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～　今年もこれから後半です　～　病院管理者　武冨 章

 6月下旬，学会に参加するため東京へ出張したときのことです。

九州は土砂降りの大雨の日でしたが，関東地方は35度以上の猛暑。

陽射しは強く，アスファルトも熱を持ち，数十分歩いただけで日

焼けしてしまうほどでした。 

 今年の梅雨明け後には飯塚にも猛暑の季節が到来したため，消

耗した方も多かったと思います。テレビなどでも，さかんに熱中

症の予防について特集していました。盆を過ぎても猛暑が続いて

いますので，今後も水分補給を怠らず，居室の室温にも注意しな

がら，健康にお過ごしいただきたいと思います。 

 さて，7月から呼吸器外科には部長として濱田利徳先生を，内

科には総合診療専攻医として中嶋駿介先生をお迎えしました。 

 現在，わが国では肺癌の患者さんが増加しており，胸腔鏡を用いた手術が盛んに行われて

います。当院でも福岡大学のご支援を受けながら呼吸器外科診療にも力を入れてまいります。 

また，平成30年4月から開始した新専門医制度では，専門診療科として総合診療科が新たに

加わり，中嶋駿介先生はその一期生として，当院やへき地診療所等で研鑽を積むことになっ

ています。 

 飯塚市立病院では，今後も地域の医療ニーズに応えながら診療の幅を広げてまいります。 



新任医師のご紹介 

【呼吸器外科】部長 濱田 利徳 医師 

この度７月より飯塚市立病院に赴任させて頂きます呼吸器外科医

の濱田と申します。福岡大学呼吸器乳腺内分泌小児外科に所属し

ています。 

呼吸器外科の診療内容は、肺癌、気胸、膿胸、縦隔腫瘍、胸部外

傷などであり、これまでは主に砦と呼ばれる地域の基幹病院で呼

吸器外科領域を専門に研鑽を積んできました。微力ではあります

が筑豊地域の医療に貢献できるよう、当院各診療科、近隣の諸先

生方とも連携をとらせて頂き診療していきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。 

【内科】中嶋 駿介 医師 

 栃木にある自治医科大学を卒業後、飯塚病院にて研修し、今

年度から新専門医制度に則って、飯塚市立病院の総合診療プロ

グラムで研修を開始させていただきました。 

 患者様に寄り添う医療が私の目指す医師像ですので、患者様

と一緒に協力しながら病気と戦っていこうと思っております。

また将来は、私の出身地である飯塚で訪問診療を中心に、地域

医療を支えていきたいと思っておりますので、至らぬ点があれ

ば、気軽にご指摘ください。 

        いきいき健康相談   総務課 課長 宮﨑 孝司 

看護の日（５月１２日）のイベントとして企画し、当初は飯塚市内の本町商店街で健康相談を行っ

ていましたが、開催場所をイオン穂波ショッピングセンターに移して、また昨年より飯塚オートで

開催（今年は、５月１９日）しています。医師や看護師、薬剤師、リハビリテーション技師、管理

栄養士等が、ご来場中のみなさまのご相談にお答えしています。また、血圧の測定や、今回は、血

管年齢の測定を行いました。 

今年も１００人以上の方にご来場いただき 盛況のうちに無事終了いたしました。 

また、来年も看護の日前後に開催いたします。日時や場所については、飯塚市の広報紙（広報いい

づか）や病院内の掲示等でお知らせいたします、みなさまのご来場を職員一同お待ちしております。 

  



 

 

       七夕コンサート      総務課 岩下 梓 

 今年も当院にて七夕コンサートを開催いたしました。 

外はあいにくの雨となってしまいましたが、院内ではと

ても素晴らしい歌声に気持ちが晴れやかとなりました。 

今年のゲストは、「扉（とびら）」のお二人で、当院の

七夕コンサートの為に新しく結成された二人組です。 

煌びやかな赤の衣装で登場され、会場を笑顔にしてくれ

ました。 

歌は、「真赤な太陽」「美しい十代」など懐かしの昭和

の歌から始まり、合間に七夕にまつわるお話もしていた

だきました。 

また、CMでよく聞かれる「海の声」など心にしみる歌も歌ってく

ださいました。 

最後は、「ズンドコ節」で楽しく七夕コンサートが終了となりまし

た。 

今年は当院にて3本の笹の葉を飾り、沢山の短冊や、色とりどりの

飾りでいっぱいに笹を飾らせていただきました。この短冊の願いが

1つでも多く叶うよう願っています。 

  

