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メディケアセンター誕生10周年記念
●令和2年7月1日「ほっとらいん」代表ご挨拶

2020年7月1日

新里メディケアグループ代表

新里　健

平素より、新里メディケアグループ（以下SMG）の運営

につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。

この度、SMGでは私たちの中核施設たる新里メディケ

アセンター（以下SMC）の開設10周年を迎えました。

無事ここに至れました事は、関係する医療・介護の各機

関や施設はもとより、地域の皆様と職員さらに家族な

ど、皆々様によるご支援の賜物と感謝するところです。

当グループでは、関係される各位との交流や日々の運

営につき、より一層のご理解を頂くため、広報誌

『SMC10周年記念ほっとらいん』を発行する事となりま

した。

今回の広報誌では、センター発足時のエピソードや社

会状況とともに、グループ運営の現状、安全・環境への

取り組み、行事などの活動などを広く皆様にお伝えする

ことを考えております。

さて、私たちSMGと当施設SMCとの係わりは、開設に

先立つ平成21年早春に、旧長崎県厚生年金ホールの

競売が東京で催されたことから始まりました。

その日は、冠雪の富士山が高層ビルからくっきりと眺望

できる、幸先の佳さを実感させる快晴の朝で始まりまし

た。午前中に東京丸の内にあるビルの一角で10数人の

集団による入札が行われ、私は最初に入札。1時間ほど

して発表があり、無事に落札が決定し、直ちに長崎の

SMG本部に連絡しました。

それからは、各種の事務的手続き、設計や施工業者の

選定、外観は温存しつつも全階の内部を全面改装する

工事の実施など多くの段階を経て、SMCは同22年７月

１日開設に至りました。

当時は、リーマンショックの影響が残るやや暗い世相で

はありましたが、職員一同は従来からのSMG基本方針

である「医療・介護・生活支援の融合」を更に発展させ

た、新規の構想『新里プラチナライフプロジェクト

（SPL）』に心を躍らせ、新たな挑戦に挑む決意の日々で

した。

それから10年の歳月が流れ、【SMCを核とし高齢化社

会に広範なる貢献】を目指した『SPL』の一応の完成を

迎える時に至りました。

現在、世界は新型コロナ感染症による未曽有の難局に

ありますが、人類はその英知と協力により必ずやこの問

題を克服し、新たな価値観のもとでより確かな未来を創

り出せるものと信じています。

今後、SMGは広報誌を通じて皆さまへ様々な情報をご

提供しつつ、より多くの方々からご意見をいただき、一

層の共感を得て安全・安心・安定運営に取り組む所存で

す。

これからも、長崎の皆様にとって身近な医療福祉の統

合施設として、さらなる親しみと信頼を感じていただけ

るように職員一同で努力して参ります。

『ほっとらいん』が、地域の皆様と当グループとの架け

橋になることを祈念して、SMGを代表してご挨拶とさ

せていただきます。

新里メディケアグループの
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●
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当院の治療をご紹介します

透析室基本情報

日本でも数名！透析歴50年を感謝

Shinzato Information magazine 

令和元年7月25日に新里クリニック浦上で透析を受け

ておられる稲富純枝さんの透析歴50年の表彰をおこな

いました。透析歴が50年以上の方は、世界的にも稀で

日本に数名しかおられません。稲富さんが長年透析を

続けて来られたのは、透析医療の発展とともにご自身

の日々の努力と節制の賜物であると思われます。これ

からも新里メディケアグループでは、引き続き安心して

透析生活を送っていただけるように、私共も努力を続け

たいと思います。

● 83床（各ベッドに個人用テレビ有り）※ケーブルTV付き
　（第１透析室44床、第２透析室34床、介護対応室5床
　計 83床）
● 透析室内Wi-Fi利用可能
　（詳しくはスタッフまでお尋ねください）

透析食のポイントとなる、エネルギー・たんぱく質・塩分・水
分・カリウム・リンを考慮したお食事で、その方に合った食事
形態にも対応しています。
素材やおいしさに気を配るのはもちろんのこと、目で楽し
み、目で味わっていただけますように、食器は陶器を使用し
て盛り付けにも手間をかけるなど、心のこもった食事（１食
660円）を提供しています。

