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新年明けましておめでとうございます。
　現在、日本中で、とりわけ高知県は一足先に、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。また、高知県は病床数は人口割で全国最高で、社会保
障費削減の観点から、適正数の病床の削減が計画されていま
す。その受け皿となる介護施設はずいぶん整備されてきまし
た。しかし、低所得者の方々が入居可能な安価、安全な立地
の介護施設の整備がまだ必要です。
　そこで、私ども、みずほ会では、土佐市や高知市に安価な
高齢者施設を建設しています。ただし、施設入居費用に関係
なく、良質な介護の提供が一番大切です。すなわち、介護を
担う人材の質が重要であります。しかし、少子高齢化により、介護人材の確保は非常に厳しいのが現状です
団塊の世代が75歳を迎える2025年には30万人以上の介護職員が不足すると見込まれています。
　そこで、日本もやっと、外国人介護人材の受け入れの法律が、今年4月に施行されることになりました。
私たちも外国人の受け入れを積極的に行ってまいります。

　話は、関東に目を向けてみますと高知県から10年遅れで高齢化が進行しており、高知県の高齢化先進県の
ノウハウを生かして、千葉を中心に事業を行っています。現在、成田市で3施設の運営を行っていますが、
今後も千葉県を中心に関東でも介護の分野で地域貢献してまいりたいと考えています。

　医療の分野では、近年、かかりつけ医の役割が注目されるようになりました。最新の医療機器・知識で、
生活習慣病の管理・がんの早期発見、認知症の患者さんの、早期発見治療、がんの末期や超高齢者の方の
看取りなどが大切な役割です。近年、看取りという言葉をよく耳にするかとおもいますが、看取りとは利用
者様ご本人の意思と権利を最大限に尊重し、ご本人の尊厳を保つと共に、安らかな死を迎えるための終末期
にふさわしい最善の医療、看護、介護、リハビリテーション等を行うことといわれております。
　高知県では超高齢化が急速に進行し、要介護の高齢者の増加や医療財源の問題から長期入院が困難となっ
ています。そのため、みずほ会では安心して暮らせるよう、在宅での訪問医療、訪問看護サービスを提供さ
せていただき「最後は自宅で」を目指しています。
　お困りの方は、お気軽に、ご相談ください。勿論ですが、助かる患者さんには、迅速的確に、高知市の高
度医療の可能な病院を紹介します。
　
　今年一年も、医療・介護の分野で各地域で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。



キーママン！？が
作ったキーマカレー！！
おすすめです！！

医療法人みずほ会グループ

医　療
■須崎医療クリニック
■朝倉医療クリニック

介　護
■シルバーホームおおの郷
■ケアビレッジすさき
　-グループホームすさき
　-通所リハビリテーション
　-居宅介護支援事業所
■グループホームなかとさ
■ケアビレッジあさくら
　-グループホームあさくら
　-小規模多機能ホームあさくら
　-サービス付き高齢者向け住宅　ケアビレッジあさくら
　-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
　-ケアビレッジあさくらデイサービスセンター
■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
　-デイサービス　ケアビレッジとさ
■ケアビレッジたかおか
　-介護付有料老人ホーム　ケアビレッジたかおか
■グループホームたかおか

関連法人および施設
■社会福祉法人　あおば会
　-ケアハウスすさき
■イーフード株式会社
　-給食施設
　-リトルキッチン
■日本 eLife 株式会社
　- みずほ介護スクール
■日本イーメディカル株式会社
■株式会社 eCare
　【サービス付き高齢者向け住宅】
　-シニアパンション高知・鴨部
　-シニアパンション松山・土居田町
　-シニアパンション松山・西長門
　-シニアパンション松山・清住
　-シニアパンション松山・高岡町
　-シニアパンション松山・衣山
　-シニアパンション伊予・下吾川Ⅰ

