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飯塚市立病院広報誌

～

新しい年度が始まりました

～

病院管理者

第43号

武冨 章

4月に当院には新たな常勤の医療職員が入職しました。医師8名，薬剤師3名，
臨床検査技師1名，臨床工学技士1名，理学療法士2名，作業療法士1名，看護
師6名です。病院のルールに慣れ，存分に実力を発揮してもらいたいと願って
います。
5月1日には新天皇の即位の礼とともに元号が「平成」から「令和」に変わ
ります。飯塚市立病院では，新しい時代にも，職員が協力しあって良質な医療
を提供し，地域包括ケアの拠点の1つとして機能していくことを目標といたし
ます。救急患者を積極的に受け入れるのはもちろんのこと，近い将来，確実に
ニーズが増大するであろう訪問診療，訪問看護部門，地域連携機能の増強を図
ります。
元号が変わったからといって社会構造がすぐに変わるわけではありません。人口は今後も減少を続
けるでしょうし，医療職員，看護職員の不足や地域的偏在も当分の間続くでしょう。これを打開する
策をいろいろと考えている今日この頃です。
さて，本年のゴールデンウィークは10連休となるのですが，飯塚市立病院は4月30日と5月2日の
両日は，通常どおりの診療を行います。なお，診療科によっては通常の体制が組めない場合もありま
すので，詳しくは院内の掲示または当院のWebページをご覧になってください。

新入職のご紹介
■■診療部門■■
【内科】山本 和巳 医師
4月に入職しました山本です。内科に所属しています。私は栃木県の自治医科大学を卒業後、熊
本県での研修医を経て多くの職場を転々としました。大学病院、過疎地域の病院、離島などのへ
き地診療所、変わったところでは行政や公衆衛生分野で仕事をした時期もありました。一つを極
めるような専門性は持ちませんが、日常のよくある健康問題に対応することには慣れているつも
りです。患者さんや職員とお互いに協力し、皆が少しでも幸福になる病院になればと思っていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
【内科】上村 亮介 医師
四月から内科勤務となります、上村亮介と申します。飯塚は私が幼少期の頃、祖父が住んでい
た地域で「穂ジャス」があった時代から数ヶ月に一回程度帰省しておりました。ジャスコでお肉
を買って、祖父宅で焼肉を食べるのが恒例行事で、飯塚に行くことを毎度楽しみにしていたこと
を覚えています。この度、医師として働くようになって飯塚に戻り、勤務する機会を頂き、大変
嬉しく思っています。現場の皆様、患者様と共に楽しく勤務できればと思っております。若輩者
ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【内科】津田 桂 医師
はじめまして。自治医科大学出身の津田桂と申します。北九州市出身で、大学時代は栃木で過ご
しました。部活は小学校から剣道部です。飯塚市にはあまり訪れたことがありませんでしたが、美
味しいパン屋さんなどがあると聞き楽しみにしています。医療を通じて少しでもみなさんの力にな
れればと思っています。不慣れな部分も多いと思いますが、よろしくお願いします。

【外科】髙木 克明 医師
4月より飯塚市立病院に勤務させていただきます。臨床研修後に久留米大学に入局し、医師と
して13年目になります。丁寧な診療と安全な手術を目標に微力ながら地域医療に貢献していきた
いと存じますので、よろしくお願いいたします。

【整形外科】川﨑 英輝 医師
こんにちは。整形外科の川﨑と申し
ます。佐賀県出身であり、福岡大学卒
です。昨年度は、筑紫病院に勤務して
おりました。「今を大事に」を座右の
銘に日々、診療に当たっています。ま
だまだ若輩者ですが、精進して参りま
すので、よろしくお願いいたします。

【整形外科】横手 龍一郎 医師
福岡大学整形外科の横手龍一郎と
申します。四月より半年間と短い期
間ではございますが、当病院での診
療に携わらせて頂きます。飯塚市の
地域の医療に微力ながら貢献できた
らと思っております。どうぞ、よろ
しくお願い申し上げます。

【皮膚科】水野 亜美 医師
平成31年4月1日より皮膚科医として勤務させていただきます水野と申します。患者さまひと
りひとりの症状や気持ちに寄り添い、ご相談しながら最も適切な治療を行って参ります。微力な
がらも、地域医療への貢献と、患者さまが少しでも快適に過ごせるように努力して参りたいと思
います。日々精進していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

