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～　熱中症で救急車を呼ぶべきとき　～　病院管理者　武冨 章

暑い日々が続きますね。
気温や湿度が高い環境のなかで，立ちくらみ，筋肉のこむら返り，体に力が入らない，呼びかけへ
の反応がおかしい，けいれんがある，まっすぐに歩けない，体が熱いなどの症状がみられたときに
は，熱中症が疑われます。

熱中症が疑われる場合，応急処置として，①涼しい環境に移す，
②脱衣と冷却により体温を下げる，③経口補水液やスポーツ飲料
などにより水分と塩分を補給する，ことが行われます。
ただし，水分を自力で摂れない場合は医療機関を受診しましょう。
また，①②③の応急処置を行っても症状が改善しない場合も医療
機関を受診しましょう。

熱中症の症状のうち最も危険なのは意識障害です。呼びかけに応
答しない場合や呼びかけに対する返事がおかしい場合は，すぐに
救急車を呼びましょう。



救急部写真

飯塚の救急に貢献する

令和4年4月に救急部が新設されました。

8月より救急科を標榜科として設立し、全診療部門の強い協力体制の

下に、近隣の医療機関や地域住民の皆さまに信頼される救急医療を提

供して参ります。

救急部では、救急搬送患者に対する初期診療のみならず、入院患者

さんに対する治療も行っています。人工呼吸器管理や、急性期の腎代

替療法（透析治療）といった集中治療も可能となり、既に治療実績を

集積しているところです。1次・2次救急医療はもちろんですが、重篤

な救急患者さんに専門性の高い医療を迅速に提供することを目指して

います。

地域の皆さまの声を積極的に取り入れ、筑豊地域の救急医療の充実に

貢献できるよう努めて参ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

救急部は「断らない救急」を目指しています！

救急部医師紹介

中村 篤雄
▮出身大学▮

久留米大学

▮専門領域▮

病院前救急医療

救急医療

集中治療

▮資格▮

日本外科学会 外科専門医

日本救急医学会救急科専門医

日本救急医学会救急科指導医

日本集中治療医学会集中治療専門医

日本DMAT 総括DMAT

福岡県災害医療コーディネーター

日本航空医療学会ヘリ認定指導者

日本急性血液浄化学会 急性血

液浄化認定指導者

日本医学シュミレーション学会

CVCインストラクター

救急

Nakamura  Atsuo

救急部部長

令和4年6月2日、東京海上日動火災保険株式会社さ
まより、昨年度に引き続き医療用ガウンを恵贈いた
だきました。

支援を頂き、職員一同励みになっております。

頂いた医療用ガウンはコロナ感染症対応時等の感染
防護として活用いたします。

医療用ガウンを恵贈いただきました



令和4年度は、５月10日・12日の２日間で、
約2年ぶりに看護習慣「看護の日」のイベントを
開催しました。

イベント内容は、コロナ禍で密を避けるために、
「看護の日」と「手指衛生」のDVD視聴と、コ
ロナ感染した場合の自宅療養中の８つのポイント
についてポスター掲示をおこないました。合計
41名の方が参加され、感染対策の疑問点や自身
がコロナ感染した体験談等たくさんのお話を聴か
せていただくことができました。これからもこの
ようなイベントを通して、皆さまのお役に立てれ
ばと思っています。

R4年度 看護習慣「看護の日」イベントについて
6階病棟 看護師長 宮田 美乃

5月5日のWHO「世界手指衛生の日」にちなんで、正しい手洗いや手指消毒の方法を知ってい
ただくために、手指衛生キャンペーンを実施しました。
「日頃の手洗いがきちんとできているか心配だった。」「正しい手洗いの方法を知ることができ
て良かった。」など多くの感想をいただきました。

微生物やウイルスは、人の手や指を介して拡がります。手指衛生が感染対策の基本であること
は言うまでもありません。これからも正しい手指衛生を習慣化させ、感染症から身を守りましょ
う。また、職員一同、効果的な手指衛生を実施していきたいと思います。