【千葉県成田市】
■ケアビレッジごうぶ
　-訪問介護センター
　-デイサービスセンター
　-サービス付き高齢者向け住宅
■ケアビレッジさんりづか
　-サービス付き高齢者向け住宅

関連法人
および施設

医 療

介 護

本年もよろしくお願い申し上げます。職員一同

グループ連携
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～須崎医療クリニックの検査室紹介～
【主に実施している検査】
・血液検査 (肝機能、腎機能、糖尿病など )
・尿検査
・心電図
・肺機能検査
・脈波 (動脈硬化を調べる検査）
・超音波検査 (心臓、腹部、甲状腺、頸動脈など )
・MRI( 頭部、腰椎、頸椎など )

　特に検査室から患者様に注意して頂きたい検査に「腹部超音波検査」があります。
　腹部超音波検査は、肝臓・胆嚢 ( たんのう )・膵臓 ( すいぞう )・脾臓 ( ひぞう )・膀胱 ( ぼうこう )・
前立腺・子宮などあらゆる臓器の形態や腫瘤 ( しゅりゅう ) の有無などを確認する事が出来
ます。特徴として検査時間約 15 分で、痛みも無く体への負担も少ないです。

＜検査するにあたって＞
・原則６時間絶飲食です。（水・お茶であれば少しなら構いません）
・排尿は検査終了後が望ましいです。
　（尿が溜まっている方が膀胱 ( ぼうこう )・前立腺・子宮などが見え
　 やすいからです）

【診療時間のお知らせ -2016/12/5 より -】

午後

午前

一診
9:00-12:00

二診
9:00-12:00

一診
14:30-17:00

家石

月

休診

休診

当番医

家石

家石

家石

家石

家石 隔週整形

高橋 高橋

高橋

高橋

高橋高橋高橋

火 水 木 金 土 日

【診療時間】
月曜日
■9:00-12:00
水曜日
■15:00-17:00
訪問診療も行っております。

【朝倉医療クリニック】

【須崎医療クリニック】

【診療時間】　■9:00-12:00　■14:30-17:00　休診 )土曜日の午後、日曜・祝祭日



　当クリニックは、「在宅療養支援診療所」であり、有料老人ホーム、グループホーム・
ケアハウスなど高齢者入居施設への訪問診療を行っています。
　医師が、診療計画に基づき定期的に訪問し、診察、必要な処置を行います。
病院で受けられる医療処置と同様の注射や酸素吸入、床ずれ予防と、処置、末期がんの
ターミナルケアなども行っております。訪問診療の頻度は大体２週間程度の間隔で、月
に２回は訪問診療（定期往診）にうかがいます。

☆☆☆☆☆訪問診療のメリット☆☆☆☆☆
・入居者様の通院援助の負担軽減
・急な状態変化にも対応
・医師や看護師にいつでも相談できる

２４時間３６５日安心サポート
病状が急変した場合でも、いつでも連絡を
していただける体制をとっております。
病状によって、臨時往診にお伺いいたします。
入院が必要と判断したときは、スムーズに入院
できるよう連携医療機関と連絡を取り合います。
また、地域の訪問看護ステーションとも連携を取り合っており、患者さんとご家族が
安心して施設でお過ごしいただけるよう在宅医療を提供いたします。

費用︓月２回の訪問診療を定期的に受ける標準的な負担額→およそ 2000 円 / 月～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※１割負担の場合）

※こちらの金額は在宅医療をおこなうにあたっての金額であり、検査料・調剤薬局での薬剤料等は
ふくまれておりません。また、病状により金額が変わる場合があります。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・お申し込み
☎０８８－８５６－６００１
医療法人みずほ会
朝倉医療クリニック 〒780-8063 高知県高知市朝倉丙５３４－１
須崎医療クリニック 〒785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲５７４８－１
http://www.mizuho-medicare.com

