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～　2021年明けましておめでとうございます　～　病院管理者　武冨 章

嘉穂劇場　　

2021年明けましておめでとうございます。
英国，米国では新型コロナウイルスワクチンの接種が始まってい
ます。わが国でも，安全性，有効性の審査が済み次第，2月下旬ま
でにはワクチン接種が開始できるよう準備が進められています。
まずは医療従事者，高齢者，高齢者施設の従業員から順次開始さ
れます。ワクチンは2回接種してはじめて有効となります。
ワクチンは低温で保存しなければならず，どのように輸送するか，
どこで保管するか，いつ・どこで・何人に接種するか等，詰めな
ければならない事項があります。詳細が決まりましたら飯塚市か
ら発表されますので，もう少しお待ち下さい。当院でも「安全
に」「公正に」ワクチン接種を実施したいと考えています。皆さ
んで協力してコロナウイルスを収束させましょう。



コロナ渦で”いのちの野菜スープ”を 栄養管理室長 古林 美保

健康の要は免疫力。特に、コロナ渦では重要とされています。それを底上げするのは、野菜や果物
に含まれる「ファイトケミカル」という機能成分です。「ファイトケミカル」とは、食物に含まれる
病気予防をサポートする天然の機能性成分のことです。食物が、紫外線や有害物質、害虫などの害か
ら身を守るために作り出した成分です。

食物は、動物と違って動き回ることができません。生き残る為の戦略として、自分の体の中で身を
守る物質を作り出してきました。人間は、古くからこのような植物が持つ成分を”薬”として利用し
てきました。

そんな「いのち（ファイトケミカル）の野菜スープ」を作ってみませんか？
料理が出来ないという方も ”家にある野菜” ”お好きな野菜” ”お好きな味付け”で気軽に簡
単に作れます。

寒くなってきました。温かいスープで免疫力を上げて、コロナ渦を乗り切りましょう。
※血圧の高い方は汁を半分にしてお召し上がりください。
※腎機能の悪い方などは血液中のカリウムが高い方は控えてください。

冷蔵庫にある
残り物の野菜で可
なんでもいいのです

野菜スープはシンプル

どんな野菜も合います

～作り方～
＊野菜を適当な大きさに切る
＊鍋に野菜と水を入れる
＊お好みの調味料を入れ５～１０分煮込む
（味噌味、コンソメ、塩コショウ、中華味など）

スープにすることで野菜の栄養を余さず
摂ることができます。
加熱することで野菜の細胞壁が破壊され
体により吸収されやすくなります

「人は作業をすることで元気になれる」
～これまでの取り組みを通して～

リハビリテーション室 作業療法士 安部 麻凡

私たち作業療法士は、患者様の健康と幸福を促
進するために、作業に焦点を当てた取り組みの一
つとして「離床活動」を行ってきました。

離床活動では入院中の生活不活発の防止・改善
を図ることを目的とし、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、集団での作業
を行います。参加された患者様からは、「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。

今年度は、新型コロナの感染対策として活動を
休止していましたが、昨年末に、毎年恒例の干支
の貼り絵作品に取り組みました。

患者様は入院中のご不安に加え、現在はコロナ禍でのご心配もあるかと思います。そのような環境
の中でも、人と交流しながら作業を行うことで、居場所が実感でき、自分のできることを見つけ自信
や能力の向上につながるよう、今後は感染対策を講じ活動を再開していく予定です。

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。



市立病院川柳はご好評につき第２回目の募集を行いました。
今回も多数の応募を頂きありがとうございました。作品は１階内科、２階眼科待合に掲示しておりま
す。その中で了承を得られた方の作品を３句発表させて頂きます。
テーマは自由でしたが、掲載作品はお孫さんとのほほえましい様子、思いがけない入院で日常では体
験することのなかった車イス生活、通院したことのある人なら誰もが共感？出来る内容で、そのほか
の作品も病院（病気）に関する作品が多く見受けられました。
コロナ渦で生活の様式が一変し様々な制約が強いられる中、投稿頂いた作品を分かち合うことで、少
しでも皆様の癒しになり、前向きな気持ちになればと思い掲載させて頂いています。
来年も開催予定です。秋ごろ院内掲示でお知らせします。

市立病院川柳募集しました 栄養管理室 管理栄養士 堤 千和

診察券

ポイント貯まれば

なお嬉し

車イス

よもやよもやの

利便性

コマーシャル

おぼえて孫は

人気もの

クリスマス飾り 総務課 川原 美沙

新型コロナウィルスの影響で街のイルミネーションの数も少
なくなっていましだが、飯塚市立病院では患者様に少しでも
クリスマスの雰囲気を楽しんで頂きたいと思い、正面玄関に
クリスマスツリーやキラキラとした雪だるまを飾りました。
良い子どもたちのところにはサンタさんが素敵なプレゼント
を持ってきてくれたことでしょう。
これから寒い日が続きますが、お体には十分に気を付けてく
ださい。

歴史ある演芸場「嘉穂劇場」 情報システム管理室 古川 佐知子

飯塚市の歴史ある演芸場「嘉穂劇場」を運営
する認定NPO法人が解散を意思決定し、飯塚
市が運営を引き継ぐことになりそうです。
新型コロナウイルスによる公演のキャンセル、
設備の維持などが原因のようです。
子供の頃、観劇のため、よく祖母に連れてき
てもらったこと思い出し、胸がチクリと痛み
ました。

嘉穂劇場は、大正10年に設立し、昭和5年に再
建されました。国の登録有形文化財に指定され、
経済産業省の近代化産業遺産に認定されています。
平成15年の水害で被害を受け、多くの方々のご
支援で、復活しました。

今後も、コロナに負けることなく、当時の賑わい
を取り戻し、地域住民に末永く親しまれることを
祈っています。2階席から

舞台から客席



診療科 診察室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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 大隈 出口 大隈 大隈

※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

※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。）

午後

川﨑 野口

皮膚科 午前

8:20-11:00
野口

整形外科

午後 13:00-14:30 1

9

飯塚市立病院外来担当表
2020年12月1日現在

受付時間

内　　科 午前

脳神経内科

8:20-11:30

山下

小児科

午前

外　　科
午前 8:20-11:30

浦田2

13:30-15:30午後

山下

13:30-15:30 2

1

派遣医師

山下山下


