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～　地域医療調整会議　～　病院管理者　武冨 章

 厚生労働省は9月26日，高度急性期もしくは急性期の病床を持つ公立・公的医療機関等のうち，
2025年の地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の「再検証を要請する対象」として424病院の病
院名を公表しました。飯塚二次医療圏では，飯塚市立病院，飯塚嘉穂病院，嘉麻赤十字病院，総合せ
き損センターの4病院が再検証の要請対象となっています。 
 飯塚市立病院では診療実績の分析項目のうち，「がん診療」「救急医療」「へき地医療」の3項目
については診療実績が特に少ないとは評価されませんでした。飯塚西部地区で11年間，地域医療の中
核病院としての体制づくりに努めてきたことに対して一定の評価が与えられたものと思います。 
 公立・公的医療機関の再編統合は，各二次医療圏ごとに設置された地域医療構想調整会議の場で協
議される事項です。ただ，新聞報道では，リストアップされた地域の病院の再編統合が必ず実施され
るかのような誤解を招く記事が掲載されてしまいました。誤解が誤解を招き，当院に就職を希望する
若い人たちが減少したり，患者さんたちが他の病院を受診されたり，といった事態が生じてしまうと，
飯塚市立病院が地域で果たすべき機能を十分に発揮できなくなるおそれがあります。このような事態
とならぬよう，今後も当院を応援していただくようお願いいたします。 
 ちなみに，地域医療構想において，当院は，250床の急性期病床のうち100床をこの地域に不足し
ている回復期病床へと変更しました。急性期病床を150床まで縮小したにもかかわらず，年間の救急
車受入件数は約1700件にのぼります。また，福岡県のへき地支援拠点病院として，県内のへき地診
療所に年間200日の代診医を派遣しています。 
 



新任医師のご紹介 

【耳鼻咽喉科】部長 桑野隆史 医師 
皆様、初めまして。９月から耳鼻咽喉科常勤医として勤務してお
ります、桑野隆史と申します。1999年九州大学卒です。 
耳鼻咽喉科の担当は狭い領域ではありますが、他の領域同様、
様々な疾患が発生する場所です。日常的にも、のどの腫れや痛み、
鼻水や鼻づまり、くしゃみ、耳鳴りや聴力低下、めまいといった
事はどなたでも起こりうる可能性があります。 
一人体制であることや体調面から手術業務は行っておりませんが、
患者さんの訴えに傾聴し、可能な限り地域の皆様方のために尽力
してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

第1回地域包括ケア推進協議会  

                             地域医療連携室 MSW(社会福祉士) 杉村 美幸 

 10月9日に令和元年度、第1回地域包括ケア推進協議会を当院で開催しました。今年度は防災につ
いて考えていきます。 
 気象予報士の永田健太郎先生をお招きして『大雨防災ワークショップ』を行いました。 
 映像を織り交ぜながら被害の恐ろしさを教えて頂くとともに、気象庁が発表される大雨警報がどの
程度の危険を有しているかを分かりやすく解説して頂きました。 
 災害は対岸の火事ではありません。他人事ではなく自分の事として捉え、日頃からハザードマップ
で危険な場所を確認しておくことも大切です。警報が発表される前からテレビやラジオなどを使って
情報を入手し、早め早めの避難を心掛けましょう。 
 グループワークでは架空の町に住んでいると想定し各班に割り当てられた家庭環境ならどのように
避難するかを話し合いました。どの班も白熱した議論が飛び交っていました。 
 有事の際にご参加の皆様がワークショップを思い出し、活用して頂ければと思います。 

いわみハートクリニック 岩見 元照院長 

気象予報士 永田 健太郎先生 



小児科外来の飯塚市立図書館コーナー  

                                       小児科 部長 穐吉 秀隆 医師 

 平成最後のクリスマスから、小児科外来の待合室の様子
が少し変わったことにお気づきでしょうか？ 
 飯塚市立図書館から選りすぐりの絵本を貸し出していた
だき、待合室で読めるようになっています。 
4か月健診でのブックスタートを除けば、良い絵本との出
会いのチャンスはさほど多くないのではないでしょうか。 
絵本の選び方の参考にして頂けるとうれしいですし、図書
館に連れて行ってみようという親御さんが増えるといいな
と言う思いもあります。 
 季節ごとに15冊の絵本が入れ替えでやってきますので、
お楽しみに。 
 ただし、このコーナーからの貸し出しは行っておりませ
んので、ご了承ください。 

