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～　「ふたり主治医制」　～　病院管理者　武冨 章

飯塚市立病院では，「ふたり主治医制」を推進しています。「ふたり主治医制」とは，患者さん一
人に対し，当院の医師と地域の「かかりつけ医」が互いに連携しながら共同で継続的に治療を行うこ
とです。

患者さんは，かかりつけ医には日頃の健康管理（治療・予防）について相談していただき，入院や
詳しい検査や治療が必要とされた場合は，かかりつけ医の紹介状を持って当院に受診していただきま
す。紹介状を持参された患者さんは最優先で診療いたします。また，当院での治療により状態が安定
されましたら，当院からかかりつけ医にご紹介し，治療を継続していただきます。

紹介状（診療情報提供書）により主治医同士が情報を共有でき，患者さんは不要な検査や投薬を受
けずに済み，効率的で適切な治療を受けることができます。

患者さんに「ふたり主治医」を持ってもらい，それぞれの診療分担を明確にして協力体制のもと患
者さんの健康管理を行い，安心して住み慣れた地域で医療を受けられるような地域医療連携を推進し
てまいります。当院は地域の基幹病院として，「MRI，CT，核医学検査，消化器・呼吸器内視鏡等の
専門的な診療・検査」・「入院の受入れや手術」・「救急患者の受入れ」などを行います。当院で治
療後，状態が安定されましたら，当院からかかりつけ医に紹介し，治療を継続していただきます。

もちろん，病状が悪くなったとき，入院治療が必要になったときには，当院で診療に当たりますの
で，ご安心ください。

「ふたり主治医制」についてのご質問は，当院の地域医療連携室までお寄せください。



新任医師のご紹介 リハビリテーション科 部長 大隈 秀信 医師

2008年まで約20年間、飯塚市立病院の前身であ
る筑豊労災病院リハビリテーション科に勤務してい
ました。今年8月から12年ぶりに飯塚市立病院に戻
り、リハビリテーション医として働いています。飯
塚を離れていた12年の間に、リハビリスタッフの数
は、３倍に増え、念願だった回復期リハビリテー
ション病棟も開設していました。今後、当院の急性
期リハと回復期リハの内容がより充実できるよう、
努力していきたいと思います。

当院で働き始めてから、病棟や市内のあちこちで、
筑豊労災病院時代の懐かしい患者様や患者様家族と
顔を合わせる機会がありました。住み慣れた地域で
働けることの喜びを感じています。当院を退院した
患者様が、地域社会でよりよい幸せな生活を送れる
ように、リハビリテーションで頑張ります。

新入職員のご紹介 地域医療連携室補佐 執行 弘泰

9月14日付で飯塚市立病院地域医療連携室 室長
補佐を拝命いたしました執行です。私は、地域医療連
携室の業務に直接携わった経験はないのですが今まで
いろいろな病院の経験を、当院の地域医療連携室のた
めに、ひいては病院の発展に少しでも寄与できればと
考えています。

当院は、地域の根ざした中核病院として、地域の医
療機関と連携し、患者様に適切な医療を提供できる病
院を目指しています。また、疾病予防から早期発見・
治療・社会復帰に至る地域完結型の医療をスムーズに
行っていくための窓口の役割を担っています。

そのため、一人の患者様に対し、地域の先生方と

当院の医師が連携して継続的な治療を行う「2人かかりつけ制度」を積極的に推進しています。この
制度を通して、より患者様が安心して医療を受けられるような地域づくりの一端を担える病院を目指
しています。このような病院になるために、地域医療連携室の一員として、全力で地域の先生方と当
院の医師の連携の一助をしたいと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

飯塚市立病院 診療日及び診療時間の変更について

令和2年12月から診療日及び診療時間が変更になります。

飯塚市立病院の診療日及び診療時間は平日8：15～17：00 土曜日8：15～12：15でしたが
12月以降は平日8：15～17：00のみとなります。
なお、土曜日の午前中については、これまでの休日・時間外と同様の急患対応とさせていただきます。
患者さまやご家族の皆さまには、ご理解とご協力をお願い致します。