当院では夜間にも透析を行っており、仕事をした後でも透
析を受けることができます。
旅行や帰省などによる臨時透析も受け付けております。
※旅行透析の方の治療条件はベッドの都合によりHDにな
ることがあります。患者様が安心して透析を受けられる環境づくりを

ベッド数

● 血液透析（ＨＤ）、血液透析ろ過（一部オンラインＨＤＦ対応
　可）、間歇補充型血液透析ろ過（IHDF）

治療方法

● 医師、看護師、臨床工学技士、看護助手、管理栄養士など
● 慢性腎臓病療養指導看護師…1名
● 認定血液浄化臨床工学技士…1名
● 透析技術認定士…10名

スタッフ

年度別にひと月の透析患者数

透析前後は、コミュニティホールでゆっくりと過ごしていただけるなど、 
快適な環境づくりをしています。

月

O

O
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O

O

水

O

O

木

O

O

金

O
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土
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O
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17：00～23：00
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｜部署紹介①｜

地域連携科

今年度より、入社致しました。
新入職員の石原です。まだま
だ、不慣れな部分はあると思い
ますが、精一杯、対応いたしま
すので、よろしくお願い致しま
す。少しでも、気になるところ
がある方は、いつでも、お気軽
にお声掛けください。

私たち地域連携科は、新里メディケアグループの総合相談窓口とし
て、入退院支援・外来相談・透析相談・介護相談・入居施設等の相談
対応や連絡調整等を行っております。また、各種制度（介護保険・障
害福祉サービス等）についても解り易くご説明いたします。ご本人ら
しい生活のサポートが出来るように、患者・利用者の立場に立ち、安
心できるサービスの提供をモットーとしています。

施設紹介

新里展示館

院内に入り、皆さんが必ず目
にするのが「Gallery Ken」。
ここでは各施設のご入居者、
ご利用者の皆さんの作品が飾
られています。今回は可愛ら
しい紙細工が飾られ、見る人
をほっこりさせてくれる癒しの
スペースになっております。

Gallery Ken

SHINZATO

入居の施設には
どういうものがあるの？
当グループには有料老人ホーム、
ケアハウス、グループホームがあ
り、状態に応じてご案内させてい
ただいております。

退院したあとの生活が
不安だなぁ…
担当の相談員が医師・看護師やケ
アマネジャー等と連携を図り退院
に向けて支援いたします。

透析以外も診てもらえるの？

腎臓内科以外にも循環器内科、呼
吸器内科、整形外科の医師がお
り、外来診療しております。

そろそろ介護のサービスを
受けたいなぁ
居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーをご紹介いたします。一緒
に今後の生活について考えてい
きましょう。

透析になったら、
通院はどうしよう？

「透析送迎便」でご自宅近くまで送
り迎えをしております。利用には
条件がありますので、ご確認くだ
さい。

1F

デイケア室

リハビリ室

正面玄関

受 付

南側玄関

内科

厨房

整形外科

放射線室

第2
リハ室 検査室

地域
連携科エレベーター

WC

WC

WC

WC

エレベーター

2Fへ

季節に合わせた展示品で、ご来館いただいた皆さんを
楽しませてくれます。

新里グループの利用者さまが作った
「見ざる言わざる聞かざる」

場所は
新里メディケアセンター
1階にございますので、

ぜひお気軽に
お声掛けください。

Entrance Lobby

業務紹介

医事課受付
患者様を笑顔でサポート

初めての方は
問診票の記載をお願い致します。

診療が終了したら
お会計をしますので、

受付までお声かけください。

095-848-4310
65



｜部署紹介①｜

地域連携科

今年度より、入社致しました。
新入職員の石原です。まだま
だ、不慣れな部分はあると思い
ますが、精一杯、対応いたしま
すので、よろしくお願い致しま
す。少しでも、気になるところ
がある方は、いつでも、お気軽
にお声掛けください。

