
 

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 

 
182.0人/日 

 
52件/月 

外科 整形外科 CT MRI MMG ERCP 

5件 3件 213件 39件 53件 108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 

42件 283件 686件 159件 38件 13件 0件 

  井上病院の実績 （ 8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 17.5日 63.2% 

地域包括ｹｱ病床 17.0日 80.0% 

緩和ケア病棟 18.3日 50.0% 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

※3 



社会福祉士3名体制となりました 

新入職者紹介・ご挨拶 
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        わが家の家族紹介 

 
 
 
                                  

オカメインコの 安田ミカン 18歳 
 
人の年齢だと68歳くらいかなぁ・・・ ちなみに男の子です。 
破壊活動が癖で嘴で壊せる物はなんでもかじってしまいます。 
チャームポイントはオレンジ色のほっぺです♪ 
オカメインコの平均寿命は15年から25年と言われています。 
脳の大きさからするとかなり長生きの鳥です。 

たけうち ありお 

武内 在雄 院長 

 この度2022年3月31日をもちまして九州大学病院泌尿器科を
退職し、糸島武内クリニックを5月16日に糸島市南風台に開院い
たしました。 
 当院では、泌尿器科・皮膚科の診療を中心に行っております。 

特に、泌尿器科分野の前立腺がんの確定診断には、前立腺に
針を刺して組織を採取する前立腺生検が必要です。当院は局
所麻酔下での痛みの少ない日帰り前立腺生検が可能でござい
ます。また痛みを伴わない血尿が出た場合は、膀胱鏡検査が必
要となる場合がありますが、当院ではオリンパス社製の細径
ファイバー軟性膀胱鏡を導入しておりますので、より痛みの少な 

今年の８月より入職致しました社会福祉士の竹下 航(たけした わたる)と
申します。 

長崎より８月に引っ越してきました。最近は、糸島の町並みを楽しみながら
夜な夜なランニングしています。患者様、ご家族様と向き合い今後の生活
の希望や悩みごとなどを拾い上げ、医療機関や福祉施設と連携を図りなが
ら患者様、ご家族様が思い描くこれからの生活に一歩でも近づけるように
支援ができるよう心がけていきます。どうぞよろしくお願い致します。 

今年の８月に地域連携室に入職しました社会福祉士の舞山 優子（まい
やま ゆうこ）と申します。 
２年前に糸島に引っ越してきて、自然豊かな糸島で子育てをしながら、働く
ことができて嬉しく思います。住み慣れた地域の中で患者様やご家族の皆
様が安心して生活できるよう入院時にお話しをうかがい、退院後に必要な
サービスの調整をさせていただきます。病院での勤務は初めてのため至ら
ない点もあるかと思いますが、 笑顔を大切に、地域の皆様と関わっていき
たいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。      

糸島武内クリニック ● Our  Partner ● 
   私たちのパートナー 

☎：092-331-9510 
糸島市南風台8-7-10 

い検査が可能です。 
“PSA（前立腺特異抗原）高値”や“血尿症状”等があ
られましたら、是非とも当院へお越しくださいませ。 

また、当院は発熱外来にも力を入れておりますので、
そちらも併せてよろしくお願い申し上げます。 
    

（本文は院長・武内 在雄先生よりご寄稿いただきました） 

検索  

尿路感染症ワクチン 

【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治験担当窓口へご連絡ください 

詳しくはホームページをご確認下さい。

～地域連携室より～ 
 入院された患者様、ご家族の方へ入院当初より医療相談も含めた退院支援、生活支援相談の
話をさせて頂き、退院時にはより安全に生活が出来る環境が整うよう対応しています。 

 今後は、通院中の方からの相談対応における体制強化をめざしており、より長く安全に地域で
の生活が出来るよう支援・案内が出来ればと考えております。「病院への通院が難しい」「自宅内
での介護が大変」「介護保険で何が出来るのか、申請をしたいけどどのようにしたらいいのかわか
らない」「自宅での介護は大変で施設を探したい」など病院の受診、生活上困ったことなどが何か
ありましたら気軽にご相談いただければと思います。 

初めまして。社会福祉士の永山 樹保（ながやま しげやす）と申します。 
２０２２年６月より井上病院に入職し地域連携室に配属になりました。 
前職は埼玉県の回復期病床で勤務をしておりました。医療ソーシャルワー
カーという立場から、患者様、ご家族様に入退院や介護・福祉相談など行い、
医療関係や施設等と連携を図りながら、安心して生活できるお手伝いをし
ていきたいです。不慣れなことも多く、ご迷惑をお掛けすることもあると思い
ます。どうぞ、皆様のお力をお借りしながらご意見ご指導のほどいただけれ
ばと思います。よろしくお願い致します。 

コロナ病床について 
 コロナ感染第7波の影響により福岡県感染状況がフェーズ5となり、当院も入院受入の要請をうけ、
8月9日よりコロナ感染患者即応病床を設置し治療にあたって参りました。 
9月末時点で23名入院（うち中等症Ⅱ以上：17名）の受け入れとなりました。 
この間一般入院患者の受入ができずご迷惑お掛けしたこともございましたが、現在フェーズ4となり
通常の病床運営に向けて移行中です。 
情勢に応じ地域における医療のニーズに出来る限り対応していく所存です。 
今後ともよろしくお願い致します。 


