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～　「当院では逆紹介を促進しています」　～　病院管理者　武冨 章

 新年明けましておめでとうございます。 
 飯塚市立病院は今年4月に開設12周年を迎えます。今後も飯塚地域の地域包括ケアの拠点として成
長していく決意です。よろしくお願いいたします。 
 現在，全国で進行中の地域医療構想では，各医療機関が地域の中で果たす役割を分担し，施設同士
の連携を密にしていくことが求められています。また，厚生労働省は，病院外来診療の役割は急性期
の患者さんを診察することであるとしており，症状が落ち着いたら診療所での継続治療をしていただ
くのが望ましいとの指針を出しております。そこで，病院と診療所は飯塚医師会の指導のもと，互い
に連絡を取り合って慢性期の患者さんが安心して診療所で診ていただけるよう，連携を強化しており
ます。 
 病院での治療が落ち着いた方について， 
・当院へ紹介状を持参された患者さんは，紹介元の診療所へ当院から逆紹介いたします。 
・当院へ紹介状なしで来られた患者さんは，最適な診療所の先生に紹介いたします。 
 以上のことにご理解いただきご協力をお願いいたします。 
 なお，逆紹介にあたっては当院医師が説明し，看護師，地域医療連携室等がご相談に応じますので，
よろしくお願いいたします。 
 



中学生の職場体験事業「お仕事スタジアム」に参加してきました 
薬剤室長 薬剤師 山下 崇 

 中学生がさまざまな職業を体験できる
「お仕事スタジアム」が10月2日、飯塚コ
スモスコモンで開催され、穂波東中学校、
庄内中学校、飯塚第一中学校の1年生約
400人が参加しました。生徒たちは、製造
業、建設、運輸、美容、そして医療など24
職種の中から３つを選択、各担当者から仕
事内容の説明やケーキ作りや美容体験など
の仕事を実体験しました。当院からは看護
師と薬剤師が参加しました。看護師は鍋倉
看護部長、薬剤師は私が担当しました。 
 
 薬剤師の仕事については、まずスライド
を使い説明をしました。 
 
 ①薬剤師（仕事）はなんでしょう？ 
 ②意外と歴史がある薬剤師 
 ③医薬品ってなに？ 
 ④薬剤師への道のり （薬学部で学ぶこと・薬剤師国家試験についてなど） 
  ・・・皆さん、ここに一番注目していました。 
 ⑤薬剤師免許取得で出来る仕事 
 ⑥当院の仕事風景のスライド説明   など 
 
 次に、実際のお薬（錠剤、粉剤、点眼液、貼付剤、注射剤・・・など）を見せて、どのような効き
目があるか説明しました。さらに、インスリン注射剤を使い、自己注射するところを、デモ器を使っ
て実演しました。デモ器のお腹に針を刺す時は、皆さん関心をもって見ていました。なかには、「こ
の注射、おじいちゃんが使っている」と発言する子もいました。 
 最近、薬剤師は地域の活動も熱心に行っています。例えば小中学校では「危険ドラックについて」
の説明、公民館では高齢者を対象とした「健康セミナー」を実施しています。3年前の熊本震災の時
は、飯塚薬剤師会はいち早く支援に乗り出しました。このような話もスライドを使って説明していま
す。 
 医療関係に興味を持つ子どもは増加している印象がありますが、医師や看護師は、その仕事が
フューチャーされるようにテレビドラマ化され高視聴率を得ている現実から、仕事に関する認知度は
我々薬剤師に比較してはるかに高いと思われます。薬剤師の仕事は子どもたちにどれくらい理解され
ているのだろうか？子どもたちにとって薬剤師は魅力ある仕事なのだろうか？などいつも考えていま
したので、今回は参加することにしました。子どもたちには響くものはあったかな・・・？ 
 薬剤師の仕事内容に関する認知度の向上と、10年先、20年先を見据えた将来の薬剤師育成に寄与
していくため、この活動は継続していきたいです。また、薬剤師に興味がある方はいつでも私を訪ね
て下さい。 

