
 

井上病院 検索  

  

外来診療担当表  手術等のため変更となる場合があります。詳細につきましてはお電話などでご連絡ください。 

  曜日/時間帯 月 火 水 木 金 土 

診療
科目 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

外
科 

消化器 
肛門 

外科全般 
院長 永吉 永吉 

永吉絹 
(非常勤) 

外科 外科 院長 
大内田 
(九大) 

永吉 
院長 
井上浩 

永吉 
井上浩※4 

救急・処置室 中塚   中塚   中塚   中塚   中塚     

乳腺           院長★   院長★     
院長★ 
九大 

内
科 

内科全般 
久原 
國弘 
（10時～） 

國弘 
（～17時） 

増谷 
高田 
(非常勤) 
（10：30～） 

國弘 
（～17時） 

高田 
（非常勤） 
（10：30～） 

高田※1 
(非常勤) 

前田 
高田 
(非常勤) 
（10：30～） 

久原 國弘   國弘 

血液腫瘍内科 
内科全般 

        
佐々木 
(福大) 

佐々木※3 

(福大) 
          

糖尿病 前田★ 前田★ 前田★ 
前田★ 
(～15時) 

      前田★       

循環器 
吉峯★ 
(福大) 

吉峯★ 
(福大) 

中村 
(副院長) 

(吉峯)※2 
中村 
(副院長) 

  
中村 
(副院長) 

  
志賀★ 
(福大) 

志賀★ 
(福大) 

  

呼吸器         
藤田★ 
(福大) 

            

消化器内視鏡検査 増谷★ 久原★ 國弘★ 
増谷★ 
國弘★ 

久原★ 久原★ 
永吉★ 
増谷★ 

増谷★ 久原★ 久原★ 久原★ 

整形外科 
リハビリテーション科 

深水 坂本★   坂本★ 深水 深水 新井   
坂本 
小牧 

整形 
(非常勤) 

★の時間帯は、予約制になっています。事前にお問い合わせください。予約受付時間：平日14時～16時 

手術等で変更となる場合がありますので詳細につきましては受付窓口へお尋ね下さい。 

※1 水曜日午後の高田医師の診療は訪問診療終了後からとなります。 

※2 火曜日午後の吉峯医師の診療は月曜日が休日の場合の予備日となります。 

※3 水曜日午後の佐々木医師の診療は月に1回休診になります。 

※4 土曜日の外科診療は第1・第3週が永吉医師、第2・4週が井上浩医師の担当になります。 

※ 個人検診は火・水・木曜日の14時～16時までの受付となります。 

※ 受付時間は16時までとなります。急患に関しましては、この限りではございません。  ※ご不明な点等ございましたら、当院外来にお問い合わせください。 

外来患者数（平均） 救急搬入件数 手術件数 レントゲン 

 
158.5人/日 

 
28件/月 

外科 整形外科 CT MRI MMG ERCP 

2件 16件 217件 75件 34件 0件 

訪問診療 訪問看護 訪問リハビリ 

内視鏡検査 

上部 下部 EMR ESD 

81件 191件 596件 150件 28件 13件 0件 

  井上病院の実績 （5月分） 

病院理念  

みなさまの一日も早い社会復帰を願い、地域住民から安心され、 
信頼され、共感を得られる組織作りを目指します。 

 
診療指針（私たちの役割） 
『予防・早期発見・急性期～在宅復帰までの一貫した 
                     ケア・ターミナルケアの実現』 
 

●当院は、かかりつけ医機能を持った身近な急性期病院としての 
  役割を担い、救急医療、高次医療機関との連携、在宅支援  に 
  向けての地域連携などに努め、治し支える医療を実践します。 
●当院はがん拠点病院と連携を図り、がんの診断、治療から 
  緩和医療、在宅支援まで質の高いがん診療を提供することに 
  努めます。 
●当院は疾病予防、早期発見に向けての健診機関としての役割 
  を果たすことに努めます。 

目 次 
 

・院内デイケアの取り組み・・・・・・・・・２ 
・訪問リハビリテーションの紹介 ・・・・２ 
・治験について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
・私たちのパートナー 
      さくらのクリニック 紹介  ・・・３ 
・発熱外来について  ・・・・・・・・・・・・ ３ 
・ちょっと一息 わが家の家族紹介・・３ 
・井上病院実績報告  ・・・・・・・・・・・・・４ 
・診療担当表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
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平均在院日数 在宅復帰率 

一般病棟 20.8日 75.7% 

地域包括ｹｱ病棟 19.9日 81.3% 

緩和ケア病棟 23.0日 47.1% 



 皆様、はじめまして、2021年1月よりさくらのクリニックに着任いたしま

した佐々木隆光と申します。長年、地域に密着した医療と訪問医療を
行われてきたさくらのクリニックを継承させていただく事になり、責任の
重さを感じています。 
 大学病院では胆膵疾患の外科治療、内視鏡診断（ERCP）、化学療法

を担当させていただきました。また地域の病院で、地域医療や膵癌な
どの難治がんの診断・緩和ケアの経験する中で、訪問診療の必要性を
感じていました。 

                その中で、この度地域医療
や訪問診療に注力されているさくらのクリニックとご縁
をいただきました。  

 今後、微力ではありますが、地域医療に貢献したい
と思います。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 