私たち地域連携科は、新里メディケアグループの総合相談窓口とし
て、入退院支援・外来相談・透析相談・介護相談・入居施設等の相談
対応や連絡調整等を行っております。また、各種制度（介護保険・障
害福祉サービス等）についても解り易くご説明いたします。ご本人ら
しい生活のサポートが出来るように、患者・利用者の立場に立ち、安
心できるサービスの提供をモットーとしています。

施設紹介

新里展示館

院内に入り、皆さんが必ず目
にするのが「Gallery Ken」。
ここでは各施設のご入居者、
ご利用者の皆さんの作品が飾
られています。今回は可愛ら
しい紙細工が飾られ、見る人
をほっこりさせてくれる癒しの
スペースになっております。

Gallery Ken

SHINZATO

入居の施設には
どういうものがあるの？
当グループには有料老人ホーム、
ケアハウス、グループホームがあ
り、状態に応じてご案内させてい
ただいております。

退院したあとの生活が
不安だなぁ…
担当の相談員が医師・看護師やケ
アマネジャー等と連携を図り退院
に向けて支援いたします。

透析以外も診てもらえるの？

腎臓内科以外にも循環器内科、呼
吸器内科、整形外科の医師がお
り、外来診療しております。

そろそろ介護のサービスを
受けたいなぁ
居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーをご紹介いたします。一緒
に今後の生活について考えてい
きましょう。

透析になったら、
通院はどうしよう？

「透析送迎便」でご自宅近くまで送
り迎えをしております。利用には
条件がありますので、ご確認くだ
さい。

1F

デイケア室

リハビリ室

正面玄関

受 付

南側玄関

内科

厨房

整形外科

放射線室

第2
リハ室 検査室

地域
連携科エレベーター

WC

WC

WC

WC

エレベーター

2Fへ

季節に合わせた展示品で、ご来館いただいた皆さんを
楽しませてくれます。

新里グループの利用者さまが作った
「見ざる言わざる聞かざる」

場所は
新里メディケアセンター
1階にございますので、

ぜひお気軽に
お声掛けください。

Entrance Lobby

業務紹介

医事課受付
患者様を笑顔でサポート

初めての方は
問診票の記載をお願い致します。

診療が終了したら
お会計をしますので、

受付までお声かけください。

095-848-4310
65



｜部署紹介②｜

デイケア新里
浦上

要支援１～要介護５までの介護認定を受けている方を対象として、医
療的な観察の下、日帰りのリハビリテーションを行なうことで心身機
能の維持や向上、日常生活を出来るだけ自分で行なえる様にするこ
とを目的としています。利用時に入浴、食事、リハビリ、レクリエー
ション等を行なう事で、介護にあたるご家族の負担を軽減すること
ができます。

医師の指示に基づき、リハビリスタッフが、ご自宅の状況やご本人、ご家族の要望に合わせ、痛みがある部位へのケア
や身体機能・筋力等の維持、向上を目指した運動、バランス訓練、日常生活動作の練習等、ご利用者に合わせたプログ
ラムを立て、日常生活活動能力（ADL）・生活の質（QOL）の向上に繋がるようにリハビリを提供させて頂いています。

リフト浴や機械浴を完備しているので、身体機能が低下している方も
無理なく入浴ができます。

デイケア新里浦上の特徴

一日の流れ

● 到着された方から順にバイタル　　
　チェック（血圧・脈拍・体温など）
● 看護師による健康チェック

8：30～ お迎え

● 入浴（車イスの方でも入浴できます）
●リハビリ（マッサージ含む）
● 趣味活動（塗り絵・囲碁・将棋など）

10：00～12：00

● 朝のごあいさつ
● 朝の体操（ストレッチなど）

10：00～10：30

● 昼食（管理栄養士のもと、手作り料
　理を提供しております）
● 歯磨き（口腔ケア）

12：00～13：00

● おやつ（コーヒータイム）
● お帰りの準備
● お送り開始

15：00～15：45

● 入浴（車イスの方でも入浴できます）
●リハビリ（マッサージ含む）
● 音楽教室（火・水）
● 集団レクリエーション（月・木・金・土）
● 趣味活動（創作活動・カラオケなど）
● 園芸活動 など

