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Fukuokahigashi Medical Center

上野道雄前院長の後を受け、平成 29 年４月１日付けで、

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター院長に就任

いたしました。責任の重大さをしっかり受け止め、職務を果

たしていく所存です。

私は上野前院長による療養型病院から急性期病院への病院改革の真っ只中の平成 19 年

に福岡東医療センターの副院長として赴任し、微力ながら病院運営、医療安全、地域医療

連携等を補佐してきました。そして昨年、外来管理診療棟が完成し療養所時代からの診療

関連施設は全て建て替わり、病院機能も飛躍的に拡大し急性期病院へと新しい歩みを始め

ています。

当院が他の急性期病院と異なるのは、結核病棟、重症心身障害児（者）病棟を併設して

いることです。結核患者は年々減少傾向にありますが、難治性の多剤耐性結核や複雑な重

症合併症を有することが少なくありません。重症心身障害児（者）は高齢化に伴い生活習慣

病を併発しています。このような患者さんへ複数の専門診療科が速やかに協同診療すること

が可能です。

さらに特記すべき病院機能は三次救命救急センターと感染症センターです。救命救急セン

ターは福岡市と北九州市の間にある唯一の三次救急施設で粕屋・宗像と周辺地域における

救急の要として重要な役割を担っています。感染症センターは、福岡県に唯一の第１種感染

症指定医療機関で、アジアの玄関である福岡県にとって県内はもとより北部九州における感

染症の砦となっています。この他に、地域がん診療連携拠点病院や福岡県災害拠点病院お

よび DMAT（福岡県災害派遣医療チーム）施設の指定も受けています。

このたび院長就任にあたり『当たり前のことを実践し、地域に信頼される病院』を理念に

掲げました。この理念のもと、患者目線の断らない救急医療とがん診療の強化、同時に開発

中の電子カルテを用いた地域医療ネットワークの整備を目指していきます。地域の人たちが

その人らしく暮らせるよう、医師会、地元行政等と協力し、安全安心な医療を提供していき

ます。職員一丸となり「開かれた活気ある病院」であり続けるために、それぞれの専門性を

発揮できるよう支援していきたいと思っています。

まだまだ力不足ではありますが全力を尽くす所存です。皆様方の変わらぬご指導とご鞭撻

の程よろしくお願い申し上げます。

院 長就任のご挨拶
院 長　江崎　卓弘



Fukuokahigashi Medical Center

この４月より、副院長に昇任しました。
私は当院に平成 15 年に赴任しましたので、13 年間を福岡東医療セン

ターで過ごしてきたことになります。その間、前院長の上野道雄先生のもと
で、臨床研究部長を５年間、統括診療部長を１年９ヶ月間勤めさせていただきました。病棟建て替え、
電子カルテの導入、救命センターの開設、感染症センターの開設、エボラ擬似症患者の受け入れ等々、
めまぐるしく変化する病院に、振り落とされないよう必死で過ごした日々でした。あまりにも変化が急
でしたので、手が回らず、見過ごしてきたことも多々あると感じています。当院が地域の方に信頼され、
愛される病院となるために、また、職員が誇りをもって働く場となるには何をなすべきなのか、を常
に念頭において、江崎院長を支えていく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

古賀村にある福東六つ角、まだ信号機は設置されてない。ここの交通整理
が私の仕事である。

この春、交通量を増やすことが村の繁栄に直結すると村会議で決まり、私
は統括交通量増加推進部長に任命され、“ 喜んで ” と引き受けた。運転マナー講習係も自らかって出
た。事故は大嫌いなので、毎日仲間と必死で交通整理をしている。決して “ 一人じゃない ”。音頭取
りの村長のもと、皆で頑張れば一つずつでも信号機を設置してもらえ村民にも喜んでもらえる日が来
ると信じ、日々淡 と々業務をこなしている。
「ピピッ！！こらっ、イライラせんと、もっとゆっくり運転せんば！“ やさしくいこうよ ”、お互いに！」

ご 挨拶 副院長　中根　博

ご 挨拶 統括診療部長　岡林　寛

命をつなぐ
玄関！

救命救急センター
　搬送口オープン！

　粕屋北部の救急医療の中核を担う当院の『救
命救急センター』は、24 時間 365 日いつで
も急患に対応しています。新外来管理棟完成後
古い建物はすべて撤去され、救命救急センター
と初療室に面した新しい救急車搬送口が完成
し、４月より運用を開始しています。救急車専
用道路と入り口に間もなくＬＥＤ誘導灯が設置
されれば完成です。福岡東医療センターの救命
救急センターは全力であなたの命を守ります。

救命救急センター長
岡林　寛



昨年度より、地域医療連携室
とがん相談支援センター、新しく
入院支援室が加わり、総合支援
センターが設置されました。患
者様の外来から入院、入院中の相
談、退院後の生活を含め、患者を
取り巻く関係者職種の情報共有が
容易に行え、一貫した療養生活が
受けられる支援などを円滑に行う
ことを目的としています。

入院前からの面談により、身体的、社会的、
経済的問題や、病気の不安に対して、個々に応
じた対応を各専門職で実施しています。

PFM（patient flow management）
とは、患者様の入院前に基本情報を収集し、こ
れをベッドコントロールや退院支援などのために
組織的に活用していく仕組みであり、入院中の患
者の時間をムダのない、中身の濃いものにするの

に役立ちます。PFM を導入して
いる病院では、在院日数の短縮や、
病床稼働率の向上などがデータで
示されています。

そして、このシステムの中心を担
うのは看護師です。

当院は地域医療支援病院です。検査、手術、
治療を終えた患者様は、自宅や住み慣れた地域
の病院につながれることで安心して暮らすことが
できます。また、介護保険の案内や訪問診療、
訪問看護につなぐお手伝いをしています。