診療訪問のご案内

連携医療機関

入居者様・ご家族様・施設様

医師

看護師薬剤師



～花粉症について～
花粉症とは︕︖
現在、一般的に日本人の約25%が花粉症だといわれています。
では、花粉症とはいったいどんな病気なのでしょうか︖
花粉症とは、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となって、くしゃみ・鼻水などの
アレルギー症状を起こす病気です。
季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれています。
アレルギー性鼻炎は、原因物質（アレルゲン）の種類によって 2 つに分類されます。

1. 季節性アレルギー性鼻炎 (=花粉症 )
原因となる花粉の飛ぶ季節にだけ症状があります。
日本では、約60種類の植物が花粉症を引き起こすと報告されています。
【主なアレルゲン】
　スギ、ヒノキ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、シラカンバなど。
【症状】
　鼻の三大症状（くしゃみ、鼻水、鼻づまり）だけでなく、目の症状（かゆみ、涙、充血
など）を伴う場合が多く、その他にのどのかゆみ、皮膚のかゆみ、下痢、熱っぽい感じな
どの症状が現れることがあります。

（さらに、シラカンバ、ハンノキ、イネ科花粉症などの人が、ある果物や野菜を食べると、
口の中がかゆくなり、腫れたりする「口腔アレルギー症候群」という症状もあります）

2. 通年性アレルギー性鼻炎
アレルゲンが一年中あるので、症状も一年中あります。
【主なアレルゲン】
　ダニ・家の中のちり（ハウスダストなど）・ゴキブリなどの昆虫、ペットの毛・フケなど。
【症状】
　喘息、アトピー性皮膚炎などを合併することがあります。

最近は通年性アレルギー性鼻炎と花粉症の両方に悩む人や、
複数の花粉に反応する人も増えており、ほぼ一年中くしゃみ・鼻水・鼻づまりや
目のかゆみ・異物感に悩まされるという人も少なくありません。

花粉症が日常生活に影響を与える理由
●鼻水や鼻づまりなどにより、寝付きが悪くなったり、夜中に起きてしまうと、十
　分な睡眠が得られず日中に眠くなるため。
●目のかゆみや鼻水などにより、集中力がうまく保てず、イライラしてしまうため。
●鼻づまりによって口呼吸が増えると、呼吸が浅くなり、酸欠状態から集中力や判
　断力が低下するため。

花粉症による日常生活への影響
　くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど、花粉症のアレルギー症状はとても
つらく日常生活に必要な集中力や判断力を低下させ、仕事や家事などにも大きな影
響を及ぼします。 快適な生活をすごされるためには、しっかりと症状を抑えること
が大切です。
　そのためには医療機関に行き、お医者さんの診断に基づいた適切な治療を受けましょう。
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問診を通じて最適な花粉症治療を
　お医者さんは問診を通じて、症状の度合いや治療時期をはじめ、例年の症状の出方やあなたのライフ
スタイルを考慮し、総合的に判断したうえで数ある薬の中から最適な薬を選び出してくれます。
　また、薬には市販薬であっても病院の薬でも、少なからず副作用があります。お医者さんはその副作
用による影響も考え処方してくれるので、より安心して治療を受けることができます。
　症状や薬について気になることがあれば相談し、治療の見直しなどを行い、より自分に合った治療を
みつけていきましょう。

POINT ︕ 症状をしっかり伝えるのが大切
　問診では、お医者さんに自分の症状を正確に伝えることが大切になります。
受診時には、症状がつらくなくても “一番つらいときの症状” や “何に一番困ってい
るか” をお医者さんに伝えることが重要です。

2017 年
スギ・ヒノキ花粉飛散予測総合コメント
2017 年春に予想されるスギ・ヒノキ花粉飛散量
は、2016 年春の花粉飛散量と夏の気象条件から、
東海から九州にかけては 2016 年春の 2 倍から 6
倍になると予測しています。西日本では 7 月の雨
量が例年より少なかった影響でヒノキ花粉が予想
より増加する可能性があります。

