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飯塚市立病院広報誌       第51号

～　緊急事態宣言発出中　～　病院管理者　武冨 章

福岡県においても4月中旬以降COVID-19の患者さんが激増して
おり，各病院に入院受入れの要請が毎日のように舞い込んでいます。
筑豊地域でも施設や学校での集団感染が起こり，第3波のころと比較
すると重症化する方が増えています。福岡県では「全員ホテル等の待
機施設に隔離する」ということが謳われていましたが，収容人数には
限りがあり，やむをえず自宅待機を指示される場合も多くなってきて
います。家庭の外では，マスクの着用，手指消毒，三密の回避といっ
た感染予防の基本を守っていただいていることと思いますが，最近は
家族内感染の事例も増加しているようです。

新型コロナ感染症の収束の切り札はワクチンの接種です。ファイ
ザー社製のワクチンに加えて，モデルナ社製，アストラゼネカ社製の
ワクチンが認可され，国内には十分量のワクチンが供給されることに
なっています。飯塚市では5月12日から高齢者に対する集団接種が
始まっています。6月以降は各医療機関での個別接種も始まります。
当院でも予約専用の電話回線を用意します。準備が整い次第，病院の
ホームページに予約方法についてお知らせする予定です。



新入職のご紹介

■■診療部門■■

【内科】野田 尚吾 医師
今年度より内科へ配属となりました、医師８年目の野田尚吾と申します。

飯塚市立病院には４年前にも勤務歴があります。昨年度は母校である自治医
科大学附属病院消化器・肝臓内科にて１年間の後期研修を行い、様々な分野の
消化器内視鏡に携わっておりました。専門分野は胆膵疾患ですが、そこにとど
まらず内科領域を幅広く担当していきたいと考えています。また内視鏡検査に
おいては、上下部消化管内視鏡検査は勿論、内視鏡的逆行性胆管膵管造影にも
積極的に関わり、地域の患者さんのお役に立てればと思います。日々の外来に
おいては、予防医療やポリファーマーシー(多剤内服）等の問題にも向き合っ
ていく所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

【内科】石橋 大樹 医師
福岡市生まれ福岡市育ちで、２年前から飯塚に住んでいます。飯塚はご飯が
おいしくて、人も良くて大好きです。大学時代は剣道をしていました。趣味
は釣りです。皆さんと楽しく仕事をしていきたいと思いますので、１年間よ
ろしくお願いします。

【内科】常盤 望 医師
はじめまして。この度、飯塚市立病院で内科医として勤務させていただくこ
とになりました、卒後３年目の常盤望と申します。

私は自治医科大学出身で、九州医療センターで２年間の研修を経てきまし
た。今後は、福岡県の地域に根差した医療に携わって参ります。その第一歩
として、まずは飯塚市立病院でたくさんの事を学ぶことに意気込んでおりま
す。まだまだ未熟な点は多々ありますが、精一杯頑張りますので、よろしく
お願いいたします。

【内科】松山 美智子 医師
この度 飯塚市立病院に配属となりました、内科医師の松山美智子と申します。

出身地は福岡市で筑紫女学園高等学校を卒業後に自治医科大学医学部へ入
学しました。昨年までは、夫の出身地である青森県の病院に勤務していまし
た。今年度久しぶりに福岡県に帰ってくることとなり、自分の故郷で働ける
ことを嬉しく思っております。まだまだ未熟者ではありますが、患者様に寄
り添える医師になれるようこれからも精進していきます。どうぞよろしくお
願い致します。

【消化器】副院長 大堂 雅晴 医師
2021年4月より飯塚市立病院にて勤務させていただくこととなりま
した大堂雅晴(おおどう まさはる)と言います。

今回、飯塚市を訪れるのは2度目であり,1度目は久留米大学救命救
急センター勤務中に飯塚オートレース開催中の医務室待機を命じられ
半日程度滞在した約30年も昔のことでした。当時はカーナビゲー
ションなどない時代であり渡された地図を頼りに道を迷いつつようや
くたどり着いた記憶があります。それ以外は縁のない土地とばかり
思っていましたが、今回の飯塚勤務をきっかけに新しい知見がありま
した。私の父は外科医でしたが、32才で身罷りました。

