やさしく
やわらかく
あたたかく
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新年明けまして
おめでとうございます

仁誠会

田尻哲也

医療法人社団

理事長

2-3

2021年 今年の夢を語る

4-5

2020年度 満足度調査結果のご報告

6

2020年度仁誠会内発表会のご報告

7

アロマセラピー資格取得への取り組み
自宅で出来る「リハビリ」のご紹介

8

脳梗塞パーソナルトレーニング
「ライフJ」の事業所ご紹介

謹んで新春をお祝い申し上げます︒
旧年中は新型コロナウイルスに振り回されて︑
大変な1年でございました︒
法人のウイルス感染予防対策へのご理解とご協力に大変感謝いたしており
ます︒
毎日の体温測定や手指消毒︑
マスク着用に始まり︑
透析施設内での飲食制限
や︑
集団勉強会・催し物の中止︑
入院・入所の面会制限など︑
いずれも施設で
のクラスター発生予防が目的ですが︑
皆さんに大変不自由な思いをさせて
いると心苦しく感じております︒
本年も新型コロナウイルス感染症に対して特効薬はまだ発見されており
ませんので︑
感染予防の徹底を余儀なくされることになると思います︒
不要
不急の外出制限であったり︑
ソーシャルディスタンスやテレワーク︑
Web
会議など人間同士の直接的な接触制限つまり個人と個人の分断が起こって
おります︒
こういうときだからこそ︑
仁誠会の理念である
﹁心ひとつ﹂
の下︑
精
神的な絆を大事にしていくことが重要です︒
私たちは医療介護サービスを
通して
﹃笑顔﹄
と
﹃元気﹄
と
﹃勇気﹄
をお届けすることを喜びと思ってます︒
一人一人が謙虚に素直な心で︑
一日一日
﹁心技体﹂
の精進を心掛けて︑
そして
患 者 さん 利 用 者 さんも 職 員も お 互いに 応 援 し 合い感 謝 し 合 うコミュニ
ティー創りに向け︑
気持ちを新たに取り組んでまいります︒
本年も皆さんがご健勝でご多幸でありますよう︑
心からお祈り申し上げ
ます︒

仁誠会クリニック光の森
恒例の門松作り！患者さんの
ご指導の下、2021年も更に良い年で
ありますようにと願いを込めて
皆で頑張りました！
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2021

吉田 貞美さん

田尻 泰観さん

仁誠会クリニックながみね

仁誠会クリニック新屋敷

今年の2月にお陰様で84歳になり年男で
す。
今年の抱負は、
元気に自宅の草むしり
や庭いじりをしたいと思っています。
正月は餅つきもしたいぐ
らいの気持ちでいます。
腰の圧迫骨折で入所しリハビリを理学療法士さんと一緒に頑
張っています。
起き上がりや立ち上がりもできるようになり以
前より元気になりました。
長い間家を留守にしてかーちゃんに迷惑をかけているので、
かーちゃんと一緒に家の事を頑張ります。

古庄 誠一さん
有料老人ホーム赤とんぼ大津

有料老人ホーム赤とんぼ大津に入居して
1年以上が経過しました。
入居後から週3回、
通所でリハビリを頑張っており、
自分でも杖
を使ってだいぶ歩けるようになったと自覚しています。
赤とんぼ大津の職員はもちろん、訪問看護や透析室の職員か
らの日々の応援がとてもうれしく思います。
丑年である今年は、
家に外出し妻の手料理を食べたり、
近所の
方に元気な姿を見せることを目標に頑張っていきます。

松崎 三保さん

2020年はコロナを始めとする自然災害
多く発生し、個人的にも透析導入や心筋
症によるカテーテル手術と余り良い事がなかった一年でした。
2021年は、全ての病気が治る事、
ちょっと無理だと思うので
夢はコロナが静まり、
妻や遠く離れている子供達と集まって、
盛
大に還暦祝いをしてもらいたいです。
あと家族全員が健康で大
難は小難へそして無難へと過ごせる穏やかな一年間が自分の
夢であり願いです。