（NPO 法人 花粉情報協会 事務局長 佐橋紀男先生）

スギ花粉前線について
スギ花粉の飛散開始を同じ地点で区切った予測前
線図では、2017 年春のスギ飛散開始は現時点で
は 2017 年 2 月上旬から中旬を予測しています。

（NPO 法人 花粉情報協会 事務局長 佐橋紀男先生）

花粉症が日常生活に影響を与える理由
●鼻水や鼻づまりなどにより、寝付きが悪くなったり、夜中に起きてしまうと、十分な睡眠が得られず
　日中に眠くなるため。
●目のかゆみや鼻水などにより、集中力がうまく保てず、イライラしてしまうため。
●鼻づまりによって口呼吸が増えると、呼吸が浅くなり、酸欠状態から集中力や判断
　力が低下するため。

2017 年日本全国花粉飛散情報【第 1 報】(2016 年 9 月現在 )

花粉症による日常生活への影響
　くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど、花粉症のアレルギー症状はとてもつらく日常生活に必
要な集中力や判断力を低下させ、仕事や家事などにも大きな影響を及ぼします。 快適な生活を
すごされるためには、しっかりと症状を抑えることが大切です。
　そのためには医療機関に行き、お医者さんの診断に基づいた適切な治療を受けましょう。

花粉症と根本から向き合う「舌下免疫療法」

花粉症の治療方法のひとつに「アレルゲン免疫療法（減感作療法）」というものがありま

す。これは、アレルギーの原因物質（アレルゲン）を含むエキスを少しずつ体内に吸収さ

せることで、アレルギー反応を弱めていく治療法で、継続的に行うことで長期的に花粉症

の症状を軽減させていくことが期待できます。これまでは注射による皮下免疫療法が主で

したが、最近では舌の下の粘膜から投与する「舌下免疫療法」が一般的になりつつありま

す。1 回目の舌下投与は医療機関で行ないますが、以降は毎日自宅で行なうため、注射の

ように度重なる通院の必要がないことと、全身におよぶ副作用の可能性が注射に比べて低

いことから、注目が集まっています。

須崎医療クリニックでも実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

花粉症と根本から向き合う「舌下免疫療法」
　花粉症の治療方法のひとつに「アレルゲン免疫療法（減感作療法）」
というものがあります。これは、アレルギーの原因物質（アレルゲン）
を含むエキスを少しずつ体内に吸収させることで、アレルギー反応を
弱めていく治療法で、継続的に行うことで長期的に花粉症の症状を軽
減させていくことが期待できます。
　これまでは注射による皮下免疫療法が主でしたが、最近では舌の下
の粘膜から投与する「舌下免疫療法」が一般的になりつつあります。
1 回目の舌下投与は医療機関で行ないますが、以降は毎日自宅で行な
うため、注射のように度重なる通院の必要がないことと、全身におよぶ副作用の可能性が注射に比べ
て低いことから、注目が集まっています。
　須崎医療クリニックでも実施しておりますのでお気軽にご相談ください。



12月に行われた行事の一部をご紹介いたします
12 月 2日
龍馬看護福祉専門学校さんによるレクリエーションが
行われました。

そのほか、クリスマス会や忘年会なども行われました。ご協力いただいたすべての皆さまに
この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

12月 3日ー家族会ー
地域の方にもお声がけさせていただき
「認知症サポーター養成講座」を
開催しました。

※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。

12 月 13・26日ー外食支援ー
「おいしいね～」「アイスも食べる」
「いっぱい食べてしもうた」と
喜ばれました (^^)

12 月 21 日ースキルアップ研修ー
「インフルエンザ予防と対策」というテーマで、
学習の場を持ちました。
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牛乳は胃を保護し、働きを助ける作用が
あり、かつ消化・吸収にもよい。
みそ・たんぱく質が豊富で腸内環境を整え
さらに牛乳が入ることで減塩にも
つながります。