13：00～15：00

1

2 必要な方にはマッサージ師に
よる施術も利用できます。3

通信カラオケDAMを完備し、集団レクリエーション時にカラオケや
集団体操・クイズなどを行なっています。4

デイケア浦上に関するお問い合わせは地域連携科　　　　　　　　　までご連絡ください。

デイケア新里浦上 （新里メディケアセンター内）

介護認定を受けられ、要支援1～2・
要介護1～5の認定結果が出ている方

ご利用
対象者

月曜日～土曜日 （祝日もご利用できます） 
8：30頃～17：30頃

（12月31日～1月3日はお休みさせて頂きます）

ご利用
時間

介護保険の料金規定に定められています。
● お食事代：524円（実費）

ご利用
料金

095-813-4310
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ぐるーぷほーむ新里小江原編

ぐるーぷほーむ新里小江原
〒851-1132　長崎市小江原1丁目35-13 長崎バス小江原バス停より

徒歩5分TEL：095-848-8888

介 護

初詣／食楽～楽しく食事を❶～ 節分／ランタンフェスティバル見学 ピクニック／
食楽～楽しく食事を❷～

花見／イチゴ狩り＆公園散策 足湯 菖蒲見学

夏祭り 原爆慰霊祭／花火大会／
そうめん流し

敬老会

総合防災訓練／合同食事会／
児童交流会

家族懇親会 クリスマス会／餅つき

1 2

4 5

8

10 12

今年も
良い年になります

ように！

気持ち良くて
いつもよりたくさん

食べました。

夏はやっぱり
そうめんやね。

ヨイショ！
ヨイショ！

ゆっくり
見学できました！

みなさんの、
ますますのご長寿を

願いました！！

3外で食べると
より一層美味しい！！

たこ焼きや、
焼きそばなどが
並びましたよ！

ご入居者と
ご家族、職員が

ゆっくり交流します！

6

7 9

11

ご利用者
の1年の過ごし方

とを伝えると、会場でのス

ムーズな対応をして下さると

快諾してくださいました。

ミサ当日は朝から雷雨を伴う

大雨で、爆心地公園でローマ

教皇が声明を出されるテレ

ビ中継では雨足も強く、ミサ

に参加できるかどうか心配

で迷いましたが、途中で帰ってくることになっても参加でき

ればと、レインコートを着用してもらい、厳重な防雨、防寒

対策をして出掛けました。会場の長崎ビッグNスタジアム

では国賓であるため警備も厳重で、かなりの時間を要すの

ではないかと心配でしたが、事前に車椅子での参加と伝え

ていたため、会場での手荷物検査場までスムーズに移動で

きました。

ミサが始まった途端、午前中の雨が嘘のように、雲の間か

ら光が差し込み快晴になり、気温も上昇し小春日和のよう

な天気に奇跡が起きたような光景でした。

悪天候や初めての企画で、様々なことが手探りの中、準備

などとまどうこともありましたが、Ａ氏の賛美歌に聞き入る

様子を見ることができ、Ｂ氏からは「ええ所に連れて来ても

らってありがとう。」と感謝の気持ちを聞くことができたこ

と。2人にとっては長いと感じたであろうミサにも最後まで

参加していただいたこと、事故などなく終えることができ

たことは職員の自信や達成感にもつながったと思います。

ぐるーぷほーむ小江原では今後も今回のような企画がで

きるように日々の暮らしの中でご入居者と関わりながら、

お一人お一人の想いをくみ取る努力をし、想いに近づける

ようにしたいと思っております。

ローマ教皇に
