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診 療 案 内
国富町では私どもケイメイグループの社会福祉法人慶明会が高齢者福祉事業を運営し

ており、これまで多くの高齢者の方々の生活を支援する中で、若く元気な時からの病気
に対する予防や健康づくりの取り組みがどれだけ大切かを痛感して参りました。

そこで、当院では治療はもちろんですが、予防、健康づくりに力を注ぎ、皆さまの健
康生活を支援する「病気にならないための病院」を目指しています。

診療科は、内科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、脳神経外科、眼科、
耳鼻咽喉科を開設して、症状や必要に応じ、大学病院や近隣の総合病院、専門病院等の
連携病院への迅速な紹介も行っています。健康支援センターでは、企業健診、生活習慣
病予防健診、人間ドック等を実施しています。また当院では、早期予防（生活習慣病予
防、認知症予防）の検査を行い、生活習慣改善を提案し、健康生活のためのアドバイス
を行う予防医療に取り組んでいます。

さらに疾病予防施設「けいめい健康クラブ」を併設し、運動療法やさまざまな健康支
援プログラムを実施し当院のモットーである「みんな元気で 100まで長生きごきげん
さんの健康支援」を進めておりますので今後ともご支援、ご協力よろしくお願いします。

医療法人慶明会 けいめい記念病院
院長 金丸 吉昌

けいめい記念病院が
目指すもの

病院理念

【内科】

院長 金丸 吉昌

・内科一般

・糖尿病

【整形外科】

副院長 岩城彰

・日本整形外科専門医

・日医産業医

【脳神経外科】

副院長 岡原 一徳

・日本脳神経外科専門医

・日本認知症学会専門医

・日本認知症予防学会
専門医評議員

【眼科】

理事長 大浦 福市

・眼科専門医

・神経眼科

【内科】

原 政樹

・内科一般 ・呼吸器

・消化器 ・循環器

【脳神経外科】

永井 朋人

・地域医療 ・リウマチ科

・膠原病 ・嚥下障害

・感染症

【内科】

油屋 真仁

・循環器科

・日本循環器学会

認定専門医

【耳鼻咽喉科】

植木 義裕

・日本耳鼻咽喉科学会

認定専門医

・日本耳鼻咽喉科学会

補聴器相談医

【内科】

森 悠平

・内科一般

医師紹介

医療方針 西洋医学と代替医療による統合医療とコミュニケーション
●西洋医学 一つの症状や病気に対する直接的な治療
●代替医療 慢性的な病気や全身的な病気の治療
●心のケア 不安の解消 分かりやすい説明

一、
私達は医療・保健・福祉の

リーダーとして地域に
貢献します。

二、
私達は、最高の技術と真心
で、患者様・利用者様に

安心と満足を提供します。

三、
私達は、チームワークと
信頼感で、喜びと誇り

あふれる職場にします。



病 院 概 要
診療科目 内科 / 呼吸器内科 / 循環器内科 / リウマチ科 / 整形外科 /

リハビリテーション科 / 脳神経外科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科

病床数 地域包括ケア病床/ 45床

外来受診

外来受診時間 ： 午前 8：30 ～ 12：30 午後 13：30 ～ 17：30

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

午
前

8：30～
12：30

8：30～
12：30

8：30～
12：30

休診
8：30～
12：30

8：30～
12：30

休診

午
後

13：30～
17：30

13：30～
17：30

13：30～
17：30

休診
13：30～
17：30

13：30～
17：30

休診

眼科休診
脳外科

午後休診
祭日のある
週は診察

内科初診は
15：00まで

外来休診日 ：日曜日・祭日・木曜日
※祭日がある週の木曜日は終日診察日となります

特別診察 もの忘れ外来 ： 【初診予約制】
補聴器外来 ： 【予約制】 火曜日（２，４週）、水曜日（午後）、土曜日
心理療法 ： 【予約制】

併設する関連施設・
サービス

健康支援センター （検査・健診） / 疾病予防施設「健康クラブ」
訪問診療 / 訪問看護ステーション「かがやき」
地域連携センター / フィットデイ「エポック」（短時間通所リハビリ）

医療機関の種類 保険医療機関 / 労災保険指定医療機関 / 指定自立支援医療機関（更生医療）
指定自立支援医療機関（育成医療） / 指定自立支援医療機関（精神通院医療）
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）に
基づく指定医療機関を含む。)
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 / 在宅療養支援診療所
在宅療養支援病院

在宅医療指導 在宅自己注射指導管理 / 在宅酸素療法指導管理 / 在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 / 在宅寝たきり患者処置指導管理