■■事務部門■■
【事務部長】高倉 進
４月1日付け事務部長を命ぜられました高倉と申します。さて、私の使命はたくさんある中で
先ずは病院の理念にある「・・市民の皆様に愛され、親しまれ、信頼される病院を目指す」病院
づくりであると考えます。地域の中核病院として担うべき役割を深く自覚し、常に誠実に自らの
専門知識や経験を生かし、責任ある提案を積極的に行ってまいりたいと思います。次に大事なこ
ととして、全ての職員が法令を順守し、社会規範を尊重するとともに市立病院の業務活動が高い
倫理性を持って行われるようコンプライアンスの推進を図るため、微力ではございますがリスク
管理に努めてまいりますのでよろしくお願いします。また、趣味はスポーツと言いたいところで
すが、学生時代に空手を少々その後３０年間運動もせずメタボでしたが、水泳を５年前から始め
健康づくりに努めています。毎年福岡である日本マスターズに挑戦し、自分の記録を超えること
を目標に頑張っています。

■■看護部門■■

■■医療技術部門■■

【4階看護師】久保 里香子
祖母が入院した時、看護師の方
がとても優しかったことが印象的
で、こちらの病院で働きたいと
思っておりました。一日でも早く
慣れて患者様から信頼されるよう
に努力していきます。よろしくお
願いします。
【4階看護師】辻田 愛美
看護師として病棟に来て初めて
のことが多くあり、緊張もとても
しています。でもプリセプターさ
んの「一緒にがんばろうね」とい
う言葉にとても救われました。少
しずつ環境にも、仕事にも慣れて、
思いやりのある看護師になるよう
にがんばります。
【5階看護師】行武 世利子
5階病棟に配属になりました行武
です。慣れない事ばかりでたくさ
んご迷惑おかけすると思いますが、
先輩方のご指導のもと、精一杯頑
張ります。よろしくお願いします。
【6階看護師】髙田 奈々
社会人1年目です。まだまだ分か
らないことだらけで皆さんにご迷
惑を掛けてしまうこともあるかも
しれませんが、1日でも早く一人前
になれる様に精一杯努力しますの
でよろしくお願いいたします。
【7階看護師】山口 寿代
7階に配属された山口です。病棟
勤務は初めてで不安でいっぱいで
すが、日々学習し、知識や技術を
身につけたいと思います。患者さ
んに信頼される看護師になれるよ
う頑張ります。
【7階看護師】淺田 美穂
7階に配属された淺田です。分か
らないことも多いですが、皆様に
信頼される看護師になれるよう、
笑顔を忘れず日々精進してまいり
ます。よろしくお願いします。

【薬剤師】溝上 加菜
4月から薬剤室に配属になりました
溝上と申します。初めての社会人
で緊張していますが、少しでも早
く患者様や職員の方々から必要と
される存在になれるように頑張り
ます。よろしくお願いします。
【薬剤師】斉東 亨香
４月より薬剤室で勤務しておりま
す、斉東です。宮崎県にある九州
保健福祉大学を卒業し、地元であ
る飯塚に帰ってきました。至らな
いところはたくさんありますが、
日々努力して頑張りますので、よ
ろしくお願いします。
【薬剤師】瓜生 啓人
4月より薬剤室で勤務しております
瓜生です。初めてのことばかりで
不慣れな点も多いですが、早く先
輩方に追いつきチーム医療に貢献
できる薬剤師になれるよう努力し
ていきます。よろしくお願いしま
す。
【臨床検査技師】城野 美咲
4月より検査室に勤務することに
なった城野です。初めてのことば
かりでご迷惑をかけることがある
と思いますが、よろしくお願いし
ます。
【理学療法士】久家 隼人
4月から飯塚市立病院に入職いた
しました、理学療法士の久家隼人
です。出身地は飯塚市で帝京大学
を卒業しました。これから当院の
理念である患者様本位の暖かい医
療の貢献ができるよう日々の努力
を忘れず、私の夢である患者様に
愛され、信頼される理学療法士に
なります。まだまだ未熟もので
色々ご迷惑をかけると思いますが、
1日でも早く先輩方に追いつけるよ
うに頑張りますので、よろしくお
願いします。