逢いたくて

100歳を迎えた
お二人のために

38年ぶりに第266代ローマ

教皇フランシスコが来日さ

れました。来日テーマは「す

べ て の 命 を 守 る た め ～

PROTECT　ALL　LIFE～」

前回、第264代教皇ヨハネ・

パウロ二世が来日されたの

が38年前。今後このような

機会は少ないとの思いとＡ氏がカトリック教徒のお方であ

ることと100歳を迎えられた記念になればと思い企画しよ

うと考えました。

ぐるーぷほーむ小江原には100歳の方がＡ氏を含めて2名

いらっしゃいます。ご高齢であることもあり外出する機会も

少ないです。個別での対応なら可能だろうとの思いもあ

り、宗教は違いますがＢ氏も100歳を迎えられた記念とし

て案内させていただきました。すると、「行きたいねー」との

返答があり、職員も使命感を持ちながら、今回の計画を立

て準備を行なっていきました。

入所時より、Ａ氏は会話の中に讃美歌の一節を口ずさむこ

とや、聖書の一節を唱えられるなど職員とコミュニケーショ

ンをとっていました。そのような時に『ずっと昔にローマ教

皇が来られた時、ミサに参加しましたか？』とお聞きすると

「行きました。」「雪が降っていた。」「パパ様」「クリスチャン」

などと断片的ではありますが、当時を覚えていらっしゃる

ようでした。

ローマ教皇の来日が決まり、9月に100歳を迎えられたＡ

氏に『ローマ教皇が11月に来日されるそうですよ、ミサに

参加されますか？』と再度うかがうと「はい、行きます」「私

はクリスチャン」と答えられました。

早速、公式ホームページなどで日程や、参加募集要項を調

べ申し込みました。その後、教皇訪日実行委員会事務局よ

り確認の電話があり、車椅子で100歳を迎えた方であるこ
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甲斐　彩花さん

田渕　雄二さん

高元　奈美さん

病棟の看護師業務は、入院患者さんの診療の補助や療養上の世話など
多岐にわたりますが、外来や透析室と違うのは、24時間を通して、患者
さんの看護を行うという点です。病状や治療方針はもちろんですが、患
者さんの性格や家族背景、ご家族の意向などにつ
いての理解も必要です。また、地域連携科やリハ
ビリ室、栄養課と連携を図りスムーズに退院が
できるよう退院支援を行っています。医療行為
だけでなく、清潔や食事の介助を行ったとき
に、患者さんから頂く感謝の言葉や笑顔、元
気になって退院していく姿は、病棟看護師
をしていてよかったと思う瞬間です。

業務紹介

透析室は83床、約230名の患者さんが血液治療を行ってい
ます。看護師24名で患者の体調面や透析中の状況把握
（血圧管理など）、臨床工学技士14名で透析機器・透
析液管理、助手12名で車椅子移乗・体重測定など
の補助業務を行っています。当院には慢性腎臓病
療養指導看護師1名、認定血液浄化臨床工学技士
1名、透析技術認士10名が資格を持ち患者の
個々に合わせた治療が行えるよう、他職種と
も連携を取り一丸となって業務しています。

当院の外来看護師は、通常の外来業務の他に、訪問診療の業務
も行っています。それぞれの看護師に受け持ちの施設（グループ
ホーム、有料老人ホーム）があり、責任を持っ
て担当しています。
外来看護師全員が家庭を持っているので、
お互いに勤務調整をしやすく、夜勤もない
ので、非常に働きやすい環境です。これか
らも、仕事と家庭のバランスをとりながら
楽しく仕事をしていきたいと思います。