【小児科】沖 眞一郎 医師
2021年4月より対馬病院小児科より参りました、沖と申します。

当病院へ来た目的は、前職場である佐賀県三養基郡の東佐賀病院で
ICDとして活動しており、東佐賀病院は近隣の病院と連携した感染症１
類病院で、結核専門病院でした。その関係上、今回当院も１類指定病院
として活動されるとのことで参ったわけです。対馬病院での活動ですが
小児科一般と言っても離島医療で、帝王切開の分娩立ち合いと新生児の
退院時診察、循環器疾患、大動脈転移やファロー四徴症などを行ってお
りました。宜しくお願い致します。

その時私は2才で父の記憶は全くと言っていいほどありません。今回の飯塚市立病院勤務を89才にな
る母に報告したところ、父が大学卒業後の研修を飯塚市の住友忠隈病院にて行ったことを初めて知りま
した。現在も炭鉱跡があるとのことですので一度訪れたいと思っています。

これまで消化器外科を中心に研鑽し、大学時代は肝胆膵領域の腹部超音波検査および手術、市中病院
では傷の小さな内視鏡手術を行って来ました。他にも便秘や肝炎などの消化器疾患、また救急病院での
勤務が長かったことから被曝のない低侵襲な検査である超音波検査による緊急手術の適応診断に取り組
んで来ました。

飯塚市立病院においては内科消化器疾患、超音波検査また救急医療を中心にこれまでの経験を活かし
筑豊地域の医療に少しでもお役に立てればと思っております。

何でもご相談下さい。よろしくお願い致します。



【整形外科】熊谷 千尋 医師
この度、整形外科医として勤務させていただくことになりました熊谷千尋と
申します。

福岡大学医学部を卒業し、北九州の病院で初期臨床研修後、福岡大学医学
部整形外科学教室に入局し昨年は、大学病院で勤務していました。スキュー
バダイビングが趣味で夏は、海へ出かけることも多いです。整形外科医２年
目を飯塚市立病院で過ごせることをとても楽しみにしています。ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願い致します。

【整形外科】副島 竜平 医師
福岡大学病院整形外科から参りました、副島竜平と申します。

医師になり今年で５年目となります。中・高・大とサッカー部に所属して
いました。これまでに培った体力と知識を生かして、頑張りますのでよろし
くお願いします。少しでも地域のために貢献できればと思っております。

【整形外科】伴 卓郎 医師
今年度からお世話になります整形外科の伴卓郎と申します。

出身大学は福岡大学で初期研修は福岡徳洲会で行って参りました。2020年
に福岡大学医学部整形外科に入局し現在に至ります。まだまだ未熟で至らな
い点が多いと思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

■■看護部門■■
【4階病棟】看護師 髙田 はるか
病棟の流れに１日でもはやく慣れ、患者さんが安心で
きるよう笑顔を忘れず、積極的に頑張っていきたい。
【4階病棟】看護師 吉原 祐奈
地域医療振興協会が育てたい看護師である、いつで
も・どこでも限られた資源の中で、自ら考え行動する
看護師になれるよう努力したい。
【6階病棟】看護師 岸 綾音
ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、早く業
務に慣れるように頑張りたいと思います。よろしくお
願いします！
【6階病棟】看護師医 吉田 七海
これからは、わからないことをそのままにせず、自分
が納得するまで理解できるように何事もしていきたい
です。これからよろしくお願いします。

■■医療技術部門■■

【リハビリテーション室】作業療法士 佐藤 奈緒
4月から入職いたしました、作業療法士の佐藤奈緒です。出身地は春日市で福
岡和白リハビリテーション学院を卒業しました。これから、ご迷惑をおかけす
ると思いますが、積極的に学んで頑張ります。患者様から信頼され、安心して
リハビリテーションを受けていただけるような作業療法士を目指して行動して
いきますので、宜しくお願いします。