    病院食とは    栄養管理室 室長 管理栄養士 古林 美保 

昭和５０年頃の日本食が最も健康的で最強！ 

見直しましょう！ 

ご飯が多くておかずが少し。 

しかし車が少なく、歩いて 

行動する時代。 

自然に運動量が多かった！ 

自然の食品ばかりでした。 

ご飯もおかずも丁度よい。 

日本食に少しだけ肉などの 

洋食が入ってきた時代。 

理想の食事です。 

ご飯が少なくおかずが多い 

肉やウインナー、マヨネーズ等 

塩分・脂肪が多く、車社会。 

買えば何でも手に入る時代。 

 



診療科 診察室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

15 （新患）松尾 隆 （新患）園田 知丈 （新患）宮﨑 修 （新患）中嶋 駿介 （新患）花野 貴幸

16 花野 貴幸
呼吸器

内科医師
宮﨑 修

17
膠原病

内科医師
武冨 章 武冨 章

循環器
内科医師

出口 智弘

18 園田 知丈
循環器

内科医師
膠原病

内科医師
循環器

内科医師

19 古賀 康秀 松尾 隆
血液

内科医師
松尾 隆 古賀 康秀

20 出口 智弘 西嶌 慎二 中嶋 駿介 出口 智弘 西嶌 慎二
21 鍵山 裕 鍵山 裕 園田 知丈 鍵山 裕 宮﨑 修

13
循環器

内科医師
花野 貴幸

午前 8:20-11:30 6 高嶋　伸幹
（初診/予約制）

高嶋　伸幹
（再診/予約制）

高嶋　伸幹
（再診/予約制）

午後 13:00-15:30 6 高嶋　伸幹
（初診/予約制）

午前 8:20-11:30 2 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆
午後 14:30-16:00 2 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆

8 名嘉眞 陽平 吉田 純 岡部 正之 兒玉 孝仁 良永 康雄
9 三笠 圭太 名嘉眞 陽平 吉田　純 良永 康雄 三笠 圭太

10 三好 修 三好 修

呼吸器外科 午前 8:20-11:30 10 濱田 利徳

1 亀川 史武 舌間 寛士 野田 昌宏 舌間 寛士 舌間 寛士
派遣医師

(第1,3週 手の外科外来)

(第2,4週 肩関節外来)

4 野田 昌宏 宮﨑 弘太郎 宮﨑 弘太郎 亀川 史武 蛭﨑 泰人
5 吉田 拓也 吉田 拓也 野田 昌宏 宮﨑 弘太郎

派遣医師
(第1,3,5週　脊椎・脊髄外来)

12 中島　進 中島　進 中島　進 中島　進 中島　進
13
12 中島　進 中島　進 中島　進 中島　進 中島　進
13 派遣医師
3 江崎 仁一 江崎 仁一 江崎 仁一 江崎 仁一 江崎 仁一
4 今村 桜子 今村 桜子 今村 桜子 今村 桜子 今村 桜子

午前 8:20-11:30 2 派遣医師
14:00-15:30 2 派遣医師

13:30-15:30 2 派遣医師 多田 勝
(第1,2,3,5週)

1 山下　美恵 山下　美恵 山下　美恵 山下　美恵
(第1,3,5週)

山下　美恵

2 佐藤　渉 佐藤　渉 派遣医師 佐藤　渉
1 （新患）派遣医師 （新患）派遣医師 （新患）派遣医師
2 朝信　輝樹 朝信　輝樹 朝信　輝樹 朝信　輝樹 朝信　輝樹

午後 13:00-15:30 2 朝信　輝樹 朝信　輝樹 朝信　輝樹
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 8:20-11:30 1 末　浩司 末　浩司 末　浩司 末　浩司

13:00-14:30

整形外科

亀川 史武

※医師の予定は、都合により変更があります。（ご不明な点は各科診療窓口へご確認ください。）

8:20-11:00

泌尿器科
午後

午後

眼　　科

1

午前 8:20-11:30

8:20-11:30

8:20-11:30

午前

耳鼻咽喉科
午前

蛭﨑 泰人
派遣医師
(第3週)

午前

午後

※面会時間：月～金曜日/13:00～19:00、土・日・祝日/11:00～19:00

13:00-16:00

皮膚科

脳神経外科

※休診日：土曜日午後・日曜日・祝日・12月29日～1月3日（年末・年始のため）

飯塚市立病院外来担当表
2018年09月01日現在

受付時間

内　　科 午前

8:20-11:30

蛭﨑 泰人2

交代で1名


小児科

午前

8:20-11:30

外　　科

神経内科

午前 交代で1名

8:20-11:00

■職員募集 

 【薬剤師】雇用形態：正職員 

       応募資格：夜勤可能な者 

 ※詳細は、0948-22-2980(内線2422)総務課宮崎までご連絡ください。 