毎日ごきげん日替わり弁当

\480(税込 )

●びっくりドンキー

●リコー

大津バイパス▶

●コマドリ

●ローソン

●ニトリ

●まつもとディクリニック

卸
団
地

◀高知駅 ●TSUTAYA

薊
野
バ
イ
パ
ス ●ダイキ

●サニーマート

●GS

●

ご注文・お問い合わせは

【リトルキッチン高知工場・直売所】
〒780-0088
高知市北久保 9-15
OPEN 11:00 ～ 14:00
手羽先は 18:00 まで販売
土・日祝休み

【イーフード株式会社】
〒781-1105
土佐市蓮池 1231-2

☎ 088-802-7711　FAX：088-802-7820
イーフード株式会社は、高知県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。

工場です→工場です→

直売所です
↓
直売所です
↓

美
腸
月
間

忘年会・お正月・新年会などで胃腸に負担がかかっていませんか︕︖
イーフードが消化（胃腸）にやさしい食材（効能）を使ったお弁当をお作りいたします︕︕

新年 1 月は健康な身体づくり︕︕

■かに玉生姜餡・しゅうまい・金時豆
●卵はほぼ完全食品といわれるほど必要な栄養がいっぱい︕︕
　「コレステロールが気になる・・・」と感じる人も多いと思いますが、
　じつは、卵は「良質なたんぱく質」。コレステロールを正常に保つ働きを
　持っているため、気にしなくても大丈夫なんです (^^)

■豆腐ハンバーグ ( 大根おろしとポン酢 )・じゃがいもの煮っころがし
●豆腐も、良質なたんぱく質でありながら、大豆よりも消化・吸収に優れている最高な食材です︕︕
　さらに大根は、胃腸の働きを整える栄養たっぷりの食材︕︕すりおろすと消化酵素の働きUP︕︕
　胃の回復にひと助け。じゃがいもも消化によい食材。ただカロリーを抑えるということだけではなく
　身体をつくるたんぱく質はしっかりと摂取します。

■チーズハンバーグ・ポテトサラダ・ほうれん草のピーナツ和え
●チーズは牛乳の栄養が凝縮されている食べ物で、より消化・吸収しやすい形になっています。
　チーズに含まれるビタミンB2とピーナツに含まれるビタミン Eを一緒に食べることで「脂肪燃焼」
　の効果を発揮します︕︕ただし食べ過ぎは逆効果となるため注意。

■和風おろしトンカツ・ニラ入り玉子焼き・カリフラワーのサラダ
●豚肉はビタミンB1が豊富で、身体を疲れにくく、内臓を丈夫にします。
　さらに、大根と合わせると相性が良く、豚肉の消化を助ける効果があります。
　カリフラワーに含まれるビタミンB2は、脂肪の吸収を抑えるため、ダイエットにも効果があります。

■とり肉のトマト甘酢炒め・さといも煮・豆の煮物
●酢にはストレス・疲労に効果的な作用があり、トマトと一緒に食べることで効果が高まり、
　免疫力アップにつながり、さらに美肌効果にも期待できます。

■さけのカレー風味パン粉焼き（タルタルソース添え）・ひじきのサラダ
●さけには老化を予防する作用があり、カルシウムの吸収を高め、骨を丈夫にする働きをします。
　干しひじきや小松菜にはカルシウムが多く含まれている食品ですが、吸収率の低い食品のため、
　ビタミンDを含むさけと一緒に食べることで、効率よく吸収することができます︕︕

イーフードの 1 月の日替わり弁当のご紹介︕︕

医療法人みずほ会のグループ事業
【食品関連事業】

※高知市北久保リトルキッチンにて。エリア・個数によリ配達いたします。お気軽にご相談ください。

牛乳みそ汁 !? を限定販売︕︕

イーフード株式会社がお弁当の販売をはじめました !