けいめい記念病院のリハ
ビリ室は天井が高く、光
を多く取り入れています。
心身ともに健康になるよ
うサポートしています。



入 院 の ご 案 内

当院の病棟について
（地域包括ケア病床）

当院は国富町と宮崎市の境に位置し、周りはのどかで静かな入院を送ることができ
ます。県道や有料道路のインターにも隣接しているため入院・面会の便もスムーズ
に行えます。当院は「地域包括ケア病棟」として入院サービスを行っております。
入院前から退院後まで地域の皆様が安心して治療を行えるよう努めております。

対象となる患者様 ・肺炎などの感染症、慢性疾患の急性憎悪など急性期治療が必要な方
・急性期治療は終わったが、自宅や施設に帰るまでに継続治療・療養が必要な方
・癌など痛みや苦痛が出て、疼痛緩和をしてほしい方
・食欲がない、不安がある、元気がないなどが続く方
・リハビリを受けたいという方
・環境調整（介護サービス、住宅環境など）を希望する方
・医療依存の高い在宅療法中のレスパイト入院（短期間）
・終末期で在宅で訪問診療を受けながら最期は入院したい方
・その他、相談をお受けいたします。

入院相談（依頼）窓口 地域連携センター

病床数 ４５床（地域包括ケア病床）

お部屋のタイプ ●回復室（４人部屋）
●大部屋（２人部屋、４人部屋）
●有料個室（２１６０円/日）洗面台・ソファー・トイレ・シャワー付き

２階病室 ３階病室

病院の窓からの風景。
国富町の季節と癒しを
感じていただけます。



リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 室
リハビリテーション室ついて リハビリテーションの基本は病気や障がいにより使えなくなった機能の回復や、

残存機能を最大限に向上させて、生活の場面へ反映させることです。
当院のリハビリルームでは患者様、ご家族の「もう一度歩きたい」「もう一度自
宅へ帰ってきて欲しい」などの目標を現実にする為に、リハビリを行い達成した
ときの喜び、感動を共に共有できる場所にしたいと考えています。

外来のリハビリついて 外来リハビリは、院内の各科にて状態を確認、
診察ののち必要に応じて処方されます。その後、
担当の療法士と治療方針・頻度・期間を設定し、
開始となります。

入院のリハビリついて 入院中にリハビリが必要な患者様には、医師の処方と方針のもと各療法士によるリ
ハビリが開始されます。当院の地域包括ケア病床としても患者様のニーズに合った
手厚い対応を心がけています。また、医師・療法士・看護師・ＭＳＷ・管理栄養士
による定期的な担当者会議を細かく行い、リハビリが効率よく行える環境を提供し
ています。

リハビリテーション室スタッフ
主に身体に障害を持つ方に対して基本的な身体の能力回復
や動作訓練などを行います。直接ご自宅に伺い、退院後の
生活や住宅改修の助言を行っています。

理学療法士（ＰＴ）

作業療法士（ＯＴ）
身体や精神面から生活していくための問題を的確
に評価・治療を行います。作業活動を通して身辺
動作や家事動作、仕事への復帰を目指した訓練を
行います。

言語聴覚士（ＳＴ）

聞く・読む・話す・書くなどコミュニケーションに障害の
ある方、食物の飲み込みが難しい方に対しての評価・訓
練・援助、また、ご家族への助言・援助を行います。

その他のリハビリテーション 補装具外来

医師の指示のもと義肢装
具士による補装具の作
成・調整を行います。入
院・外来ともに対応でき
ます。

物理療法

温熱や電気を使用した治
療を行います。痛みや筋
肉の緊張を軽くします。

外来処方の流れ



【検査・健診】健康支援センター

健康支援センターでは、自覚症状
のないまま症状が進行してしまう、
生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂
質異常症など）に対応します。

早期発見、早期治療のための検査
を検査部門協力のもと、最新の機
器を用いて実施します。

主な健診コース ・定期健康診断（労働安全衛生法に基づくもの）
・生活習慣病予防健診（協会けんぽ加入者で補助対象年齢の方）
・特定健康診査（宮崎市国民健康保険加入者および、社会保険加入の被扶養者）
・日帰り人間ドックコース（当院オリジナル）