氏森 正男さん
仁誠会クリニック光の森

令和三年72才の年男になります。
年をとるのは早いもので製菓会社を定年
退職し、
介護施設のアルバイトも9年になり利用者の送迎の仕
事を頑張っています。
人工透析を開始して2月で丸二年になり仁誠会クリニック光の
森のスタッフのみなさんのおかげで頑張れていると思います。
今年の目標は、体力をつけて趣味であるウォーキングの大会
に参加する事。
美里町桜ウォーク、
くすぼ
（天草）
菜の花ウォーク、
維和町
（天草）
ウォーク等、
また熊本ウォーキング協会の例会に
参加する事。今は、登山で近くの山に登れる様に日頃から坂
道・階段のある飯高山
（合志）
で筋力を付けています。
加えて、本年4月で結婚50年になります。あっという間の月日
で家内には色々苦労を掛けたと思い、
これから大切にしていき
たいと思います。

赤とんぼ入所科4階

特に目標とかは無いですけどね。変わら
ずに健康でいられると良いですね。健康
なのが一番いいですね。
寝たきりは苦しいですからね。
そのた
めにはよく食べて、
よく寝ることが大切です。
甘いものはあまり
好きじゃないですけど煎餅は好きです。
煎餅はよく食べていま
すよ。
でも一番良いのは何も考えないことですかね。
何も考え
ずにボーっとしていたらいつの間にか長生きしていました。

江藤 淑子さん
有料老人ホーム赤とんぼ長嶺

今年は年女。病気をする前は踊りやカラ
オケをしていたので、
また少しでもできる
ようにリハビリをして元気になりたいと思います。
息子は100歳まで生きるよと言ってくれるので、
自分ではそん
なに長生きしようとは思わないけど、
ここの利用者の方たちと
仲良く楽しく過ごしたいと願っています。

2021年

夢を語る

今年の

丑年生まれの患者さん、利用者さん、
スタッフ

中村 富子さん
赤とんぼ入所科3階

今年で7回目の年女となります。赤とんぼ
を利用して今年で8年となりました。職員
の皆さんが優しく楽しく生活できていま
す。私は昔から外出が好きでした。
しかし最近では新型コロナ
ウイルスが流行しており外出があまり出来ませんでした。
今年はコロナウイルスも終息してもっと元気になって大好きな
外出をたくさんしたいと思います。
そのためにもリハビリなど
頑張っていきます。

浦田 安之さん
仁誠会クリニック大津

私の今年の夢・目標は、
熊本県内の小・中
学校で
「キャリア教育」
が推進されるよう
に、
現在勤務する大津中学校の研究をすすめ、
11月19日
（金）
開催予定の研究発表会を成功させることである。
変化の激しい今の時代において、
子どもたちが
『夢を持ち、
夢を
育み、
夢を叶える』
ために、
学び続ける、
そして社会で自立して
生き抜く力を身につけた生徒を育てたい。
教職生活最後の取り
組みである。
そして日々の透析に耐え、
元気に令和4年3月末日の定年退職
を迎えたい。
健康第一、
元気が一番！
！

三村 治利さん
仁誠会クリニック黒髪

透析始めて6年。退職した年、ラージボー
ル（卓球）
と出会い、週3回の練習で力を
つけ全国各地の試合を楽しんでいた。
ねんりんピックには7回
も県代表として各地に行き、
いろんな方々との出会いがあった。
透析始めた頃も週2回はラージと関わってきたが、
熊本地震で
練習会場が確保できず、
だんだん足が遠のき今はやっていない。
84歳の抱負はボチボチでいいので、
残された人生を自分の足
で動き、
筋トレに励んで大阪にいる長男家族のもとに行くこと
が目標です。
コロナ禍でいつになるかわかりませんが家内と2人3脚で穏や
かに過ごせたら最高です。
欲を言えば、
ちょっとでもラージボールが出来たらなあ・
・
・。