(本文は院長・佐々木隆光先生よりご寄稿いただきました) 

 開始当初の目的として、生活リハビリの観点から「食事
はベッド外で摂取」をコンセプトに、2019年より集団で昼食

を摂取することから開始しました。順調に進めていた矢先、
新型コロナウィルスの蔓延から一時中断となった経緯があ
ります。  

その後、入院患者の高齢化や、認知症・不穏患者におけ
る夜間徘徊が多発したことも重なり、病棟内の安全確保の
観点からできる限り「昼夜逆転」を防止する為の取り組み 
として再開しています。  
現在では、作業療法士及び病棟看護師が中心となり、 
日中のリハビリテーションに加え、集団体操・個別運動 
プログラム・机上作業を中心に行なっています。  
限られたマンパワーの中ではありますが、 
今後も感染対策を行いながら高齢者の 
寝たきりを予防し、生活リズムを整える為 
に継続していきます。 

さくらのクリニック ● Our  Partner ● 
   私たちのパートナー 

☎：092-327-2880 
糸島市志摩櫻井2435-17 

井上チョコ（トイ・プードル ♀１３歳）です。 
★私の１日★ 
朝：目覚まし時間より少し前に家族を起こす（がりがり頭をひっかく）目覚まし時計には負けとられん!! 
昼：皆が仕事に行ったら、ひたすら寝る（老犬なので許してね） 
～ここからが私の頑張り時～ 
夕食後：散歩（ウォーミングUPかな？） 
夜：風呂に入っていない家族にしつこく吠える（催促です） 
 布団に行かない家族にしつこく吠える（催促です） 
 皆が清潔で就寝したら自分も寝る 
※1日の生活リズムを大切に、家族のために日々頑張っています。 

        わが家の家族紹介 

院長  佐々木 隆光 先生 

   ささき  たかみつ 
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発熱外来について 
完全予約制のため、ご紹介頂く際は地域連携室へ事前にご連絡をお願い致します。  
担当医へ確認し、折り返し連絡をさせて頂きます。 

受診対応可能であれば、外来の看護師にて簡単な問診と案内がございますので、患者様（またはご家族様）
より代表電話へ直接ご連絡をお願い致します。 
当院では患者様が安心して来院いただけるよう、ゾーニングを行うなどの感染対策を徹底しております。 
皆様のご理解とご協力をお願い致します。 
        
 【発熱外来受付時間】 
   月曜日～金曜日（午前）10：00～11：30  （午後）13：00～16：00 
   水曜日              （午前）10：00～11：30   
   土曜日              （午前） 9：00～11：30 

 【 お問い合わせ先】  092-322-3553（地域連携室） 092-322-3437（代表） 

PCR検査のご希望であれば保
健所へのご相談が可能です。 

直接保健所へご連絡をお願い
致します。 
糸島保健福祉事務所 
          092-322-5579 

チョコのおかげで
癒されています❤ 

まだまだ元気でい
てね。  井上 健   

 
 

 いつも連携や紹介にご理解、ご協力いただきありがとうございます。このたび訪問リハビリテーションの主任と
なりました理学療法士の小池と申します。整形外科、脳血管疾患の急性期病棟や通所介護で経験を積んだ後、
4年ほど前に井上病院に入職いたしました。訪問リハビリテーションを通じて、住み慣れた家庭・地域で少しでも
長くその人らしい生活ができるようにお手伝いが出来ればと考えております。 
 ●訪問リハビリテーションは生活の場でリハビリを行うため 
 
 
 
 
 
  
など、利用者様・ご家族様の不安や希望にあわせた訓練を行うことが可能です。 
●また4月の介護報酬改訂で退院・退所後3ヶ月以内はより集中的に訪問リハビリを行うことも可能になりました。 
  
 
 
 
 
といった不安や悩みにも対応でき、在宅・地域での活動や参加、通所サー 
ビスへの橋渡し的な役割も担っていけるのではないかと考えております。 
地域の方が安心して生活できるよう今後とも努めてまいります。 
どうぞよろしくお願いいたします。             【お問い合わせ】TEL ：092-322-3478（訪問リハビリ直通） 
                                           e-mail：houmon＠sih.or.jp 

訪問リハビリテーションの紹介 

最近家の中で躓くことが増えてきた。 
家でもお風呂に入りたい。 
畑に出たいけど足元が不安で・・・。外に出る機会が減ってしまった。 
最近介護負担が増えてきた。どうやって介助したらいいか分からない。 
方法を教えてほしい。 

退院はしてきたけど、家の中での動きにはまだ不安がある。 
通所介護、通所リハに行きたいけど、まだ歩きや体力に自信がない。 
手すりを付けたいけど、どこにつけたらいいかわからない。 
家でも専門的なリハビリを継続したい。 

詳しくはホームページをご確認下さい。 井上病院 検索  

 現在治験をおこなっています 

理学療法士 小池 陽輔 

訪問看護ステーションスタッフ 


