
 

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 

 
186.6人/日 

 
44件/月 

外科 整形外科 CT MRI MMG ERCP 

5件 16件 277件 90件 71件 2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 

67件 207件 701件 185件 40件 8件 0件 

  井上病院の実績 （ 7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 
 

・居宅介護支援事業所職員紹介・・・・ 
・病院機能評価の更新認定・・・・・・・・ 
・発熱外来について  ・・・・・・・・・・・・・ 
・私たちのパートナー 
      くろき整形外科 紹介   ・・・・ 
・治験について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ちょっと一息 わが家の家族紹介・・ 
・井上病院実績報告  ・・・・・・・・・・・・・ 
・診療担当表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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平均在院日数 在宅復帰率 

一般病棟 16.4日 85.1% 

地域包括ｹｱ病棟 24.3日 79.2% 

緩和ケア病棟 22.4日 76.9% 
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2 
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くろき整形外科 ● Our  Partner ● 
   私たちのパートナー 

☎：092-322-1023 
糸島市高田4丁目9-1 

        わが家の家族紹介 
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検索  

 平成29年4月に糸島市高田で開業させていただきました。整形
外科専門医として膝・肩・腰等の痛みでお悩みの患者様に最適な
治療を提供します。切創・挫創等の外傷の治療も行います。 
また、巻き爪等の治療も行っています。さらに、国民体育大会（国
体）帯同スポーツドクターの経験を活かし、スポーツ傷害に悩むア
スリートに最適な治療を提供していきます。 

病院機能評価の認定が更新されました 
 

   

 誠心会井上病院は（財）日本医療機能評価機構が実施している病
院機能評価事業において、4期目に向けて（一般病院1 3rdG:Ver.2.0）
を受審し、令和3年7月30日付で認定されました。 
  

 書面審査およびサーベイヤーによる訪問審査（5月19日・20日）が行

われ、日頃の取り組みを評価していただき、病院機能において一定以
上の水準が維持できていることが確認できました。 
  

 これからもより一層の充実を図り、地域医療に貢献すべく努めてい
きたいと思います。 

 当院では各種疼痛に対する干渉波治療器、超音波治療器、低周波治
療器、マイクロ波治療器、牽引機器等に加えウォーターベッドも完備し
ております。また、理学療法士による運動療法も行っております。疾患
の程度や状況にあわせて、各種リハビリを行うことが可能となっており
ます。 

（本文は院長・黒木俊政先生よりご寄稿いただきました） 

 2021年4月より井上病院ケアプランセンターで勤めております山口大輔です。 

以前は通所リハビリテーションいきいきで介護福祉士として勤めておりました。
資格取得をきっかけに今年度よりケアマネージャーとして心機一転頑張って
おります。 
 利用者様・家族様へQOL向上を目指し、より良いプランの作成と提案を行い

ます。また、ご支援を行うにあたり近隣関連機関の皆様との連携を大事にし
たいと思っております。 

 未熟者ではありますが、精一杯利用者様の在宅生活を支えたいと思いま
すので、どうぞ皆様からの力をお貸しいただくと共に、ご意見ご指導のほどよ
ろしくお願い致します！ 

ケアマネージャー 
  山口 大輔 

【対象となる方】 
● 肺炎球菌ワクチン接種歴のない60歳以上の方（同意取得時点） 
● 過去に他のワクチン接種した際に重大な副作用の既往がない方 
● 重篤な慢性疾患のない方          ● 侵襲性肺炎球菌疾患の既往歴がない方 
● 電子日誌をご自身または介助者で入力頂ける方など    【お問合せ先】 
※この他にも参加の基準があります。                 肺炎球菌治験担当窓口：080-3027-6485 

尿路感染症ワクチン 

肺炎球菌ワクチン 

【対象となる方】 
● 過去2年間に尿路感染症にかかったことがある60歳以上の方 
● 入院が必要となる重篤な疾患が無い方 
● 電子日誌をご自身または介助者で入力頂ける方など     【お問合せ先】 
  ※この他にも参加の基準があります。             尿路感染症治験担当窓口：080-7220-9136 

ご参加に興味のある方がおられましたら各治験担当窓口へご連絡ください 

発熱外来について        
 完全予約制です。事前のご連絡をお願い致します。 

【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検査のご希望の際は、 

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 

詳しくはホームページをご確認下さい。

井上病院ケアプランセンター 
お問い合わせ先        
   TEL：（092）322-3401 
   FAX：（092）322-3107 
受付時間 

   8：30～17：30（月～金） 

     白犬 かみ。体重18キロ。 
  男の子。コピー用紙みたいに白い  
 から、紙（かみ）と名付けられました。 
 性格は大人しく、全く吠えません。 
 「待て」「伏せ」「お座り」が飼い主の 
  手の動きを見てできます。 
 

   ベージュ色のモミです。 
12才の女の子。宮崎生まれです。

畜産農家生まれ。体に籾殻がつ
いてたので、モミと名付けられまし
た。誰にでも甘えます。人が好き 
   すぎて性格が良いです。 
 

病棟看護師 Ｋさん投稿 