※一部抜粋となります



介護の仕事を目指している方に介護の仕事を目指している方に

介護職員初任者研修 講座介護職員初任者研修 講座

基礎から学べてしっかり身につく定員２０名の少人数制。
お仕事をしながらでも通える月・水・金１８：３０～２１：４０までの講義・演習時間。

二周年記念

キャンペーン価格

新期生募集中

二周年記念
キャンペーン価格

新期生募集中

日　時

20 名（最低実施人数に満たない時は中止の場合もあります。）

平成２9年　　　 　平成２９年 全３1回

内　容

講　師

受講料

定　員

申込方法

職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本
介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、
老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみと生活支援技術　など

下記電話番号にてお問い合わせ頂くか、必要事項を記入の上FAXをお送り下さい。
　　　　　　　　　　　（講義日程・カリキュラム等の資料を送付させて頂きます。）

訪問介護事業に従事しようとする人。
在宅・施設を問わず、介護の業務に従事しようとする人。対象者

福祉現場で活躍している 看護師・理学療法士・介護福祉士・介護支援専門員

円 （テキスト代込み、税込） 分割払いも可能

３ヶ月 コース

施設名 日本イーライフ株式会社

受講地

資料請求・申し込み・お問い合わせ

〒780-8063

　高知県高知市朝倉丙534-1
　ケアビレッジあさくら内

ケアビレッジあさくら

朝倉医療クリニック

申込・資料請求
どちらかに○をつけてください お名前

平日 ９︓００～１７︓００

FAX : 088-856-6004での申込・資料請求は下記にご記入下さい。

TEL

e-mail

住所

事務局まで

(旧 ホームヘルパー２級講座)

　無料駐車場あり
　朝倉駅より徒歩10分

2月6日（月）~4月19日（水）　 

59,000

みずほ介護スクール

０８８－８５６－６００６



人工透析のご案内

 

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）　　

スタッフ募集 (増員のため)

　

●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  
●小規模多機能ホームあさくら
●ケアビレッジあさくら
　デイサービスセンター
●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
●介護付有料老人ホーム
　ケアビレッジたかおか
●シルバーホームおおの郷 　  

☎ 088-856-6006

☎ 088-856-6003 
☎ 088-856-6005
☎ 088-856-8032

☎ 088-840-3331
☎ 088-856-7701
☎ 088-856-7700

☎ 088-852-7790
☎ 0889-40-0560  

●グループホームすさき
●グループホームなかとさ 
●グループホームあさくら
●ケアビレッジすさき  
　通所リハビリテーション 
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ  
■ケアビレッジごうぶ（千葉県成田市）
　〇訪問介護センター
　〇デイサービスセンター
　〇サービス付き高齢者向け住宅
■ケアビレッジさんりづか　
　〇サービス付き高齢者向け住宅　  

☎ 0889-43-1181
☎ 0889-54-1666 
☎ 088-856-8030

☎ 0889-43-1166
☎ 0889-43-1166

☎ 0476-85-8188
☎ 0476-85-8188
☎ 0476-29-5545

☎ 0476-33-7730 

ご入居・ご利用お申し込みの案内　　お気軽にお問い合わせください。

○デイサービスとさ：土佐市
□相談員……………………………………………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○ケアビレッジあさくらデイサービスセンター：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○ヘルパーステーション：高知市
□介護職員（初任者研修資格者）…………………数名

○小規模多機能ホーム：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○グループホームあさくら：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○イーフード株式会社：高知市
□調理員……………………………………………１名

○グループホームすさき：須崎市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○通所リハビリテーション：須崎市
□理学療法士 ………………………………………１名

○ケアビレッジとさ：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名
□看護職員…………………………………………２名

○ケアビレッジたかおか：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名
□看護職員…………………………………………２名

○グループホームたかおか：土佐市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………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。

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
を行うことができます。

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、申し込みした後に履歴書（写真貼）を送ってください。追って面接日等ご連絡致します。
□給与/本会規定による(資格・経験等により優遇します)