バイタルサイン測定
注射、点滴、内服薬の与薬
食事、清潔、排泄の介助
看護計画の立案・実施・評価
退院支援

●
●
●
●
●

患者受け持ち制（転入･転出対応含む）
透析中患者の状態観察・穿刺・処置
薬剤の準備
電子カルテ入力

●
●
●
●

外来診療の補助（採血、注射、処置、検査説明など）
施設の訪問診療（処方、検査、状況報告への対応など）
透析患者の検査、シャント治療の介助
健診業務

●
●
●
●

病棟業務

透析業務

外来業務

1月

2月

3月

5月

11月

4月

6月

7月

8月

9月

10月

12月

職員カレンダー
※希望者のみや対象者のみの行事が含まれます。

おいしくできました！

新入職員だけの
交流会 職員も

楽しんでます！
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育 児 中 検 査 技 師

●産前、育児休暇がしっかり取得できます。
●時間短縮勤務ができます。（最大３年）
●施設がクリニックということもあり、自身の急な

発熱や体調不良等の場合は、速やかに診察を
受けることができます。

●受診時にかかった自己負担分の金額は福利厚
生として返金されるので、仕事や子育てで後回
しになりがちな自身の受診も職場で行うことが
できることは魅力の一つです。

産前、育児休暇中自分の代わりとしてパートの臨
床検査技師が勤務。育児休暇を１年間取得するこ
とができ、育児に専念することができました。現在
もパートさんがいるお蔭で急な休みや早退でも、
同僚や上司の柔軟な対応で休みを取得すること
ができています。また、時間短縮勤務を３年間取得
することができるので、子供と触れ合う時間も多
く満足しています。