片山 良樹さん
赤とんぼ通所リハビリテーション

1949年（うし年）生まれで、昭和・平成・令
和の時代に、
いろんな出来事に逢いながら
も、年を積み重ねて気がつけば72年が過
ぎていたものです。
今年は延期されたオリンピックが開催されるという大きなイベ
ントがあるので、
選ばれた日本の選手が活躍することをテレビで
応援したいと思っています。
その後は周りの人々と楽しく過ごし、
あるがままに生きていけたらと願っています。

興梠 伸子さん
赤とんぼ入所科3階 介護福祉士

今年で4回目の『年女』
となってしまいま
した。
昨年の6月入職し、7ヶ月が経ちました。主任を始め、他スタッ
フの方々の助けもあり、
恵まれた環境の中で業務させて頂けて
いることに感謝しています。
プライベートでは、
初孫も誕生し、
楽しみが増えました。
今年の抱負！自己のスキルアップは勿論ですが、
利用者様が笑
顔で安心して過ごせるよう、
『その方に合ったケア』
が出来るよ
う頑張りたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
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大幸 薫子さん
羽廣 里実さん
通所リハビリテーション赤とんぼ黒髪 看護師

赤とんぼ黒髪に入職して2年目となりま
した。
看護師でパートとして働き、
スタッフの方々、
利用者様もあたた
かく接して下さり、
安心して仕事をする事が出来ています。
子育てをしている為ブランクがあり、
入職当初はとても不安で
したが、先輩看護師のご指導もあり、自信がつき仕事ができて
います。
今年の目標は、
看護師として、
専門職としてスキルアップをして
いきたいと思っています。

江副 眞由美さん
クリニックながみね 管理栄養士

今年仁誠会入職16年目となります。昨年
8〜9月は頭がすっきりせず、頭の中にも
やがかかった様な具合で体調が優れませんでした。
その後コロ
ナ禍で中断していた週1回のピラティスを再開した頃から次第
に体調は回復しました。
今年もピラティスを続けます！
仕事面では昨年赤とんぼ栄養科と協力して立ち上げた
「63日
サイクル献立」
をブラッシュアップして、
患者さんに楽しんで頂
ける食事を提供していきたいと思います。

仁誠会クリニック大津 臨床工学技士

私の2021年の目標は、穿刺を始め、一
人でも多くの患者さんを穿刺できるよう
になる事です。透析で穿刺が一番苦痛だと感じる患者さんも
いらっしゃると思うので、そこに寄り添えるようなスタッフに
なりたいと思いました。そのために、穿刺介助に付きながら
患者さんの血管の走行や状態を確認して先輩方の穿刺の仕
方やトラブル対応も観察しています。
今は穿刺レポートを作成し模擬血管で練習しています。患者
さんの為に痛くない穿刺を目指していきます。

KOKOROHITOTSU ◎ 2

仁誠会クリニック
仁誠会クリニック

光の森

毎回大変親切にして頂いて
い ま す。入 所 時 は 不 安 が
あったりしましたが、全く
と言っていいほど安心し、
かつ楽しく透析をうけるこ
とが出来ています。とても
感謝しております。

黒髪

毎回スタッフの皆さんに
明るく接していただい
て、うれしく思っていま
す。ありがとうございま
す。評価点が④満足（95
点）なのは明日の励まし
の気持ちです‼十分満足
しています‼

新屋敷

（ご家族より）
きめ細やかなご配慮、安心して
送り出すことが出来ます。よく
不安なことを聞いて下さり、家
に戻り話をしてくれます。透析
という不安一杯な事に直面しま
したが、何の心配もなく4時間を
過ごすことが出来、透析のシス
テムを家族にも見せてくださり
感謝しております。

透析を始めたばかりです。
最初は不安でした。でも
先生、スタッフの皆さん
がやさしくて安心しまし
た。こ れ か ら も、長 い 透
析生活になるけど頑張っ
ていこうと思いました。

