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ゆ る り 
高千穂町国民健康保険病院 広報・接遇委員会 

平成28年6月11日、次世代リーダー研修会を開催しました。 

http://www.takachiho-hp.jp/ 

当院のホームページはこちら 

次世代を担う人材の次世代を担う人材のリーダー、リーダー、  

マインドマインドを育むを育む  



平成28年度新規採用職員のご紹介 

ゆ る り 
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Q1:趣味を教えて下さい？ Q2：特技は何ですか？ Q3:一言お願いします！ 

A.1:神社を参拝すること 

A.2:減量88kg→63kg 
A.3:高千穂の雰囲気が好
きで数年前から時々来て
ました。ようやく高千穂
に住むことができて嬉し
いです。この地で何がで
きるか分かりませんが、
少しでも高千穂の方の健
康保持に貢献できたらい
いなと思っております。 

A.1:旅行,サッカー観戦 

A.2:胃カメラ 

A.3:高千穂町民の方々の

健康面のお役に立てるよ

うに頑張っていきたいと

思います。よろしくお願

いします。 

A.1:ネットサーフィン 

A.2:遠い昔に合唱をし 

てました 

A.3:島根県からやって

きました。職員として

住民として溶け込める

よう頑張ります。よろ

しくお願いします。 

A.1:カラオケ,ネット 

A.2:カラオケ,PC関連 

A.3:毎日楽しく勤務さ

せて頂いております。

気軽にお声かけ頂けれ

ば幸いです。よろしく

お願いします。 

A.1:ジョギング,山歩き 

A.2:津軽三味線,ジャグ

リング 

A.3:高千穂で仕事ができ

ることをうれしく思いま

す。現在どんな貢献がで

きるか模索しているとこ

ろです。色々お申し付け

ください。 

A.1:温泉 

A.2:ないです 

A.3:頑張ります。よろ

しくお願いします。 

A.1:買い物,ミニバレー 

A.2:特にありません 

A.3:まだまだわからな

いことばかりでご迷惑

をおかけしますが、頑

張りますのでよろしく

お願いします。 

伊瀨知 毅 
内科医師 

黒木 大介 
内科医師 

黒木 美穂 
内科医師 

興梠 智子 
内科医師 

甲斐 智朗 
耳鼻咽喉科医師 

甲斐 大輔 原田かおり 
看護師 看護師 

田渕 美紀 
看護師 

A.1:読書 

A.2:なし 

A.3:地域医療に貢献で

きるように頑張ります

のでよろしくお願い致

します。 
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第9号広報誌 

訪問看護ステーションが移転しました！ 

平成２８年３月まで保健福祉総合センターげんき荘内にありました訪問看護ステーショ

ンが ４月より高千穂町国民健康保険病院内に移転しました。 

◆訪問看護とは 
訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた環境で、その人らしい療養生活を送ることができるよう 

訪問看護ステーションから看護師などが生活の場へ訪問し、看護ケアを提供することで自立への援助を   

促し、療養生活を支援するサービスのことです。 

◆訪問看護ステーションのサービス内容 
 

◆訪問看護を利用するには 
訪問看護には介護保険制度によるものと医療保険制度によるものがあります。 

◆かかる費用は？ 
どの制度を利用するか、サービス内容によって費用は異なります。 

介護保険制度 

対象者:介護保険の被保険者で､要支援～要介護５の

方。 

 

申し込み先 

主治医・ケアマネージャー・訪問看護ステーション 

医療保険制度 

対象者：医療保険の被保険者で、医師に訪問看護が  

必要と認められた方。 

 

申し込み先 

主治医・訪問看護ステーションにご相談ください。 

介護保険で利用される場合 

医療保険で利用される場合 

訪 問 看 護 の費用 

利用時間 利用者負担 

～２９分 ４６３円／１回 

３０～５９分 ８１４円／１回 

６０～８９分 １１１７円／１回 

訪 問 リ ハ ビ リ の費用 

利用時間 利用者負担 

１回あたり ３０２円／１回 

※１回あたり２０分 

※１週間に６回を限度 

療養上のお世話 医師の指示による医療処置 

病状の観察 医療機器の管理 

ターミナルケア 褥瘡の予防・処置 

在宅でのリハビリステーション 認知症ケア 

ご家族への介護支援・相談 介護予防 

老人保健・国民健康保険など、各種保険により負担額が異なります。 

 （訪問は月に１２回が上限となります。） 



 

【平成28年度外来診察表】 

※1：眼科予約は、平日、月・火・木曜日の午後2時から午後5時まで、電話にて受付けています。 

※2：第3金曜日の小児科は熊大医師が担当する場合があります。6月、7月、9月、10月、12月、2月、3月の 

       第1水曜日の小児科は発達相談のため午後は休診になりますのでご注意ください。 

（ ）は非常勤医師 

【受付時間】 

 7:30～11:30（月～金） 

  
平成28年7月1日より 

診療科 月 火 水 木 金 

内科 

１診 押方 押方 押方 興梠 押方 

２診 伊瀨知 伊瀨知 興梠 伊瀨知 興梠 

３診 黒木（大） 興梠 黒木（大） 黒木（大） 黒木（大） 

４診 黒木（美） 黒木（美） 伊瀨知 黒木（美） 黒木（美） 

神経内科 神経内科は第4金曜日のみ（完全予約制）  

腎臓内科 第1金曜：小倉記念病院医師、第3金曜日：九大病院医師(13：00～14：30) 

外科 久米 秋月 久米 担当医 秋月 

整形外科 
塩月 塩月 塩月 塩月 塩月 

河野 河野 河野 河野 河野 

眼科※1 （熊大眼科） - （熊大眼科） - （熊大眼科） 

小児科※2 興梠 興梠 興梠 興梠 興梠 

泌尿器科 （矢津田） - （村上） - - 

循環器科 - （済生会医師） - - （済生会医師） 

耳鼻咽喉科 甲斐 甲斐（午前のみ） 甲斐(午後のみ） 甲斐(午前のみ） 甲斐 

皮膚科 （神人） - （福島） - （熊大皮膚科） 

 日本は、諸外国に例をみないスピードで

高齢化が進行しています。 

 現在、65歳以上の人口は3,000万人を超

え、国民の4人に1人が65歳以上であり、

2025年（平成37年）以降は、団塊の世代 

約800万人が75歳以上となり、医療や介護

の需要がさらに増すことが見込まれます。  

  

 このような状況から、厚生労働省は、

2025年（平成37年）を目途に、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防

など一体的に支援やサービ

スが提供できる体制＝地域

包括ケアシステムの構築に

取り組んでいます。 

 医療機関においては、平成26年度診療報

酬改定で、地域包括ケアシステムを支える

役割を担う病棟として、地域包括ケア病棟

が新設されました。 

  

 当院でも昨年（平成27年11月）から地

域包括ケア病棟（病床）を開設し、急性期

治療後の機能回復や在宅復帰に向けた医療

提供や支援を行っています。 

 

 地域包括ケア病棟が、急性期医療と在宅

医療の橋渡し

役となるよう

今後も情報を

発信してまい

ります。  

連載！【地域包括ケア病棟】 

第１回 

     高千穂町国民健康保険病院 広報・接遇委員会 

朝、病院玄関前で車の接触事故が発生しそうになる場面を度々見ることがあります。 

玄関前では、徐行運転を。発進時は後方確認をお願いいたします。 

及び 14:00～16:00（耳鼻咽喉科:月水金） 

   15:20～16:30（小児科） 


