。し
かし、１年後には必ず他の職員と同じレベルになるものと思っています。今後も、増々、人材確保が社会問題に
なるものと思いますが、今のうちから課題に取り組んでいきたいと思います。
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小規模多機能ホームあさくら

◎通い（デイ）、訪問介護、泊まり（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）が 365 日 24 時間必要に応じて利

　用できるサービスです。

◎介護が必要になっても、小規模多機能ホームあさくらが住み慣れた自宅での生

　活をお手伝いいたします。

◎多くの介護サービスを利用しても定額制なので介護保険の利用限度額を超える

　心配がありません。※他のサービス利用の場合を除きます。

◎ショートステイの宿泊料は 1泊 2,000 円です。

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 

登録定員 /25 名  内宿泊定員　 5 名

　　　　　　　   通い定員　  15 名

平成 24年 8月に開設しました。

小規模多機能ホームあさくらでは、「通い」「宿泊」「訪問」といった 3つのサー

ビスを組み合わせて在宅生活を支援していきます。馴染みの地域で、「安心」して

暮らし続けて頂けるよう、馴染みのスタッフが、利用される方一人ひとりのライ

フスタイルに合わせて支援を行い、その人らしい人生を送ることができる様お手

伝い致します。

ケアビレッジあさくら



24 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ます。

車椅子贈呈式

高知市春季火災予防運動に合わせて、グループホームあさくらで避難訓練を行いました。

18人の入居者のうち、9人は車椅子や杖が必要な方です。非常ベルが鳴ると、職員は指示、誘導、通報に

分かれて行動を開始し、誘導担当者は入居者の手を引き、非常階段から屋外に避難しました。避難完了ま

で約7分でした。火災はあってはいけないものですが、気をつけていてもいつ起こるか分からないものです。

特に、夜間など人手が少ない時には、冷静に迅速に対応することが重要です。あわてず怪我人を出さずに

全員が避難できるよう今後は月に 1回は訓練を行いたいと思います。

～多ノ郷小学校～

グループホームあさくら ～消防訓練～



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

 定員
50 名

　利用者募集中
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ケアビレッジとさ

●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。

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

 TEL 088-856-7701　FAX 088-856-7706

　入居者募集中

デイサービス「ケアビレッジとさ」では要介護・支援認定を受

けた方を対象に、昼間の一定時間、入浴・食事など日常生活上

のお世話や機能訓練などのサービスを提供しています。



介護付有料老人ホームケアビレジとさ だより　

３月２９日に、入居者の方と、いの町の仁淀川付近にある桜を見に外出をし

ました。晴天に恵まれ、満開の桜や、春の仁淀川の景色を楽しみました。散

策した後は、ラーメン店でそれぞれ好きな料理を注文して、楽しく食事をし

ていました。

デイサービスケアビレッジとさ だより
『いつまでも元気に我が家で暮らしたい！』そんな利用者様の願いにお答えしたく日々の運動を楽しく行

なっています。

『えんや～とっと！』 『サイクリング』

４月１日にデイサービスに飾った桜の木やテラスに咲いているお花を眺め、花見会をしました。

とても美味しい花見弁当に利用者様も「わぁーすごい！おいしそう」「桜の花びらがお弁当に入っている。

ニンジンの蝶々がとびゆう。」と大喜びでした。

ジュースを片手にみんなで　”カンパーイ ”　お腹いっぱい♡花いっぱいのひと時でした。



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

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

診察日のご案内

午後

午前

一診

二診

一診

二診

月 火 水 木 金 土 日
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隔週整形

休診

高橋・武市
中平

当番医

９:００～１２:３０

９:００～１２:００

１４:００～１７:００

１５:００～１７:３０

休診

ピロリ菌 保険適用拡大

■ピロリ菌とは・・・
　ピロリ菌の正式名称は『ヘリコバクター・ピロリ菌』といい、多くは

食物や飲水から感染する経口感染がほとんどです。日本の場合は生活環

境が整っていない戦後の時代に育った方の感染率が高く、５０歳以上の

感染率が高く８０%の方が保菌していると言われています。

ピロリ菌がいるだけでは症状はでませんが、ピロリ菌が原因で何らかの

病気を発症した場合に症状が出ますが、それは保菌者のうち約３割程度

だといわれています。

■ピロリ菌が引き起こす病気・・・

　ピロリ菌が原因で引き起こす主な病気は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、萎縮性胃炎です。潰瘍患者

の約９０%、胃がん患者のほぼ１００%がピロリ菌を保菌しています。

■保険適用拡大・・・

　今まではピロリ菌の除菌治療の保険適用は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、早期胃がん、胃のリンパ腫などに罹

患している際のみでしたが、研究により２００９年の論文では『中等度の胃炎の方では 35％程度、高度の

萎縮性胃炎で早期胃がんの方の再発を 65％程度低下させることが期待できる』と発表され、胃がん撲滅の

ため平成２５年２月２１日より慢性胃炎でのピロリ菌除菌治療でも保険が適用されるようになりました。

ピロリ菌の電子顕微鏡写真



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・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

　　　　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
○高知市に新規事業所開設につき
□介護職員（ホームヘルパー２級課程修了者以上）……数名
　※後続資格の「介護職員初任者研修」を修了された方も　
　　ご応募可能
□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！

初めまして。3月から透析室で勤務することになりました臨床工学技士
の濱田一宏と言います。
今はまだ覚えることがたくさんあり一日一日が勉強です。
この先、まだまだ覚えることがたくさんあると思いますが、すべてのこ
とを一生懸命頑張りたいと思います。

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。

新入職員の紹介


