


医療法人黒木記念病院は、日本一の温泉湧出量
を誇る大分県別府市の北のはずれ、別府八湯の
ひとつの亀川温泉郷にあります。
別府温泉リハビリテーションを核として、一般急性
期医療から回復期リハビリテーション、慢性期医
療（介護保険病棟を含む）、在宅医療（各種訪問
サービス、通所リハビリを含む）まで担うケアミック
ス型の病院で、昭和28年10月の創立以来、地域
に密着した医療・看護・介護・予防を展開していま
す。
平成11年4月には、最新の医療に対応し、アメニ
ティを考慮した療養環境の新病院をオープンしま
した。
患者様には優しく、アットホームな雰囲気を心掛
け、職員は良質な全人的医療・看護・介護・予防を
提供できるように日々 研鑽しています。



●1.5テスラMRI

検査・治療機器
1.5テスラMRI装置をはじめ、ヘリカルCT、腰椎・大腿骨用骨密度測定装置などの機器を備えています。また、高気圧酸素療法も行なっています。

●整形外科
打撲・ねんざ・骨折などの外傷をはじめ、年齢とともに起こる関節の痛
み、腫れ、変形、また、肩こり、腰痛や首の痛みなど脊椎の疾患、ス
ポーツ障がいなどを扱います。単に病気やケガを治すだけでなく、元
の状態に出来るだけ近く機能を回復させるためにリハビリテーション
にも力を入れています。当院の医師の他、別府発達医療センター医
師や、大分大学医学部医師も担当しています。必要であれば手術も
行います。

●リハビリテーション科
リハビリテーション専任医の指示の下に各専門のスタッフが連携し、
それぞれの患者様の症状目的にあわせてリハビリテーションを行なっ
ています。

●一般外来・消化器外科
胆石症、鼠径ヘルニアなどの良性疾患から、胃がん、大腸がんなどの
悪性腫瘍に対する手術、外傷に対する外来処置を行なっています。
消化器内科と協力し、早期がんに対しては積極的に内視鏡治療を行
なっています。

●一般内科
内科全般にわたる治療を行なっています。その他、循環器科は一般
内科とは別に専門的な外来を行なっています。当院の医師の他、大
分大学医学部医師、九州大学病院先進医療センター医師も担当して
います。

●消化器・内視鏡センター
内視鏡を使っての食道・胃・十二指腸・大腸の検査、ポリープ・がんの
切除などの治療や、膵臓、胆石のERCPを用いた検査、治療などを行
なっています。他の診療科から独立しているので、より高度で待ち時
間の少ない診療体制が可能になっています。

●リウマチ科
リウマチの症状は多様で、特に発病初期の頃は個人差が大きく、診断
が困難な場合があります。早い時期から正しい治療を行えば、多くの
場合骨の変形がほとんど起こらないようにできますので、専門的知識
を持った当院での診察をお勧めします。

●放射線科
放射線科医の仕事は、撮影した画像を元に診断を下すことです。多く
の病気の診断において画像診断はなくてはならないものです。当科で
は放射線技師4名と協力して、院内・院外の医師から依頼を受け画像
診断に携わっています。

●麻酔科（ペインクリニック）
痛みの診断治療を専門に行っている科です。痛みのほか、しびれ、だ
るい感じなど、腰痛や肩こりの症状に対して、神経ブロックを中心に治
療を行い、痛みを消失・緩和させることで、日常生活機能と生活の質
の維持・向上を目的としています。

●呼吸器内科
長く続く、せき、しつこいたん、つらい息切れ、レントゲンの異常など呼
吸器の病気を診るための内科です。肺炎治癒後や慢性閉塞性肺疾
患のリハビリ、喘息の外来治療、肺がんの診断・治療、嚥下機能評価
などを中心に診療しています。



●病棟回診
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6F一般急性期病棟【44床】
ICUやHCUの機能を持ち、手術患者・重症患者・検査入院など急性期医療を主体としている病棟です。診療科全般の入院に対応しており、病状の変化に迅速に対応できるよう体制が整えられています。

7F地域包括ケア病棟【16床】

急性期の医療が一段落し、状態が徐々に安定してく過程で在宅復帰に向けて効果的で密度の隊秋医療を提供する病棟です。

病室は1床あたり8㎡以上で各ベッドに窓が付いており、明るく
広い空間は、個室に近い感覚でプライベートが保たれやすい
ようになっています。また各病室にトイレが設置されています。

