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～　飯塚市立病院は「多機能型地域病院」をめざします　～　病院管理者　武冨 章

飯塚市立病院は病床数250（急性期一般150・地域包括ケア50・回復期リハビリテーション
50）の公立病院です。公益社団法人地域医療振興協会が飯塚市からの管理委託を受け、病院の運
営・管理を行っています。

2008年の開設以来、地域の皆さまに急性期から回復期までシームレスな医療を提供することをめ
ざして病床整備を進めてまいりました。また、2021年には新型コロナウイルス重点医療機関に指定
されたため、病棟の一部を感染症専用の病床に変更して中等症以上の患者さんの入院治療を担当する
とともに、救急車搬入経路に隣接して発熱外来を設置し、感染症が疑われる患者さんを搬入の初期段
階から隔離して、他の患者さんや職員の感染防止に努めています。

さて、2022年4月から急性期機能の充実を目的として救急部を設置しました。専従の救急専門医、
看護師、救急救命士を配置して救急患者の診療にあたっています。高流量酸素療法の導入や血液透析
装置の導入など、病院としての診療能力は拡大・充実を続けています。

当院は今後も「多機能型地域病院」として、

① 在宅患者の病状増悪時、地域の先生方からの入院要請に即応する（バックベッド機能）、
② 自院で治療可能な救急患者を断らない（二次救急医療機関としての責任）、
③ 急性期の症状が改善したら地域の先生方に診療をお願いする（逆紹介の推進）、
という3点を愚直に実行してまいります。

ご協力、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。



心不全療養指導士とは？

心不全は、一般的には『心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪

くなり、生命を縮める病気』と定義されています。心不全の増悪による再入院は医療

負荷増大の原因となることに加え、あらゆる治療薬を使用しても効果がない心不全に

移行すると、労作時呼吸困難感や胸痛、足が浮腫むといった苦痛を伴う自覚症状や、

病状の進行に対する不安を抱えた生活を強いられることになります。このような特徴

を持つ心不全は加齢性疾患であり、超高齢化社会になりつつある日本ではさらに心不

全患者が増加することが予測されます。

様々な問題を抱える心不全患者さんを多職種からなるチームで支援し、それぞれの

専門性を活かしつつ協働する『心不全療養指導士』が2021年に誕生し、当院では5名

のスタッフが資格取得しました。

この筑豊地区も超高齢化社会の問題に直面しています。心不全の悪化を予防し、健

康寿命を維持できるように、外来または再入院した場合のその後の退院支援まで個々

の意思決定支援に沿った援助を目指していけるように、心不全療養指導士としての活

動もしていきたいと考えております。

私たちが

心不全療養指導士です！

それぞれ本来の業務を行いながら、心不全療

養指導士として活動しています

それぞれ本来の業務を行いながら、心不

全療養指導士として活動しています



どんな検査なの？

マンモグラフィ装置が動きながら多方向の

撮影をおこないます。通常のマンモグラ

フィ撮影と同時に撮影できますので、何度

も乳房を挟むことはありません。

どんなメリットがあるの？

多方向から撮影されたデータを三次元的

な再構成をおこない、1mm間隔の断層画

像がつくられます。

通常のマンモグラフィ画像では乳腺がか
さなっていた部分をしっかりと観察でき
るようになります。

ひばくは増えるの？

マンモグラフィ画

像

トモシンセシス画

像

ひばくを抑えるためタングステンを使用した
装置です。従来のマンモグラフィ撮影もひば
くは約30%少なくなります。トモシンセシス
を追加してもマンモグラフィ基準の3mGy以内
です。

トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)を受けてみませんか？



２０２２／１１／１　現在

診療科 受付時間 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〕 大堂 雅晴（副院長）

〔消化器〕 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）

【脳　神　経　内　科】
　※予約制

高嶋　伸幹初診（予約制） 高嶋　伸幹（部長） 再診 高嶋　伸幹（部長） 再診

　８：２０～１１：３０ 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）

13:00～16：00 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

【呼吸器外科】 8:20～11:30 濵田　利徳

亀川　史武（部長） 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 小林・杉野
（福大派遣医師）

榊　純平

手の外科外来 第１・３週　西尾　謙吾

肩関節外来 第２・４週　藤澤　基之

脊椎・脊髄外来
第２・４週

（１３：００～１４：３０）
総合せき損センター

派遣医師

第１・３週
（１３：００～１４：３０）
総合せき損センター

派遣医師

【　脳神経外科　】 　１４：００～１５：３０ 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・2・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） 山下　美恵（部長） 山下　美恵（部長）

　８：２０～１１：００ 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

　１３：３０～１５：００ 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
（久留米大派遣医師）

伊勢　将大
（久留米大派遣医師）

【　救　急　部　】

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　　地域医療連携室
　　　　　　　　福岡県飯塚市弁分６３３－１

TEL  ０９４８－２２－２９８０（直通）　 ０９４８－２２－９８１６（地域医療連携室直通）
FAX　０９４８－２４－３８１２（直通）　 ０９４８－２３－９３３５（地域医療連携室直通）

【　泌　尿　器　科　】

【　眼　　科　】 ８：２０～１１：３０

【耳　鼻　咽　喉　科　】

【　リ　ハ　ビ　リ　科　】
　※予約制

【　小　児　科　】

【　外　　科　】

　　８：２０～１１：３０
（乳腺外科除く）

消化器外科

【　整　形　外　科　】

　　８：２０～１１：００
（脊椎・脊髄外来除く）

整形外科一般

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

飯塚市立病院　外来担当表

【内　　科】

 ８：２０～１１：３０
（膠原病内科除く）〔膠原病〕

〔循環器〕

〔血　液〕