飯塚市立病院 管理棟・リハビリ棟改修工事について 総務課長 波多 一郎

令和元年に飯塚市役所にて予算承認された飯塚
市立病院 管理棟・リハビリ棟改修工事は飯塚市
による入札実施後、令和２年６月末より工事が開
始されました。管理棟については①屋上防水の張
替②２階から５階までのトイレ改修③汚水配管の
やり替え④給湯配管撤去に伴う電気温水器の設置
⑤浴室のシャワールーム設置⑥エレベーター更新
工事⑦外壁補修・塗装工事を行っています。リハ
ビリ棟に関しても⑧屋上防水一部改修⑨１・２階
トイレ改修⑩給湯器の設置⑪エアコン設置工事を
行っています。おかげさまで管理棟・リハビリ棟
は１１月中にはおおよそ工事が完了いたします。
エレベーター更新のみ１２月改修完了の予定です。
この工事をもって今後２０年３０年と診療を行っ
ていく基本的な工事は完了します。

「毎日、野菜を３５０ｇ以上食べましょう」と国はすすめています。なぜ、たくさん野菜を食べる
必要があるのでしょうか？

野菜を食べてほしい理由の一つは食物繊維が多く含まれているからです。食物繊維は腸内環境を整
え、便秘や肥満予防、糖尿病や脂質異常症など生活習慣予防や改善につながります。また、野菜に含
まれるビタミンや微量元素は、食物繊維と同じ生活習慣病予防、改善になります。

野菜のすばらしさは、もう一つ。免疫力や抗酸化力がUPすると言われています。抗酸化とは酸化
に打ち勝つ！老化を防ぐことです。

野菜は植物です。植物は太陽の光が強過ぎるからといって、動物のように移動できません。光合成
という大変危険なことを行っています。
太陽のエネルギーが過剰な場合、そのエネルギーが酸素にわたり活性酸素種ができます。光合成の過
程で産生される活性酸素を消去する物質を植物はそれぞれもっているのです。それをファイトケミカ
ル（食物の化学成分）といい、食物が強い紫外線の害や虫から身を守る為に作りだした物質です。

なぜ野菜をとる必要がある？ 栄養管理室 室長 古林 美保

人間にも同様に働いて抗酸化作用、解毒作
用、免疫作用など健康に重要な効果をもた
らすことがわかってきました。
私たちはその食物の持っている活性酸素を
消す物質を食べて恩恵を受けているのです。

また、植物はその土地に合った微生物の
恩恵を受けて育ちます。その土地に合った
微生物はその土地に住んでいる私たちにも
合ったものとなります。食物は海外のもの
より日本のもの、九州、福岡、飯塚とより
身近なものほど私たちの体に恩恵をもたら
してくれます。野菜を意識して食べましょ
う。

コロナ禍の最中の工事となりま
したが幸いにも作業中のケガ・コ
ロナ感染などもなく順調に進んで
います。より利用しやすい新しい
飯塚市立病院が１２月には出来上
がります。皆様のご利用をお待ち
しています。



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)古賀 志歩 (新患)古賀 正晃 (新患)花野 (新患)園田 (新患)園田

16 花野
呼吸器

内科医師
古賀 志歩

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

19 古賀 康秀 松尾
血液

内科医師
松尾 古賀 康秀

20 出口 西嶌 出口 西嶌
21 鍵山 鍵山 園田 鍵山 古賀 正晃

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

(予約制)
良永 良永

(第1,3週 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 野口 川﨑 亀川 亀川

派遣医師
(第1,3週 手の外科外来)

(第2,4週 肩関節外来)

4 浦田 大串 宮﨑 浦田 川﨑
5 吉田拓 吉田拓 深川 大串 深川

派遣医師 派遣医師
(第2,4週 (第1,3週

脊椎・脊髄外来) 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 加藤 加藤 加藤 加藤 加藤

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
耳鼻咽喉科 午後 13:30-15:30 1 派遣医師 派遣医師 派遣医師
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 8:20-11:30 1 武冨 出口 大隈

1

派遣医師

山下山下山下山下

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

浦田2

13:30-15:30午後 9

飯塚市立病院外来担当表
2020年11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。）

川﨑 野口

皮膚科 午前

8:20-11:00
野口

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）

※面会時間につきましては、飯塚市立病院ホームページをご確認ください。

8:20-11:30

眼　　科 午前 8:20-11:30

泌尿器科

■職員募集
【看護師・看護助手・介護福祉士】雇用形態：いずれも正職員

応募資格：看護師については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2427)総務課波多までご連絡ください。