「手指衛生キャンペーン」を実施しました！
感染管理認定看護師 伏貫 智恵



２０２２／６／1　現在

月 火 水 木 金
古賀 康秀（部長） 武冨 章（管理者） 武冨 章（管理者） 古賀 康秀（部長）

出口 智弘（部長） 出口 智弘（部長） 出口 智弘（部長） 出口 智弘（部長）

花野 貴幸 花野 貴幸 花野 貴幸 花野 貴幸

中嶋　駿介 中嶋　駿介 西村　亮太 西村　亮太 中嶋　駿介

肝　臓　・　消　化　器　疾　患 大堂 雅晴（副院長）

消　　化　　　器　　　疾　　　患 園田 知丈 園田 知丈 園田 知丈

甲斐　達也
（九大派遣医師）※予約制

龍溪　智史
（九大派遣医師）※予約制

うわまち病院派遣医師
 ＰＭ　※予約制

うわまち病院派遣医師
うわまち病院派遣医師

 ＡＭ　※予約制
尾池　雄一

（熊大派遣医師）
本田　勝也

（九大派遣医師）

増田　征剛
（九大派遣医師）

第１・２週　今永　博
（九大派遣医師）

第３・４・５週　石原　大輔
（九大派遣医師）

高嶋　伸幹（部長）
初診　※予約制

高嶋　伸幹（部長）　　再診 高嶋　伸幹（部長）　　再診

沖　眞一郎 穐吉　秀隆（部長） 穐吉　秀隆（部長） 沖　眞一郎 穐吉　秀隆（部長）

肝・胆・膵外科、消化器外科 吉田　純（部長） 吉田　純（部長）

血　　　管　　　　外　　　　科 三笠　圭太 三笠　圭太

消化器　・乳腺外科　・肛門 肛門外来　良永　康雄 午前：外科　良永　康雄
午後：乳腺外科（予約制）

良永　康雄

肝　　・　　胆　　・　膵外科 髙木　克明 髙木　克明

名嘉眞　陽平 名嘉眞　陽平

岡部　正之（名誉院長） 児玉　孝仁

濵田　利徳

亀川　史武（部長） 田原　健太郎
（福大派遣医師）

小田　大嘉
（福大派遣医師）

亀川　史武（部長） 亀川　史武（部長）

副島　竜平 榊　純平 榊　純平 副島　竜平

戸倉　晋 戸倉　晋 戸倉　晋

西野　剛史 西野　剛史 西野　剛史

吉田　拓也 吉田　拓也 熊谷　千尋 熊谷　千尋

手の外科外来
８：２０～１１：００

第１・３週　西尾　謙吾

肩関節外来
８：２０～１１：００

第２・４週　藤澤　基之

脊椎・脊髄外来
１３：００～１４：３０

第２・４週
総合せき損センター派遣医師

第１・３週
総合せき損センター派遣医師

産業医科大学派遣医師

江﨑　仁一（部長） 江﨑　仁一（部長） 江﨑　仁一（部長） 江﨑　仁一（部長） 江﨑　仁一（部長）

加藤　美和 加藤　美和 加藤　美和 加藤　美和 加藤　美和

８：２０～１１：３０
（九大派遣医師）

１４：００～１５：３０
（九大派遣医師）

１３：３０～１５：３０
（九大派遣医師）

第１・３・５週
（１３：３０～１５：３０）

多田　勝

山下　美恵（部長） 山下　美恵（部長） 山下　美恵（部長） 第１・３・５週　山下　美恵（部長） 山下　美恵（部長）

佐藤　渉 佐藤　渉 佐藤　渉

産業医科大学派遣医師 産業医科大学派遣医師 産業医科大学派遣医師

産業医科大学派遣医師 産業医科大学派遣医師 産業医科大学派遣医師

武冨　章（管理者）

大隈　秀信 大隈　秀信 大隈　秀信 大隈　秀信

大堂 雅晴（副院長） 大堂 雅晴（副院長） 大堂 雅晴（副院長） 大堂 雅晴（副院長） 大堂 雅晴（副院長）

中村　篤雄（部長） 中村　篤雄（部長） 中村　篤雄（部長） 中村　篤雄（部長） 中村　篤雄（部長）

副島　靖寛 伊勢　将大

　FAX　０９４８－２４－３８１２(代表)　FAX　０９４８－２3－9335(地域医療連携室直通)

【　リ　ハ　ビ　リ　科　】※予約制

【　救　急　科　】　　8：2０～１7：00

※①受付時間　８：２０～１１：３０、ただし受付時間が違う診療科は、診療科の下段に記載しています。

　 ②都合により予定が変更する場合がございます。ご不明な点は各科診療窓口または地域医療連携室へお気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚市立病院　　　　福岡県飯塚市弁分６３３－１

TEL 　 ０９４８－２２－２９８０(代表)　TEL  ０９４８－２２－9816(地域医療連携室直通)

【　脳神経外科　】１４：００～１５：３０

【　　　皮　　　　　膚　　　　　　科　】
　　※新患　８：２０～１０：３０
　　※再来　８：２０～１１：００

【　　泌　　尿　　器　　科　　】

【　　　眼　　　　科　　　】

【　耳　　鼻　　咽　　喉　　科　】
８：２０～１１：００

１３：３０～１５：３０
予約なしの場合は１５：００まで

【脳神経内科】　※予約制

【　小　　　児　　科】

【
　
外
　
　
科
　

】
消　　化　　器　　外　　科

【　呼　吸　器　外　科　】

【
　
整
　
形
　
外
　
科
　

】

整形外科一般
８：２０～１１：００

飯塚市立病院　外来担当表

診　　　　療　　　　科

【
　
　
　
　
内
　
　
　
　
科
　
　
　
　

】

内　　　科　　　一　　　般

膠　原　病　疾　患　※予約制

循　　環　　器　　疾　　患

血　　　液　　　疾　　　患