病院内の大浴場、介護浴室のお湯はすべて別府温泉を使用しています。

●3F 介護療養型医療施設（介護保険対応） 【52床】
介護保険対応の病棟で、要介護度が重度の入所者様を中心にケアを提供するため、
基準を上回る人員配置を行い、より充実した看護・介護サービスを提供しています。

●4F・5F 回復期リハビリテーション病棟 【各階57床】
回復期リハビリテーション病棟とは、脳血管疾患または大腿骨頚部骨折、脊髄損傷な
どの患者様に対して、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療ソー
シャルワーカー等が、共同でADL能力による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリ
ハビリテーションプログラムを作成し、それに基づきリハビリテーションを集中的に行
う病棟です。上記のようなリハビリテーションを要する状態の患者様が、常時80％以
上入院しています。

●6F 一般急性期病床【44床】
ICUやHCUの機能を持ち、手術患者・重症患者・検査入院など急性期医療を主体
としている病棟です。診療科全般の入院に対応しており、病状の変化に迅速に対応
できるよう体制が整えられています。

●7F 地域包括ケア病棟 【16床】
急性期の医療が一段落し、状態が徐々に安定してく過程で在宅復帰に向けて効果的
で密度の高い医療を提供する病棟です。

●病室（3F・4F・5F・6F　4床部屋）



●物理療法
温熱や電気、牽引、マッサージなどで物理的
な刺激を与えて行う治療です。主に痛みや
シビレの緩和、むくみ、循環の問題軽減を図
リます。

●言語聴覚療法
言語障がい（失語・構音障がいなど）や、摂食
嚥下障がい（食べる機能の低下により、もの
を食べたり飲み込んだりがしにくい状態）の
ある方に対して訓練を行い、その機能の維
持・向上を目指します。

●幅広い患者様へのリハビリテーション
急性・亜急性期の患者様から回復期病棟対象者の集中的なリハビリテーションを
はじめ、維持期病棟や、通所、訪問、障がい者ケアサポートセンターの患者様まで、
一貫したリハビリテーションをご提供しています。

●多職種スタッフによるチームアプローチ
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカー、
臨床心理士、音楽療法士、歯科衛生士、マッサージ師などのスタッフが連携し、
急性期・回復期から生活期に至るまで一貫したリハビリテーションを提供します。

●充実した機能訓練室
1Fには560㎡の広い訓練スペースがあり、さらに各病棟にも訓練スペースを確保し
ています。

●365日のリハビリテーション提供体制
効果的・集中的なリハビリテーションを行うため、365日、休みなくリハビリテーション
を実施しています。

●訪問リハビリテーション
利用者の方が活き活きと生活できるように目標を設定し、運動や介助方法の指導等
を行っています。「もう一度ごはんを作れるようになりたい。」「もう一度家のお風呂に
入りたい」等の希望がかなえられるように療法士が一緒に考え活動をお手伝いします。

これらのサービス体制により、周囲の医療機関からも高い信頼と期待をいただいてい
ます。

●理学療法
運動療法、教育指導、マッサージ、電気等を治療手段とし、
痛みの緩和、循環の増加、障がいの予防と改善、力、可動性
の改善および協調性の最大回復を目的としています。

●訪問リハビリテーション

（追加）
訪問リハビリテーション
利用者の方が活き活きと生活できるように目標を設定し、運動や介助方法の指導等を行っています。「もう一度ごはんを作れるようになりたい。」「もう一度家のお風呂に入りたい」等の希望がかなえられるように療法士が一緒に考え活動をお手伝いします。

●訪問リハビリテーション



TEL.0977-67-1212
FAX.0977-67-1233

●通所リハビリテーションセンターとは
在宅にて生活している介護認定をうけられている方々に対し、運
動・作業・言語療法などを通じて安定した日常生活を維持向上で
きるよう、心身機能のリハビリテーションを実施するものです。お
食事、温泉入浴、レクリエーションなど快適に楽しくすごしていた
だけます。