休憩がきっちり１時間取れます。
その他にも、公共交通機関を利用している職員
で、準夜勤時の帰宅は、タクシーチケットが配布さ
れ、安心して帰宅できます。

●家族が新里クリニック受診時、医療費の助成が
あります。（条件あり）

●当会の通所・訪問系サービスを利用すると、介
護費用の助成があります。

●働きながら看護学校へ通うことができます。
　奨学金制度もあります。
●スタッフの相談窓口が
　あります。

求職中の方へコメント求職中の方へコメント

起床時間（朝食6：20～）

保育園の送迎（車で約10分）

出勤時間

退社時間

保育園送迎（車で約２０分）

帰宅時間

　6：00

　7：10

　　8：10着

15：30

16：15

16：45

●タイムスケジュール（時間短縮勤務）

準夜勤後の翌日の勤務→①13：30～19：30　

起床時間（朝食7：40～）

出勤までの生活（行動）

勤務開始時間

勤務終了時間

帰宅時間

6：00

15：00

0：00

0：30

●タイムスケジュール（準夜勤）

②  8：30～13：30

看護師
居原 裕子

勤務年数／８年
家族構成／夫・子供２人（３才と１才）
勤務形態／通常日勤帯 8：30～15：30（時間短縮勤務）
職員数／４名　
職場の雰囲気／和やかで明るい

勤務年数／15年
勤務形態／早出・日勤・遅出・準夜勤　半日
職場の雰囲気／チームごとに仲が良くて楽しい

ベ テ ラン 看 護 師

スタッフ紹介

新 里メディケアグループ

あなたの街の
介護・福祉タクシー

安全・安心・丁寧にお送りいたします。

通院、お買い物、施設などへの送迎に。

問い合わせ
まずは、下記の電話番号へ
お問い合わせください。
見学も随時行っております。

〒852-8104 長崎市茂里町3-20
医療法人社団 健昌会
新里メディケアセンター 総務課

TEL.095-813-1234
有限会社 新里ソーシャルサービス

ヘルパーステーション新里城栄
指定訪問介護事業所番号　4270107552／一般乗用旅客自動車運送事業　九運旅二第280号

TEL:095-813-1333

新里メディケアグループホームページ  https://shinzato.jp

長崎市城栄町11-2
TEL：095-813-1800
FAX：095-848-1215

長崎市茂里町3-20
TEL：095-813-1234
FAX：095-813-1560

長崎市立岩町34-16
TEL：095-833-1212
FAX：095-833-1250

長崎市立岩町34-10
TEL：095-833-1234
FAX：095-833-1240

長崎市江里町7-21
TEL：095-813-0220
FAX：095-843-8500

地域連携科
TEL:095-848-4310

長崎市江里町2-6
TEL：095-848-2020
FAX：095-846-5814

長崎市小江原1丁目35-13
TEL：095-848-8888
FAX：095-848-8887

新里メディケアグループ 検索検索

新里メディケア城栄新里メディケアセンター

ケアハウス
城山台ソラール

新里メディケア城山台

ぐるーぷほーむ
新里油木

新里メディケア大橋

ぐるーぷほーむ
新里小江原

新里クリニック浦上
（新里メディケアセンター内）

診療科目

診療時間

検　　査

そ の 他

●内科
●腎臓内科
●放射線科

月火木金　9：00～12：00、15：00～18：00
　水土  　 9：00～12：00
日・祝日  　休　診

●心電図
●レントゲン
●超音波検査

●脈派
●CT（内臓脂肪計測可）
●骨密度測定など

●原爆健診
●企業健診
●個人健診

●就職健診（一般健診）
●特定健診
●人間ドック

●禁煙外来
●生活習慣病指導
　　　　　　など

●透析内科
●循環器内科
●呼吸器内科

●糖尿病内科
●整形外科
●リハビリテーション科

新里クリニック城山台
（新里メディケア城山台内）

●内科
●腎臓内科
●循環器内科

月 ～ 土　9：00～12：00
日・祝日  　休　診

●心電図
●レントゲン

●超音波検査

●原爆健診
●企業健診
●個人健診

●就職健診（一般健診）
●特定健診
●生活習慣病指導　など

●呼吸器内科
●糖尿病内科
●整形外科（休診中）

●放射線科

ス タ ッ フ 募 集 中

募 集 職 種

●ケアマネジャー
●看護師・准看護師
●介護福祉士・介護職員
●夜勤専従職員（介護・看護）

●看護助手
●訪問介護員

面接日

書類送付先

随時実施します。

入居などのご相談は

まずはお気軽にご相談ください

SHINZATO Medicare Group information

臨床検査技師
高比良 万梨乃

1413



育 児 中 検 査 技 師

●産前、育児休暇がしっかり取得できます。
●時間短縮勤務ができます。（最大３年）
●施設がクリニックということもあり、自身の急な

発熱や体調不良等の場合は、速やかに診察を
受けることができます。

●受診時にかかった自己負担分の金額は福利厚
生として返金されるので、仕事や子育てで後回
しになりがちな自身の受診も職場で行うことが
できることは魅力の一つです。

産前、育児休暇中自分の代わりとしてパートの臨
床検査技師が勤務。育児休暇を１年間取得するこ
とができ、育児に専念することができました。現在
もパートさんがいるお蔭で急な休みや早退でも、
同僚や上司の柔軟な対応で休みを取得すること
ができています。また、時間短縮勤務を３年間取得
することができるので、子供と触れ合う時間も多
く満足しています。