主な検査機器

生活習慣病チェックの
主な検査

●脈波検査で動脈硬化をチェック

両腕・足にバンド
を巻き、脈波の検
査を行います。自
覚症状の無い動脈
硬化の有無を検査
します。

●骨の強さは骨密度でチェック

骨密度検査は、骨
の健康を知る上で
重要な手がかりで
す。 症状が無くて
も、定期的に骨密
度を測ることをお
勧めします。

担当窓口： けいめい記念病院
健康支援センター

電話： 0985-36-6513
ファックス：0985-36-6514

健康支援センターについて

Ｘ線
（レントゲン）

ＣＴ
（６４列マルチスライスＣＴ）

超音波
（エコー）

心電図
（エルゴメーター法）

その他の健診 ・その他にも２次検査など、ご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

『受けるだけではもったいない』



地 域 連 携 セ ン タ ー
現在の超高齢社会の中、我々は医療・福祉にとどまらず、社会的、環境的にも
考慮し患者様個人に焦点をあて、 患者様の生活を全体でとらえたサービスが
必要と考えています。また、既存のサービスに組み込むだけでなく、その方の
嗜好はもちろんのこと人生観・死生観をも考慮した個別なコーディネイトをさ
せて頂きます。
そんな思いの中、当院では、２００９年２月に地域連携センターを立ち上げ、
一歩ずつ歩んでいます。

地域連携センタースタッフ 医師 １名
医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ） ３名

『患者様』と「地域」をつなぎます 『患者様』と「行政」・「サービス」をつなぎます

訪 問 診 療

項目

気管切開 〇 在宅緩和ケア 〇

人工呼吸器 〇 がん性疼痛治療 〇

在宅酸素療法（ＨＯＴ） 〇 経鼻経管栄養 〇

中心静脈栄養（ＭＨ） 〇 麻薬使用 〇

胃瘻管理 〇 皮膚科医用・褥瘡処置 〇

人工肛門管理 〇 腹膜透析 ×

地域連携センターについて

当院では御自宅でゆっくり療養生活をしたいと望ま
れる方へ訪問診療を実施しております。

定期訪問 月２回（火曜日と金曜日の午前） ※病状に合わせて変動

対応可能項目

胃瘻造設、中心静脈栄養用のポート埋め込み
術は当院にて行っています。

対応可能項目 国富町内、綾町、宮崎市内（北地区方面）

当院訪問診療の特徴 ・訪問看護ステーションと連携し365日24時間体制で対応
・当院病棟もしくは協力医療機関と連携をとり、入院加療が可能。
※対象の方が入院が必要と思われる場合や、ご希望のある場合

お問い合わせ けいめい記念病院 地域連携センターまで

国富町 八代地区
大坪の一本桜は春になる
とのどかな風景に彩りを
加えてくれます。



疾 病 予 防 施 設 健康ク ラブ
健康クラブについて けいめい健康クラブでは、運動療法は

もとより、その他様々な疾病予防に取
り組んでいます。
運動療法や栄養教室、認知症予防のた
めの教室、生きがいづくり、仲間づく
りを組み合わせて、心身ともに健康に
なるための支援を行っています。
仲間を作って、みんなと一緒に楽しみ
ながら、健康づくりを始めませんか？

スケジュール 会場 月曜 火曜 木曜 金曜

フロア
10：00～11：00

チェアー体操
（若返り）
体操教室

笑顔で取り組む
「みんなの認知症

予防教室」

簡単シェイプ
アップ教室

寝こまん
体操教室

スタジオ
10：00～10：45

スローステップ
教室

機能改善ヨーガ
10：00～11：00

筋力トレーニング
教室

11：00～11：45

病院ご案内 アクセスマップ

Ｒ2.12 現在

担当窓口 けいめい健康クラブ 0985-75-1801

参加料 １回 ３００円 【割引チケットあり】

●アクセス方法
車でお越しの場合
・宮崎市街地より＞宮崎県道26号線（宮崎須木線）で
国富町に入って西へ2分
・国富町中心部より＞宮崎県道26号線（宮崎須木線）
東へ15分国富スマートICを越えてすぐ

バスでお越しの場合
・宮崎交通バス国富‐綾線にて「岩知野バス停」
を降りてすぐ
国富から＞国富バスセンターより15分（360円）
宮崎市街地から＞宮崎駅より36分（740円）

医療法人慶明会 けいめい記念病院

〒880-1111 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野六江762
（駐車場あり 無料150台）

病院代表 ℡ 0985-75-7007 / fax 0985-30-6677
健康支援センター ℡ 0985-36-6513 / fax 0985-36-6514
訪問看護ステーションかがやき

℡ 0985-36-6513 / fax 0985-36-6514

https://www.keimei-kinen.com/ 【けいめい記念病院】で検索

●病院名

●所在地

●電話/ＦＡＸ

●病院ホームページ

いりょうほうじん けいめいかい