訪問看護室 
看護師 桐田 久美子  看護師 松本 真紀  聞き手：看護師 青栁 美奈 

青柳：桐田さんは訪問看護に配属されて4か月たったけどどうですか？大変？ 

桐田：病院では見れない自宅での患者さんのリラックスした表情・家族との関係が見れるので 
    新鮮でやりがいを感じます。あと、看護の基本技術の大切さを再認識しています・・。 

青柳：松本さんは今「訪問看護養成講習会」の研修に長期間参加してるけどどうですか？ 

松本：研修と仕事の両立はなかなか大変・・。でも研修で学んだことをすぐに患者様へ 
    還元できるのでやりがいはあるかな！みんなにも研修で学んだ技術や知識を伝えて 
    いけたらと思っています！ 
    青柳さんは訪問看護歴が長いけど、その秘訣は何！？ 

青柳：（笑）秘訣・・。頑張れる原動力は何より患者さんや家族の方の「ありがとう」かな。 
    訪問看護は他職種間の連携もすごく大切で悩むときもあるけどその分上手く連携が 
    はかれた時には「やった！！」とガッツポーズがでそうになります（笑） 

松本：そうだよね！でも青栁さんは子供さんが小さいから大変よねー。 

青栁：子供が熱出しても師長さんやみんなが 
   「子どもが大事！」と訪問の調整をしてくれる 
    ので本当に助かっています！ 
   ありがとうございます！ 

桐田：訪問看護に行っていると自分自身の家族との 
    関係性も考えさせられます。はたして我が家は 
    居心地が良いのかと・・(笑） 

青栁：わかります！家でも訪問先でも職場でも 
    居心地の良い環境を作れたらいいね。 
    これからもみんなで頑張りましょう！ 



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 （新患）津田 （新患）上村 （新患）園田 （新患）花野

16 花野
呼吸器

内科医師
上村

17
膠原病

内科医師
(予約制)

武冨 武冨
循環器

内科医師
出口

18 園田
循環器

内科医師

膠原病
内科医師
(予約制)

花野 山本

19 古賀 松尾
血液

内科医師
松尾 古賀

20 出口 西嶌 山本 出口 西嶌
21 鍵山 鍵山 園田 鍵山 津田

午前 8:20-11:30 6 高嶋
(初診/予約制)

高嶋
(再診/予約制)

高嶋
(再診/予約制)

午後 13:00-15:30 6 高嶋
(初診/予約制)

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

8 髙木 吉田純 岡部 兒玉 良永
9 三笠 髙木 吉田純 良永 三笠

10 三好 三好
良永 良永

(肛門外来) (第2,4週 乳腺外科)

呼吸器外科 午前 8:20-11:30 10 濱田
1 亀川 舌間 川﨑 舌間 舌間

派遣医師
(第1,3週 手の外科外来)

(第2,4週 肩関節外来)

4 白井 白井 蛭崎 亀川 川﨑
5 吉田拓 吉田拓 宮﨑 白井 蛭崎

派遣医師
(第1,3,5週

脊椎・脊髄外来)

脳神経外科 午後 14:00-15:30 13 派遣医師
3 江﨑 江﨑 江﨑 江﨑 江﨑
4 水野 水野 水野 水野 水野

午前 8:20-11:30 2 派遣医師
多田

(第1,2,3,5週)
14:00-15:30 2 派遣医師

山下
(第1,3,5週)

2 佐藤 佐藤 派遣医師 佐藤
午前 8:20-11:30 2 桑野 桑野 桑野 桑野 桑野 

1 派遣医師 派遣医師 派遣医師
2 桑野 桑野 桑野 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 8:20-11:30 1 末 末 末 末

1

派遣医師

山下山下山下山下

耳鼻咽喉科
午後 13:30-15:30

午後 13:00-14:30 1

午後
13:30-15:30 2

小児科

午前

交
代
で
1
名

外　　科
午前 8:20-11:30

川﨑2

13:30-15:30午後 9

飯塚市立病院外来担当表
2019年11月18日現在

受付時間

内　　科 午前

脳神経内科

交
代
で
1
名

8:20-11:30

※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。）

蛭﨑
派遣医師
(第3週)

皮膚科 午前

8:20-11:00
亀川

整形外科

※小児科の午後診察は、市の健診や予防接種に出務のため不在の場合がありますので、事前にお電話でお問い合わせ下さい。

※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）

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

8:20-11:30

眼　　科 午前 8:20-11:30

泌尿器科

■職員募集 
 【2020年卒業 看護師募集】雇用形態：正職員 
       応募資格：看護師免許取得予定の者で夜勤可能な者 
 ※詳細は、0948-22-2980(内線2422)総務課波多までご連絡ください。 