大津

赤とんぼ
訪問看護ステーション

看護助手の方の献身的な
お世話にはとても頭が下
がります。いつも有難う
ございます。他の職員の
方々、先生、本当にあり
がとうございます。

遠い所わざわざ来ていただ
き、とても丁寧にして頂い
ております。頑固な主人も
信頼を寄せており安心して
います。いつもありがとう
ございます。

仁誠会クリニック

仁誠会クリニック

2020 年度

患者さん・利用者さん・そのご家族

今年度も、患者さん・利用者さん・ご家族を対象にアンケートを実施いたしま
した。ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
今回は皆さまからのお褒めの言葉をたくさんいただきましたのでご報告させ
ていただきます。
この結果を踏まえ、一層のサービスの向上に努めてまいります。
今後ともお気づきの点などございましたら、ご遠慮なくご指摘くださいます
ようお願い申し上げます。

患者さん、
利用者さんからの
お褒めの言葉

赤とんぼ長嶺

…… 2020年9月〜10月
● 調査方法 ………… 質問紙調査
（回答者記入）
赤とんぼ入所科3階

いつも大変お世話になっ
ております。新型コロナ
禍の中で、昼夜を問わず
一生懸命頑張っていらっ
しゃるスタッフの皆様に
感謝の気持ちでいっぱい
です。

赤とんぼ
通所リハビリテーション

4.3
4.1
3.9
3.7

赤とんぼ
居宅介護支援事業所

赤とんぼ
訪問看護ステーション

赤とんぼ訪問介護事業所

赤とんぼ大津

赤とんぼ黒髪

赤とんぼ長嶺

赤とんぼ
通所リハビリテーション

介護老人保健施設
ケアセンター赤とんぼ

仁誠会クリニック
光の森

3.5

仁誠会クリニック
ながみね

片麻痺の利用者を対象とした運
動や工夫したリハビリの機会を
作っていただき感謝しておりま
す。コロナに対する心配り、熱
中症に対する水分の声かけあり
がとうございます。スタッフの
皆様に優しく接して頂き大変恵
まれていると思っています。

4.5

仁誠会クリニック
新屋敷

大変お世話になってお
ります。本人・家族共
に安心して過ごすこと
ができています。あり
がとうございます。

赤とんぼ入所科4階

仁誠会クリニック
大津

赤とんぼ大津

4.7

仁誠会クリニック
黒髪

一緒に調理をさせていただ
いて、大変助かっています。
ありがとうございます。親
切丁寧礼儀正しく、とても
気持ちよく対応してもらっ
ています。

「総合満足度」 （５段階評価）

Q.当施設の対応やサービスにどの程度満足していますか。

平均点︵５段階︶

赤とんぼ訪問介護事業所

とても感謝しています。
礼儀正しい入所の方に対
しての接し方を拝見して
も感心させられます。

満足度

一年前、初めて両親が介護認定
を受けました。介護をするにあ
たり見通しもなく状態の変化に
切なくもあり、自分に何ができ
て何ができないのか不安もあり
…そんな時非常に温かくサポー
トして頂きました。事業所全体
のご対応に気持ちが明るくなり
ありがたく思っています。

赤とんぼ黒髪
いつも母への温かい配慮をあり
がとうございます。コロナの状
況でのみなさんの大変さを痛感
しています。そんな中いろいろ
な活動参加の場を与えていただ
き感謝ばかりです。コロナが収
まりましたら外出等もできるよ
うになるのではと来年を楽しみ
にしております。優しい自然な
笑顔にいつもほっとしています。
お手数をおかけしますがよろし
くお願い致します。

● 調査実施期間

赤とんぼ居宅介護支援事業所

一番安心できる家であ
り、家族以上に温かい
存在。いまでは感謝で
いっぱいです。
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仁誠会クリニック