がんのリハビリテーションの取り組み 
リハビリテーション室 理学療法士 林 秀樹 

 がんのリハビリテーションは、病状・進行状態を把握し、患者様の要望に合わせ、身体的・精神
的・社会的にも、今までと変わらない生活を取り戻す事を支援することで、患者様の生活の質
（QOL）を大切にする考え方に基づいて実施しています。 
 当院のリハビリでは、対象となる入院患者様に対して、医師の指導の下、適切ながん研修を修了し
た理学療法士5名・作業療法士4名・言語聴覚士2名の医療メンバーが従事しています。 
 対象患者様は、周術期の呼吸器リハビリとして、肺がん・胃がん・大腸がん・肝臓がん・乳がんな
どの症例や化学療法中の患者様などです。がんのリハビリテーションは、がん治療により生じた疼
痛・筋力低下・障害に対して、術後早期より介入し、運動機能や生活機能の低下などの予防・症状改
善を目的としています。 
 また、がんの治療及び副作用や障害などについて十分配慮し、運動療法、実用歩行練習、日常生活
を想定した動作練習や社会的適応能力の回復など個別に実践しています。 
 リハビリの効果を得るためには、患者様自身がリハビリの必要性を理解し、担当医・医療スタッフ
と相談しながら、リハビリのサポートを積極的に受けていくことが重要と考えます。 



限度額認定証（高額療養費制度）・介護保険証について  

                                       医事課 大森 睦 

 入院・手術等で医療費が高額になる場合、あらかじめ『限度額適応認定証』の交付を受けていただ
き窓口に保険証と一緒に提示することで、一ヶ月分の医療費を窓口で支払いされる際に、一定の金額
までとなり患者負担額が軽減されます。診療費用が高額になった場合、全額お支払いされた後でも保
険者に対し申請を行えば、自己負担限度額を超えた金額について払い戻される『高額療養費制度』が
あります。後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担となります。 
詳しくは、加入されている保険者へお問い合わせください。 
 
 ・70歳未満の方 
   健康保険証    ＋    限度額適用認定証 
 ・70歳～75歳未満の方 
   健康保険証    ＋    限度額適用・  
   高齢受給者証        標準負担額減額認定証 
 ・75歳以上の方 
   後期高齢者医療  ＋    限度額適用・ 
   被保険者証         標準負担額減額認定証 
 
 ※受診する際には、保険証等（介護保険被保険者証を含む）の提示をお願いします。 
  また、保険証等に変更があった場合は遅延なく窓口へお知らせください。 
  わからないことがありましたら窓口へおたずねください。 

「人は作業をすることで元気になれる」 

～回復期リハビリ病棟での取り組み～  
リハビリテーション室 作業療法士 安部 麻凡 

 回復期リハビリ病棟での取り組みとして、夕方40分程度の離床活動（貼り絵で季節の作品作り、プ
ランツハンガー作り、体操など）を実施しています。 
 離床活動とは、作業を通じ、生活不活発の防止・改善を図る取り組みです。 
 離床活動では3つの効果が期待できます。①居場所を実感できる…入院中は社会的交流が困難とな
り、孤立や不安を感じやすくなります。集団に所属する機会を提供し他者との交流を促すことで、安
心感が得られる環境づくりを行います。②自分のできる作業を見つけることで自信が向上する…疾病
により、不便・不自由・不可能な作業が増加し自信が低下します。残存機能の活用により、できる作
業を実践し、役割をもつことで、自信の回復を目指します。③現状能力を自覚し、自ら強化する…作
業を行うことで、患者様自身が能力（課題）を自覚できます。興味のある作業は継続しやすく、自主
的に取り組むことが可能です。 
 患者様からは、「お友達ができた」「入院していても毎日楽しい」「できる楽しみを見出せた」
「自分の役割を全うでき、達成感を味わえた」との感想を頂いています。 
 作品はリハビリテーション科前廊下に掲示しています。ぜひ一度、ご覧下さい。 



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
2020年1月1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

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
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