
 

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 
(九大) 

外科 外科 院長 
大内田 
(九大) 

永吉 
院長 
井上浩 

永吉 
井上浩 

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 
(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※2 

(福大) 
          

糖尿病 前田★ 前田★ 前田★ 
前田★ 
(～15時) 

    前田★ 前田★       

循環器 
吉峯★ 
(福大) 

吉峯★ 
(福大) 

中村 
(副院長) 

(吉峯)※1 
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★ 小牧 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・学会出張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 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。 

※2 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。 

※3 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 

 
165.0人/日 

 
33件/月 

外科 整形外科 CT MRI MMG ERCP 

3件 20件 205件 76件 33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 

64件 235件 730件 135件 34件 14件 0件 

  井上病院の実績 （ 4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。 
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平均在院日数 在宅復帰率 

一般病棟 17.8日 82.6% 

地域包括ｹｱ病床 18.8日 76.7% 

緩和ケア病棟 24.0日 55.0% 
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3 
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※3 
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        わが家の家族紹介 

ぐーちゃん（デグー ♂） 
 
『デグー』という南米チリ出身のネズミの仲間です。 
6年前の次男の誕生日に我が家にやってきました。飼おうと思った
きっかけは、小動物の中では寿命が6～8年と長く、また賢くコミュニ

ケーション能力が高い、昼行性である、など。人なつっこくて、色々な
鳴き声で自己主張したり甘えたりと、とても可愛い家族の一員です。 
                                 （訪問看護 N） 

好きで、このまま助産師として働いていくのだろうと思っていましたが、人生はわか
らないもので、お産とは縁のない世界で20年以上過ごしてきました。国立病院機構

の最後九州がんセンターでは、人生の最後をどのように過ごしていけばいいのかを
考える日々でした。患者さんご自身で人生の自己決定をして頂きたいと思い、がん
センターでのACP（アドバンス・ケア・プランニング）の導入や、その他にも緩和ケア

センター、訪問看護ステーションの立ち上げなど、様々な経験をさせていただきまし
た。訪問看護では、こんなに患者さんやご家族の人生に踏み込んでもいいのだろう
かと思うくらい、在宅というフィールドで看護の醍醐味を経験いたしました。そしてこ
れからは、この糸島の井上病院という地域に根差した病院で、地域包括ケアという
ものを考えていきたいと思っています。 

 井上病院の第一印象は、スタッフが患者さんにとても優しいという事でした。地域
の病院なので、多少ゆったりしているのかなと思いきや、救急車のサイレンがいつ
も鳴り響き、人工呼吸器のついた患者さんや手術の患者さんも受け入れる急性期
の病院でした。しかし、スタッフは真摯に患者さんと向き合っており、着任早々私の
方が勉強させていただいております。また、急性期の病棟とは別に16床の緩和ケア

病棟もあり、ここは雰囲気もがらりと変わり、静かな環境で終末期の患者さんと向き
合えていると感じでいます。 
 私の趣味は芝居をすることです。今も年に1本のペースで芝居をしています。気の
合う仲間と裏も表も関係なく、一つの物を創り上げることを楽しんでいます。 

 この井上病院でも、スタッフと共に、患者さんに寄り添った医療を提供できるよう、
力を合わせて頑張っていきたいと思います。第２の人生を、自分の健康管理にも気
を配りながら、楽しみながら、誠心誠意患者さんに向き合っていきたいと思います。 
どうぞ、よろしくお願い致します。 

看護部長の紹介・挨拶 

 片山看護部長の後任として勤務させて頂く
ことになりました竹山由子(たけやまゆうこ)と
申します。国立病院機構で看護師長として20
年以上勤務し、少しだけ余力を残し、この3月
に辞職いたしました。第2の看護師人生を井

上病院で過ごす覚悟でまいりました。皆様の
ご指導をお願い致します。 

 私は、元々大濠公園の近くにありました国
立福岡病院で、助産師として勤務をスタート
させました。子どもが生まれる瞬間がとても 

ちばな内科・心臓血管クリニック 

● Our  Partner ● 私たちのパートナー 

糸島市前原西4丁目7-16 
☎：092-322-1155 
https://chibana-heart.jp 

●クリニック情報 

心エコー ○ 運動負荷試験 ○ 

24時間心電図 ○ 栄養指導 ○ 

●診療時間 

診療時間 月 火 水  木 金 土 

  9：00～12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14：00～18：00 ○ ○ ○ ○  ○※ 

※第3土曜日の午後のみ休み 

特に循環器領域に力を入れています。胸痛、動悸、息切れなどの 
症状がありましたらお気軽にご相談ください。 

ちばな     ひでとし 

知 花  英俊 院長 ●ひとこと 

【発熱外来のご案内】 
発熱外来は完全予約制です。  ご紹介の際は必ず事前のご連絡をお願いします。      
ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 

（お問い合わせ先） 
医療法人誠心会 井上病院 
外来受付     TEL（代表）092-322-3437 
          FAX（代表）092-322-5806 

【外来在宅共同指導料の新設】 
  ・外来在宅共同指導料1 400点（在宅療養を担う保険医療機関において算定） 
  ・外来在宅共同指導料2 600点（外来において診療を行う保険医療機関において算定） 
 

外来医療を継続して4回以上受診している患者が在宅医療に移行するにあたり、患家等において外来診療

を担う医師と、在宅医療を担う医師が連携して指導等を実施（文書による情報提供）した場合にそれぞれの
医療機関で患者1人につき1回に限り算定 
※それぞれの保険医が患家に赴くことが必要 
※施設・老人ホーム入所の患者は対象外 
  

通院困難となり、在宅医療への移行する患者さんが増えています。 
いま一度、診療報酬を見直しし、適切な算定へ繋げましょう。 