ながみね

KOKOROHITOTSU ◎ 4

サルコぺニア・
フレイルの予防

アロマセラピー
資格取得への
取り組み

自宅で出来る

「リハビリ」の紹介
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WEB

仁誠会内研修会 の 開催
仁誠会 看護部 吉本

お辞儀動作

今年の研修会は、法人内Web公開発表会とし初めての
取り組みとなりました。
通常の集合開催であれば、発表者は発表前日まで内容を
見直すことができますが、撮影日に合わせるための原稿
準備は大変だったようです。
撮影期間を設定し、公開は1か月間。その間集合でも個人
でも視聴は可能としました。
発表する緊張感やその場の質問がないというデメリッ
トはありますが、報告書には多数の質問や意見が寄せら
れ、何もできないのではなく、
できる方法を考える、そして
実現させられる実感を持てました。
とても興味深い発表
が多くあった証拠です。今まで参加できなかった方の視聴
もでき、
また集合では見えにくかったスライドもよく見る
ことができ、
まずまずの高評価だったのではないかと感じ
ています。

【10回】

①両手を交差して胸に当て、足は肩幅程度に開
きます。
②背中を伸ばしながら目線を前に向け、上半身
を深く前に倒してから、元の姿勢に戻します。

★最初は無理せずに軽いお辞儀程度の角度か
ら始めてください
★体を前に傾けることができるようになると、
立ち上がり動作もスムーズにできるように
なりますし、背中の筋肉を鍛えることにより
姿勢も良くなります。
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2020 年度

医療・介護分野における

背中の筋トレ

【10回】

①両手でタオルを持ち、肩幅より少し広げた状
態で腕を上げます。
②タオルを外側に引っ張り、肘を曲げながら腕
をおろし、肩甲骨を内側に引き寄せます。
③腕を伸ばして元の位置に戻し、この動作を繰
り返します。

（株）
ライフジャパン アロマセラピー部門
看護師アロマセラピスト 早川 雪子
仁誠会グループ
（株）
ライフジャパンアロマ部門では、
アロマセラピーに関す
る基礎教育として、
SPIRIT of AROMA Academy を立ち上げ、
2020年12月に
公益社団法人日本アロマ環境協会の総合資格認定校を取得しました。
自身のセルフケアやライフスタイルに
「香り」
を取り入れたい、
ケア分野にア
ロマを活かしたい、
資格を取得したいなど、
様々な学習ニーズに対応し、
ワーク
ショップや出前講座、
資格取得コースを、
多彩な講師陣と共に執り行っています。
仁誠会においては、日常のケアサービスに活かしたいと、現在、看護師や医
療事務、
ダイバージョナルセラピーケアワーカーのスタッフの方々が、
さらなる
資格取得を目指し、
アロマセラピーを学ばれながら、
取得した知識と技術を少
しずつ現場に還元されています。
医療や介護分野への導入は、
様々な課題が存在するため、
アカデミー校長の
看護師アロマセラピスト早川が、
学んだスタッフに寄り添い、
どうしたら患者様
やご利用者様のWell-being
（より良い状態）
へとつながるケアになるかを考察
しながら、
現場スタッフの思いをつなげるアロマケア実践に取り組んでいます。

今回、
アロマの知識を深めたいと思いアロマテラ
ピー検定1級を受験し無事に合格することができま
した。学習を深める中でアロマの持っている力に魅
了され、利用者さんにもぜひ体験して頂きたいと思
い、限られた時間ではありましたがトリートメントな
どを実施することができました。
利用者さんが喜んで
いる姿を見て、もっと学びたいという思いも増え早
川先生の指導のもと、
インストラクターやセラピスト
を目指して勉強中の為、
頑張りたいと思います。

赤とんぼ入所科
看護師
欅田杏里紗

★肩甲骨を内側に引き寄せることがポイント
です。
★肩甲骨を動かすことで、肩こりに効果があり
ます。
★背中の筋肉を鍛えると上半身を支える筋力
がつくため、腰痛の予防にも繋がります。
★また、エネルギー消費がとても増え、太りに
くい身体作りにも効果的です。
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以前より興味があり、
趣味としてい
たアロマですが、
今回本格的に学んで
みたいという思いからアロマテラ
ピー検定にチャレンジする事になり
ました。日々新しく覚える事に奮闘し
ています。
今後は
「香り」
を通じて皆に
少しでも癒やしの空間を感じていた
だければ…と思っています。
赤とんぼ入所科 看護師
吉田 守