【栄養管理室】管理栄養士 西田 彩華
不慣れなことも多いとは思いますが、患者さんを食の面からサポートしてい
けるよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

【7階病棟】看護師 岩宮 菜泉

たくさん学び、身につけて素敵な看護師になれるよう頑張ります！

【7階病棟】看護師 黒川 珠吏
不慣れなことばかりですが、信頼される看護師を目指し頑張っていきます。よろしくお願いします。
【8階病棟】看護師 古賀 綾香

分からない事ばかりですが、いつも明るく笑顔で一生懸命、頑張っていきたい。
【8階病棟】看護師 菊池 麻矢
地域のみなさんに信頼される看護師になれるよう頑張っていきたいです。



診療科 診察室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

15 (新患)石橋 大樹 (新患)常盤 望 (新患)松山 美智子 (新患)野田 尚吾 (新患)花野 貴幸
16 花野 貴幸 呼吸器内科

17
膠原病内科
(予約制)

武冨 章 武冨 章 循環器内科 出口 智弘

18 園田 知丈 循環器内科
膠原病内科
(予約制)

花野 貴幸

19 古賀 康秀 血液内科 古賀 康秀
20 出口 智弘 野田 尚吾 常盤 望 出口 智弘 石橋 大樹
21 園田 知丈 松山 美智子 野田 尚吾

消化器 午前 8:20-11:30 21 大堂 雅晴

午前 8:20-11:30 6
高嶋 伸幹

(初診/予約制)
高嶋 伸幹

(初診/予約制)
高嶋 伸幹

(初診/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 沖 眞一郎 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 沖 眞一郎 穐吉 秀隆
午後 14:30-16:00 2 沖 眞一郎 穐吉 秀隆 穐吉 秀隆 沖 眞一郎 穐吉 秀隆

8 髙木 克明 吉田 純 岡部 正之 兒玉 孝仁
良永 康雄
(肛門外来)

9 三笠 圭太 髙木 克明 吉田 純 良永 康雄 三笠 圭太

午後 13:30-15:30 9
良永 康雄
(乳腺外科)

呼吸器外科 午前 8:20-11:30 10 濱田 利徳
1 亀川 史武 野口 貴雄 川﨑 英輝 亀川 史武 亀川 史武

第1,3週 手の外科外来

第2,4週 肩関節外来

4 副島 竜平 熊谷 千尋 派遣医師 副島 竜平 川﨑 英輝
5 吉田 拓也 吉田 拓也 伴 卓郎 熊谷 千尋 伴 卓郎

脊椎・脊髄外来 脊椎・脊髄外来
(第2,4週) (第1,3週)

脳神経外科 午後 14:00-15:30 13 派遣医師
新　患

8:20-10:30
再　来

8:20-11:00
午前 8:20-11:30 2 派遣医師

多田 勝
(第1,2,3,5週)

14:00-15:30 2 派遣医師
山下 美恵

(第1,3,5週)
2 佐藤 渉 佐藤 渉 佐藤 渉

午後 13:30-15:00 2
派遣医師
(予約制)

13:30-15:30
※予約なしは15：00まで

1 武冨 章 大隈 秀信 出口 智弘 大隈 秀信 大隈 秀信

2
大隈 秀信

(初診/予約制)
大隈 秀信

(初診/予約制)

1

8:20-11:30

午後

派遣医師派遣医師

午前

山下 美恵

13:30-15:30 2

午前

泌尿器科

小児科

午前

外　　科
午前

皮膚科

飯塚市立病院外来担当表
2021年6月1日現在

受付時間

内　　科 午前

脳神経内科

8:20-11:30

野口 貴雄
8:20-11:00

野口 貴雄

整形外科

午後 13:00-14:30 1

副島 竜平2 川﨑 英輝

※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・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。

眼　　科

山下 美恵 山下 美恵山下 美恵

※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。）

耳鼻咽喉科

リハビリ科 午前 8:20-11:30

派遣医師

午後 1 派遣医師

8:20-11:30

3 江﨑 仁一 江﨑 仁一 江﨑 仁一 江﨑 仁一 江﨑 仁一