医療ソーシャルワーカー室

地域医療連携室
地域社会と連携し、より良い医療を
提供しています。

診療情報提供書を
FAX・持参・郵送の
いずれかにて
ご提出ください。

困ったことがあれば、
どんな事でもご相談ください。
ご相談は無料です。
医療ソーシャルワーカーは、入院・外来を問わず、悩みや不安をお持ち
の全ての方を対象とし支援しております。他職種と連携し、患者様やご
家族様に安心して入院生活または在宅生活をお送りいただけるよう努
めております。ご相談は守秘義務を厳守し、また利用料金は一切かかり
ません。お困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。お電話ま
たは来院時に、受付にて医療ソーシャルワーカーをお呼びください。

地域の各医療機関が相互に連携することで、それぞれの機能や特色を
最大限に発揮し、地域の皆様により質の高い医療を安心して受けてい
ただくための窓口です。主な業務としては、各医療機関からの❶診療に
関する問合せ ❷入院依頼、MRI・CTなどの検査予約受付 ❸入院日・診
療・検査結果報告　など迅速に対応しています。また、外部から当院へ
の要望を伝えたり、当院から外部へ情報を伝える役割も担っています。

薬の処方受付～診察

受付にて保険証を提出後、
受診申込書にご記入ください。

診察後、
リハビリや
入院など
それぞれの
診察に応じて
ご案内

いたします。

受付時間／午前8：30～午後5：00　

検査

必要に応じて各種検査を行います。

患者様を知るために詳しい問診を摂ります。

問診 診察

FAX.0977
27-8771

●通所リハビリテーションセンターとは
利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることがで
きるよう、 食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上
のための機訓能錬 や 口腔機能向上サービスなどを日帰りで提
供します。

在宅生活を支援するために、
一人一人にあわせたリハビリテーションの
目標・計画をつくり、専門のスタッフが
リハビリテーションを実施します。

午前8:30～午後4:00
日曜日
年末年始（12月31日～1月3日）

1日40名
介護認定を
受けられいてる方
介護度によって
異なります。

営 業 時 間
お 休 み

定 員
ご利用対象

料 金

●詳細はお問い合せください

当センターは、医師・看護・介護・リハビリの職員が充実しており、
利用者一人一人に合ったl個別のケアを行っております。例えば病前は専業主婦
だったという利用者様へは家事動作の練習や、園芸が趣味だった利用者様へは地
面にしゃがみこむ練習に取り組んでいます。
また、隣接する黒木記念病院との連携により、緊急時も早急に対応でき、利用者
様・ご家族様にも安心して当センターをご利用いただけます。

利用者様・ご家族をはじめとする、
関係事業所・当センター医師・看護・介護・療法士が
一同に会し、利用者様の生活の目標について話し合います。
※機能が向上し、目標を達成した利用者様へは新し運動の場や施
設の提案を致します。

自主性を重んじる所通 リハ ビリであるので、
「自分で出来ることほ自分で行 をう」を
ス口ーガンに 取り組んでいます。

利用者様一人一人の生活に合わせた運動
メニューを「サーキットトレーニング」 と称し、
利用者様ご自身で運動を行ってもいらます 。

理学療法士 ・作業療法土 ・言語聴覚士がご自宅に伺い、
実際の場面での運動 指導・家事指導・食事指導を行います。

重症度の高い利用者（人工肛門のある方、 経管栄養を必要と
する方な ) どでも受け入れを行い、機能の維持を図ります。

「生き生きとした自分らしい生活への手助け」

当センターの特徴

個別
リハビリ
テーション

ご利用案内



整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科・消化器内科・循環器内科
呼吸器内科・神経内科・外科・麻酔科（ペインクリニック）・放射線科・皮膚科

隔週土曜日（午前）皮 膚 科 毎週水曜日（午前）骨粗鬆症外来

〒874-0031
大分県別府市照波園町14番28号
TEL.0977-67-1211　
FAX.0977-66-6673
http://www.kuroki-hp.or.jp　
E-mail  info@kuroki-hp.or.jp

特定医療法人社団　春日会

黒木記念病院
総合ケアセンターくろき 医療法人春日会は、在宅医療まで担うケアミッ

クス型で、地域に密着した医療・看護・介護を展
開しています。

住宅型有料老人ホーム きずな
TEL.0977-27-6767 

居宅介護支援センターくろき
TEL.0977-27-6200
訪問看護ステーションくろき
TEL.0977-66-6928

障がい者ケアサポートセンター愛・愛
TEL.0977-27-6767

デーサービスセンターくろき
TEL.0977-84-7186
ヘルパーステーションくろき
TEL.0977-84-7168

看護小規模多機能型居宅介護くろき
TEL.0977-84-7184