21演題発表の中で、今回は訪問リハと臨床工学技士の
取り組みの一部を紹介させていただきます。

仁誠会内研修会の発表をやってみて
この経験が次へのステップに
繋がりました！
「PTA
（経皮的血管拡張術）
と
心機能の関係について」
仁誠会クリニック新屋敷
臨床検査技師 森下 亜美
透析患者さんにとって命綱であるシャントは、頻回の穿刺によ
り狭窄や閉塞などのトラブルを引き起こしやすくなります。
シャン
トのトラブルは透析効率に支障をきたすために、治療が必要とな
ります。
PTAはシャントの狭窄や閉塞に対する治療のひとつです。PTA
が頻回に必要となることは、患者さんにとって身体的にも精神的
にも負担となります。
そこで私たちはPTAの頻度と心機能との間にどのような関係
があるかについて調べました。血管と心臓の肥厚や石灰化は同じ
機序で起こっている可能性もあり、定期的な心臓エコー検査を行
うこともシャント保護につながることが考えられました。仁誠会
では定期的な心臓・シャントの検査を行っていますが、
これらの検
査の重要性を再認識することができました。
この結果は、仁誠会内研修会と日本透析医学会学術集会で発表
しました。学術集会では全国の透析施設で取り組んでいる内容に
ついて多くの発表がありました。その中でもシャントやPTAにつ
いての発表は多数で、様々な発表を聞き、多くの刺激を受けました。
今年は新型コロナウイルスの影響で、新たな生活様式が求めら
れている中、仁誠会内研修会も日本透析医学会学術集会もWEB
での開催でした。新たな取り組みとなりましたが、WEB開催によっ
て、それぞれのスタッフがそれぞれのタイミングで参加することが
できたため、
より多くの学びを得ることができたと思っています。
この経験を活かし、今後もより良い透析を提供できるよう、一生
懸命に取り組んでいきたいと思います。

ONE TEAM
（ワンチーム）
って
やっぱり大切
「法人内の事業所連携にてADL
（日常生活動作）
の改善が見られた一例」
赤とんぼ訪問看護ステーション
理学療法士 柳田 和宏
「ONE TEAM」。あー、少し前に流行ったなと思いながら発表
準備をしていました。
今回発表させて頂いたH氏は、要介護4で腰の圧迫骨折で入院
し、長い入院期間を経て退院できたものの、自宅玄関を自力で上
がる事やトイレに行く事が出来なくなってしまいました。そこで、
赤とんぼ大津通所リハビリと
「トイレに行く、段差の上り下りがで
きる」を目的としてそれぞれの情報を共有しながらサービスを提
供し、半年後には自宅でのトイレも一人で行くことが出来るよう
になりました。
トイレに行けた事で自信を持たれたH氏は、ベッド
上だった食事も御主人と一緒のテーブルで取られるようになり、
「台所に立ってご飯を作りたい」
と次の目標と笑顔が見られました。
この様に良好な結果が得られたH氏ですが、身体機能が低下し
ている状況と重度骨粗鬆症による愛護的なアプローチが必要な
点でリスク管理と運動量確保の両立が必要で、法人内だからこそ
の意思の疎通や状態の確認等スムーズに行えた部分がたくさん
ありました。
在宅生活では、人それぞれ住んでいる環境も違い思う様になら
ないことも多々ありますが、今後も一つのサービスでは出来ない
事も、
ご家族はじめ他の在宅サービスと協力し、
「ONE TEAM」
でご利用者の生活をサポートして行きたいと考えています。
赤とんぼ訪問看護ステーションではご自宅に訪問して看護やリ
ハビリを提供している為、同じ法人内でも何をしているのか知ら
ない方が殆どではないかと思います。発表を通して、自分たちが何
を考えどの様な事をしているのか少しは知って貰える機会になっ
たのであれば幸いです。
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㈱ライフジャパンからのお知らせ
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ライフ J は国家資格保有者が在籍する自費リハビリ施設です。
脳血管障害の後遺症でお困りの方へ専門性の高いスタッフが
「姿勢」
と
「脳・脊髄」
のセラピーやトレーニングを行います。
トレーニングの効果を最大限に引き出すためにタクティール
ケアやアロマセラピー、栄養指導など様々なメニューから
オーダーメイドプログラムを立案し提供しています。