休憩がきっちり１時間取れます。
その他にも、公共交通機関を利用している職員
で、準夜勤時の帰宅は、タクシーチケットが配布さ
れ、安心して帰宅できます。

●家族が新里クリニック受診時、医療費の助成が
あります。（条件あり）

●当会の通所・訪問系サービスを利用すると、介
護費用の助成があります。

●働きながら看護学校へ通うことができます。
　奨学金制度もあります。
●スタッフの相談窓口が
　あります。

求職中の方へコメント求職中の方へコメント

起床時間（朝食6：20～）

保育園の送迎（車で約10分）

出勤時間

退社時間

保育園送迎（車で約２０分）

帰宅時間

　6：00

　7：10

　　8：10着

15：30

16：15

16：45

●タイムスケジュール（時間短縮勤務）

準夜勤後の翌日の勤務→①13：30～19：30　

起床時間（朝食7：40～）

出勤までの生活（行動）

勤務開始時間

勤務終了時間

帰宅時間

6：00

15：00

0：00

0：30

●タイムスケジュール（準夜勤）

②  8：30～13：30

看護師
居原 裕子

勤務年数／８年
家族構成／夫・子供２人（３才と１才）
勤務形態／通常日勤帯 8：30～15：30（時間短縮勤務）
職員数／４名　
職場の雰囲気／和やかで明るい

勤務年数／15年
勤務形態／早出・日勤・遅出・準夜勤　半日
職場の雰囲気／チームごとに仲が良くて楽しい

ベ テ ラン 看 護 師

スタッフ紹介

新 里メディケアグループ

あなたの街の
介護・福祉タクシー

安全・安心・丁寧にお送りいたします。

通院、お買い物、施設などへの送迎に。

問い合わせ
まずは、下記の電話番号へ
お問い合わせください。
見学も随時行っております。

〒852-8104 長崎市茂里町3-20
医療法人社団 健昌会
新里メディケアセンター 総務課

TEL.095-813-1234
有限会社 新里ソーシャルサービス

ヘルパーステーション新里城栄
指定訪問介護事業所番号　4270107552／一般乗用旅客自動車運送事業　九運旅二第280号

TEL:095-813-1333

新里メディケアグループホームページ  https://shinzato.jp

長崎市城栄町11-2
TEL：095-813-1800
FAX：095-848-1215

長崎市茂里町3-20
TEL：095-813-1234
FAX：095-813-1560

長崎市立岩町34-16
TEL：095-833-1212
FAX：095-833-1250

長崎市立岩町34-10
TEL：095-833-1234
FAX：095-833-1240

長崎市江里町7-21
TEL：095-813-0220
FAX：095-843-8500

地域連携科
TEL:095-848-4310

長崎市江里町2-6
TEL：095-848-2020
FAX：095-846-5814

長崎市小江原1丁目35-13
TEL：095-848-8888
FAX：095-848-8887

新里メディケアグループ 検索検索

新里メディケア城栄新里メディケアセンター

ケアハウス
城山台ソラール

新里メディケア城山台

ぐるーぷほーむ
新里油木

新里メディケア大橋

ぐるーぷほーむ
新里小江原

新里クリニック浦上
（新里メディケアセンター内）

診療科目

診療時間

検　　査

そ の 他

●内科
●腎臓内科
●放射線科

月火木金　9：00～12：00、15：00～18：00
　水土  　 9：00～12：00
日・祝日  　休　診

●心電図
●レントゲン
●超音波検査

●脈派
●CT（内臓脂肪計測可）
●骨密度測定など

●原爆健診
●企業健診
●個人健診

●就職健診（一般健診）
●特定健診
●人間ドック

●禁煙外来
●生活習慣病指導
　　　　　　など

●透析内科
●循環器内科
●呼吸器内科

●糖尿病内科
●整形外科
●リハビリテーション科

新里クリニック城山台
（新里メディケア城山台内）

●内科
●腎臓内科
●循環器内科

月 ～ 土　9：00～12：00
日・祝日  　休　診

●心電図
●レントゲン

●超音波検査

●原爆健診
●企業健診
●個人健診

●就職健診（一般健診）
●特定健診
●生活習慣病指導　など

●呼吸器内科
●糖尿病内科
●整形外科（休診中）

●放射線科

ス タ ッ フ 募 集 中

募 集 職 種

●ケアマネジャー
●看護師・准看護師
●介護福祉士・介護職員
●夜勤専従職員（介護・看護）

●看護助手
●訪問介護員

面接日

書類送付先

随時実施します。

入居などのご相談は

まずはお気軽にご相談ください

SHINZATO Medicare Group information

臨床検査技師
高比良 万梨乃

1413



H t LineSh
in

za
to

新里メディケアグループ 広報誌「新里ほっとらいん」

Vol.
2020 71

contents

0１ 代表挨拶・全施設紹介

0４ 透析室基本情報

0５ 受付」

－安心して透析できる環境を－

－ローマ教皇に逢いたくて－

0３

1０

日本でも数名
透析歴50年を感謝
日本でも数名
透析歴50年を感謝

100歳を迎えたお二人のために100歳を迎えたお二人のために

0６ 部署紹介①「地域連携科」

0７ 部署紹介②「デイケア新里浦上」

11 ナースのおしごと

1２ 職員カレンダー

1３ スタッフ紹介

1４ インフォメーション

０９ ぐるーぷほーむ新里小江原での
1年の過ごし方

Shinzato Medicare Group

施設へのアクセス

 
新里メディケアセンター

新里メディケアグループ 検索

〒852-8104 長崎県長崎市茂里町3-20
FAX 095-813-1560　URL  https://shinzato.jp

駐車場有（JR浦上駅そば）

TEL 095-813-1234

NCC

長崎新聞社

206

浦上駅

旧
浦
上
駅

浦上駅前

徒歩

茂里町

県社協

長崎歯科衛生士
専門学校

原爆病院

浦
上
川

ブリックホール ココウォーク

北九州予備校
長崎校

地下Parking

新里メディケア
センター
新里メディケア
センター

施設紹介「新里メディケアセンター受付」

1年のTOPICS

特集