【理学療法士】矢野 良太
4月1日から飯塚市立病院に入職し
ました理学療法士の矢野良太です。今
年の3月に福岡リハビリテーション専
門学校を卒業しました。当院が初めて
の臨床現場ですので周りのスタッフの
方々に迷惑をかけることもあると思い
ますが、一生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いします。1日でも早く新し
い環境に馴染み、業務を学んでいき、
患者様を笑顔にできる理学療法士を目
指して努力していきます。
【作業療法士】福留 明日翔
4月から入職いたしました、作業療
法士の福留明日翔(ふくどめあすか)で
す。出身地は福智町で小倉リハビリ
テーション学院を卒業しました。私は
地元の地域医療に貢献したい気持ちが
強くあったため、当院に入職できたこ
とを嬉しく思います。これから色々と
ご迷惑をおかけすることがあると思い
ますが、1日でも早く仕事を覚え、患
者様を支援できるよう頑張りますので、
よろしくお願いいたします。
【臨床工学技士】後藤 悠子
はじめまして、4月より入職しまし
た臨床工学技士の後藤です。毎日小郡
から車で通っており、通勤距離が長く
なりましたが今は桜がたくさん咲いて
おり、信号待ちで止まるたびに満開の
桜に癒されています。これから景色が
どのように変わっていくのかとても楽
しみにしています。今は毎日覚えるこ
とがたくさんありますが、1日でも早
く仕事を覚えて病院のため患者様のた
めに安全で最良の医療が提供できるよ
うに自分のできることや役割を考え、
貢献していきたいと思います。そして、
周りのみなさんに信頼してもらえるよ
うに努力していきます。どうぞよろし
くお願い致します。

飯塚市立病院外来担当表
診療科

受付時間

2019年5月1日現在
診察室
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
15
（新患）松尾 （新患）津田 （新患）上村 （新患）園田 （新患）花野
16

内

科

神経内科
小児科

午前 8:20-11:30

午前 8:20-11:30

外

午前 8:20-11:00
整形外科

18

園田

循環器
内科医師

19

古賀

松尾

20
21

出口
鍵山
高嶋

西嶌
鍵山
高嶋

膠原病
内科医師
血液
内科医師
山本
園田

6

脳神経外科 午後 14:00-15:30
皮膚科

午前 8:20-11:30

泌尿器科

午前 8:20-11:30
午後 13:30-15:30
午前 8:20-11:30

耳鼻咽喉科 午前 8:20-10:30
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 8:20-11:30

（初診/予約制） （再診/予約制）

循環器
内科医師

出口

花野

山本

松尾

古賀

出口
鍵山
高嶋

西嶌
津田

交
代
で
1
名

（再診/予約制）

高嶋
（初診/予約制）

穐吉
穐吉
髙木
三笠

穐吉
穐吉
吉田純
髙木

10
1

亀川

濱田
舌間

2

蛭﨑

川﨑

穐吉
穐吉
岡部
吉田純
三好

9
川﨑
派遣医師
(第1,3,5週 手の外科外来)

(第2週 肩関節外来)

4
5
午後 13:00-14:30

科

武冨

2
2
8
9
10

呼吸器外科 午前 8:20-11:30

眼

武冨

6

午後 13:00-15:30

上村

膠原病
内科医師

午前 8:20-11:30
午後 14:30-16:00

科

呼吸器
内科医師

17

午後 13:00-15:30

午前 8:20-11:30

花野

横手
吉田拓

横手
吉田拓

蛭崎
宮﨑弘

兒玉
良永
三好
良永
(肛門外来)

穐吉
穐吉
良永
三笠

舌間

舌間

派遣医師
(第3週)

亀川

亀川
横手

1

川﨑
蛭崎
派遣医師
（第1,3,5週 脊
椎・脊髄外来）

13
3
4
2
2

派遣医師
江﨑
水野

江﨑
水野

派遣医師

派遣医師

1
2
1
1

山下
佐藤

山下
佐藤

江﨑
水野

江﨑
水野

(第1,2,3,5週)

山下
派遣医師

末

山下
(第1,3,5週)

山下

佐藤
（新患）派遣医師 （新患）派遣医師

（新患）派遣医師

末

江﨑
水野
派遣医師
多田 勝

末

末

※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。）
※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：月～金曜日/13:00～19:00、土・日・祝日/11:00～19:00
■職員募集
【作業療法士】雇用形態：正職員
応募資格：作業療法士免許（予定者を含む）
※詳細は、0948-22-2980(内線2422)総務課宮崎までご連絡ください。
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