事例紹介
A様は脳梗塞発症から1年以上経過した時点で当施設のご利用を開始されました。
重
度右片麻痺、
高次脳機能障害の症状を有し、
転倒の危険性が高く車椅子が手放せない
状態であり不活発によるストレスは想像を絶するものだったと思います。

ご利用による変化
・歩行の安定性が向上し車椅子を使用せず移動できるようになった。
・階段を自立して昇り降りできるようになった。

車椅子での生活

車椅子卒業

階段の自立

・麻痺側の腕の強張りが緩んだことで更衣が自立となった。

進んでいらっしゃいます。
経過はホームページでご確認ください。
ライフ J は患者様が

★

県庁通り

〒862-0950

熊本市中央区水前寺 6-23-12 陣内ビルⅡ 1F

TEL 096-237-6851（電話受付：月〜土、9:00〜18:00） ・駐車場有

スタッフ募集

●

57

号線︶

より良い生活を送るためのお手伝いをしています。

熊本銀行
本店
●

県庁
●

東バイパス︵

ライフ J

現在は日常生活動作すべて自立されています。
長期目標の職場復帰へ向けて一歩一歩

医療・介護スタッフ

●

保育士

電車通り

ライフジャパンの
ホームページ・
ブログでも
紹介しております

園児も
随時
募集中！

一緒に働く
仲間を募集
しています

お問合せ先：仁誠会本部 人事／上野 TEL:096-360-7112 Ｅメール：jinseikai-madoguchi@jinseikai.or.jp

仁誠会は、地元チーム「ロアッソ熊本」「熊本ヴォルターズ」を応援します！
医療法人社団仁誠会 相談窓口 （透析・介護のことなら何でもお気軽にご相談下さい）
■ 仁誠会クリニック黒髪

〒860-0862 熊本市中央区黒髪6-29-37
TEL：096-345-6533

■ 住宅型有料老人ホーム赤とんぼ黒髪
TEL：096-346-3939

■ 通所リハビリテーション赤とんぼ黒髪
TEL：096-346-3535

■ 仁誠会クリニック大津
〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2973
TEL：096-232-9595

■ 住宅型有料老人ホーム赤とんぼ大津
TEL：096-273-9904

■ 仁誠会クリニック光の森
〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森3-1-1
TEL：096-285-3466

■ 仁誠会クリニックながみね

〒861-8043 熊本市東区戸島西2-3-10
TEL：096-331-2211

■ 介護老人保健施設ケアセンター赤とんぼ

■ 介護付き有料老人ホーム赤とんぼ長嶺
〒861-8039 熊本市東区長嶺南6丁目25-97
TEL：096-368-8800

■ 小規模多機能ホーム赤とんぼ長嶺
TEL：096-368-8885

★ 赤とんぼ保育園
（赤とんぼ長嶺敷地内）
TEL：096-288-9860

TEL：096-331-3737

● 赤とんぼ居宅介護支援事業所
TEL：096-331-3811

● 赤とんぼ訪問介護事業所
TEL：096-331-8879

■ 通所リハビリテーション赤とんぼ大津
TEL：096-273-9902

● 赤とんぼ訪問看護ステーション

● 個人情報保護について ●

仁誠会では、当施設が保有している患者さん、
そ
の他関係者の個人情報に関して、関連法令・他法
令を遵守し、個人情報の保護に取り組んでいます。
個人情報は、当法人からの医療や介護サービス
に関わる情報のご案内以外、他の目的には使用
いたしません。

TEL：096-273-9908

■ 仁誠会クリニック新屋敷
〒862-0975 熊本市中央区新屋敷1-14-2
TEL：096-211-5151

ホームページ 仁 誠 会

検索

仁誠会窓口メールアドレス jinseikai-madoguchi@jinseikai.or.jp

