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～　新年のごあいさつ　～　病院管理者　武冨 章

皆様，新年明けましておめでとうございます。

昨年は（昨年もというべきでしょうか），新型コロナウイルスに翻弄された
1年でした。当院では，発熱外来を設置し，PCRの検査体制を整え，1つの病
棟を①PCR陽性者10ベッド，②PCR疑陽性者4ベッド，③治療により感染性
は消失したが後遺症などのためすぐには退院できない者14ベッドの3つのエ
リアにゾーニングし，新型コロナ感染症に対応してきました。また，感染予防

の観点から1日102人に対するワクチン接種をほぼ毎日院内で実施してきました。病院の全職員が協
力し，知恵を出し合い，なんとか現在までクラスターを発生させずに対処できています。

オミクロン株は軽症とのことですが，海外ではまだデルタ株による重症化例も増加しており，まだ
まだ「武装解除」というわけにはまいりません。3回目のワクチン接種にも全力で取り組みますので，
ご協力，ご支援よろしくお願いいたします。



当院での感染予防対策について 地域医療連携室 看護師長 益坂 典子

当院ではすべての来院者に①非接触型体温計で検温、②手指消毒をおこなっていただいております。また、

③間隔をあけて座れるような椅子の工夫を行ったり、受付では④大型フィルムで貼ったりしています。また、

車いすや椅子、手すりをこまめに拭いて感染対策に努めています。現在、感染者数は減少傾向ですが、今後も

感染拡大のリスクは大いにあるため皆さんのご協力をお願いします。
発熱のある方、濃厚接触者の方は直接院内に入ることができません。発熱外来等での受診は可能ですのでお

電話でお問い合わせの上、お越しください。
任意のPCR検査も行っています。お気軽にお尋ねください。

面会については現時点では病院から来院依頼された方のみですが、今後、変更になる可能性もあります。そ

の都度確認をお願いします。
当院ではリモート面会も実施しております。お気軽にお尋ねください。
皆様のご協力のおかげで当院ではこれまで院内感染を起していません。今後ともご協力お願いします。

人は作業をすることで元気になれる
リハビリテーション室 作業療法士 福留 明日翔

①非接触型体温計

②手指消毒

③間隔をあけて座れるような

椅子の工夫

④大型フィルム

作業療法士の「作業」とは、家事や仕事、趣味活動など人が関わるすべての諸活動のことを指します。病気

や怪我など様々な要因でその人らしい作業が行えなくなったとき、作業に焦点をあててリハビリを行っていき

ます。その作業の中の取り組みの一つとして「離床活動」を行っています。
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。今回、離床活動

として毎年恒例の干支の貼り絵作品に取り組みました。貼り絵の効果

としては、手先の訓練、作業に集中することで気持ちが落ち着きリ

ラックス効果なども期待されます。また、作品全体の配置や構想を考

えることでイメージを膨らます力や、考えを整頓する力も養えると言

われています。
実際、貼り絵をされた患者様は入院生活の中で、コロナ対策を行い

ながら取り組むことで「楽しくできてよかった」などの声も頂いてお
ります。

作品はリハビリテーション科前廊下に掲示しておりますのでぜひ一
度、ご覧ください。



マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります！
医事課長 宮﨑 孝司

医療機関・薬局などで順次マイナンバーカードが、健康保険証利用可
能になることを踏まえ、まだカードをお持ちでない方に対して、カード
の申請に必要なマイナンバーカード交付申請書（QRコード付き）の送付
を令和２年12月～令和３年３月にかけて順次送付されています。みなさ
まのご自宅にも届きましたでしょうか。この機会に是非マイナンバー
カードの申請をしてみては如何でしょうか。
なお、このご案内は、お住いの市区町村長の委任を受けて地方公共団体
情報システム機構（略称J‐LIS）が発送しています。

※地方公共団体情報システム機構（略称J-LIS）とは、都道府県・市区
町村が共同して運営する組織です。
実際に医療機関や薬局での受付では
◎マイナンバーカードの場合

受付時に、患者さま自らがマイナンバーカードを窓口に設置された
カードリーダー（※）に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、

・顔認証（カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した
顔を比較）又は

・患者が４桁の暗証番号を入力
により、本人確認を行います（窓口職員の目視も可）。

クリスマスツリー飾り 総務課 川原 美沙

寒い日が続き筑豊地区でも霜が降りている朝が続いています。
街中でもクリスマスのイルミネーションが飾られはじめ、飯塚市立病院でも内科受付前と
総合案内カウンターにクリスマスツリーを飾りました。

院内のクリスマスツリーの一番上には大きなリボンが付いていますが、その意味をご存じ

ですか？
リボンには“永遠の絆で結ばれますように”という願いが込められています。
クリスマスツリーのオーナメントには色々な意味が込められていますので、ご家族と一緒
に調べながら飾ると楽しいかもしれませんね。

これからもっと寒い日が続きますので、体調には気を付けてお過ごし下さい。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発

行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるよ

うになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い
医療を受けることができるようになります。※医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

～ 七草粥の由来 ～ 栄養管理室長 管理栄養士 古林 美保

七草粥の由来は早春にいち早く芽吹くので邪気を払うと考えられ、１年間の「無病息災」を願って１月７日に
食べる習慣ができました。消化を助けたり、風邪予防の効果があったりと栄養的にも優れています。・・とは
いえこの７種類をそろえるのは大変です。最近はスーパーなどで”七草セット”が販売されていますが、ご自
宅の冷蔵庫などにある残り物野菜で”七草風”でもいいと思います。

えっ？もう７日はとっくに過ぎたって？今からでも遅くはありませんよ😊

＜お粥の起源＞
中国は儒教より食は薬と同じであると考える「薬食同源」と高齢者を敬う「養老食事療法」が起源と言われて
います。日本は少し遅れて永平寺の開祖・道元禅師の書いた「赴粥飯法」（ふしゅくはんぽう）にあるようで
す。お粥の歴史をたどると日本や中国の食文化の原点が見えてきます。七草粥は「年末年始に酷使した胃腸を
休める」先人の知恵から生まれました。新年よりまた忙しい毎日が始まり、食生活もおろそかになりがちです。
元祖「スローフード」を見直してみましょう。

なずな

なでて

汚れを

はらうはこべら

繁栄がは
びこる

せり

競り
勝つ

ほとけのざ

ほとけ
の安座

すずしろ

汚れな
く純白

すずな

神様を
呼ぶ鈴

ごぎょう

仏体



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)花野 貴幸 (新患)花野 貴幸 (新患)野田 尚吾 (新患)松山 美智子

16 花野 貴幸 呼吸器内科 循環器内科

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 循環器内科 血液内科 古賀 康秀
20 出口 智弘 野田 尚吾 出口 智弘 出口 智弘 石橋 大樹
21 園田 知丈 松山 美智子 野田 尚吾
22 循環器内科

消化器・救急科 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 13:00-16:00 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 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)

江﨑 仁一 江﨑 仁一 江﨑 仁一 江﨑 仁一

午前 8:20-11:30

派遣医師

派遣医師

※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。

2泌尿器科

1

午後

派遣医師派遣医師

山下 美恵

※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

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

飯塚市立病院外来担当表
2022年1月1日現在

受付時間

内　　科 午前

脳神経内科

8:20-11:30

小児科

午前

外　　科
午前

皮膚科 3

8:20-11:30

午前

13:30-15:30

午後 1

江﨑 仁一

8:20-11:30