看護師、メディカルソーシャルワーカー、事務
職に加え、３名の医師が新たに配属されました。
ご紹介いたただいた患者様を、どの診療科で診
察 するのがよい
かを検討したり、
地域連携に関す
る会議への参加、
病 院 訪 問を行っ
たりしています。

地域と家庭に日々を支える情報をつなぎ、
総合的に支援していきます



 地域医療連携室が関わっている主な研究会、会議
シームレス研究会（年６回） 脳卒中、整形外科の回復期病院と、地域連携パスを介した症例検討

会を当院で行います。

福岡東東部地区小児科医会 二次医療圏で行政から任された大切な役割です。
小児科かかりつけ医との連携強化を目指します。

病病連携会議
転院で行き来の多い病院と、よりよい関係作りのため、院内の様々な
部署が参加しています。
北九州古賀病院（年２回）、福間病院（年１回）、古賀中央病院（年１回）

古賀市在宅医療・介護連携協議会
「コスモスネット」

市民の方が住み慣れた地域で自分らしく安心して住みやすい古賀市を
目指します。

連携室の連携（年３回） 福岡県下のクリニックや連携室スタッフ、訪問看護などが一同に集ま
り、顔の見える関係作りをします。

当院は地域がん診療総合拠点病院です。その
役割として、がん患者様に対する相談支援及び
情報提供などがあります。国立がん研究
センターによる、がん専門相談員研修を
修了した看護師やソーシャルワーカー
が様々な相談に対して、専門職
の強みを生かした連携を実施
しています。

当院の顔として、
院内外、業務時間内外も
様々な活動をしております。

よい関係を築き、新しい情報を得る
ことで、患者様の希望に添える
転院や在宅での生活確立を

目指します。

小児科部長　菅　　尚浩
４月より当院に赴任して参りました小児科の菅

すが

でございます。専門は、小児血液・免疫疾患
です。地域のこども達のためにがんばります。
どうぞよろしくお願いいたします。

外科医長　辻田　英司
４月より当院に赴任してまいりました。専門は
肝胆膵外科です。
どうぞよろしくお願いいたします。

脳神経外科医長・
救命救急センター副部長　保田　宗紀
４月より当院に赴任して参りました脳神経外科
の保田です。専門は脳血管障害で、特に血管
内治療・内視鏡治療です。
宜しくお願い致します。

呼吸器外科医長　前川　信一
４月より当院に赴任してまいりました呼吸器外
科の前川です。地域の方に少しでも喜ばれる
ような医療を目指し精一杯頑張ります。
よろしくお願い致します。



整形外科医師　宮﨑　幸政
宮﨑です。九州大学整形外科関連病院で研修
後、県立宮崎病院、JCHO 九州病院を経て、
当院で働くことになりました。もともと実家が
千鳥なので、地元に貢献できるような整形外
科医療をすすめていきたいと思います。

麻酔科医長　矢鳴　智明
麻酔科の矢鳴です。専門は、手術麻酔です。
よろしくお願いします。

整形外科医師　津嶋　秀俊
６月より当院に赴任して参りました整形外科の
津嶋と申します。趣味はテニスです。される方
は、ぜひ誘って下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

消化器内科医師　芥川　宗樹
４月より当院に赴任して参りました消化器内科
の芥川宗樹でございます。専門は消化管です。
どうぞよろしくお願い致します。

消化器内科医師　鈴木　俊幸
４月より当院に赴任して参りました消化器内科
の鈴木でございます。胆道・膵臓を専門にし
ております。
どうぞよろしくお願い致します。

消化器・肝臓内科医師　藤井　宏行
４月より当院に赴任して参りました消化器・肝
臓内科の藤井でございます。専門は消化管で
す。どうぞよろしくお願い致します。

消化器・肝臓内科医長　松尾　　享
今年度より消化器・肝臓内科に赴任して参り
ました松尾と申します。膵胆道疾患を専門と
しています。６年ぶりに地元の福岡に戻って来
ました。患者様が安心して身を任せられるよう
な医療を提供していきたいと思います。

小児科医師　江上　直樹
４月より当院に赴任して参りました小児科の江
上と申します。以前は北九州にある JCHO 九
州病院で勤務しておりました。こども達の健や
かな成長を願い日々頑張ります。
宜しくお願いします。

循環器科医師　木佐貫　恵
４月より赴任して参りました木佐貫と申します。
どうぞ、気軽に声をかけてください！
よろしくお願いします。

小児科医師　河原　隆浩
４月よりお世話になります小児科の河原隆弘
と申します。
小児科医療に貢献すべく、一生懸命頑張りま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

整形外科医師　太田　浩二
４月より当院に赴任して参りました整形外科の
太田浩二でございます。これまでの病院では、
外傷、リウマチを中心にしておりました。今後
は脊椎も勉強させていただく予定です。
どうぞよろしくお願い致します。

小児科医師　松倉　　幹
４月より当院に赴任いたしました小児科の松倉
と申します。
こども達のために頑張っていきますのでよろし
くお願い致します。

呼吸器内科医師　山下　崇史
４月より当院に赴任して参りました呼吸器内科
の山下崇史でございます。呼吸不全症例に対
する人工呼吸療法、呼吸ケア、閉塞性肺疾患
を専門としています。
どうぞよろしくお願い致します。

感染症内科医師　岩﨑　教子
４月より当院に赴任して参りました岩﨑です。
感染症診療、院内感染対策、輸入感染症…
など幅広く、フットワーク軽く診療にあたらせ
て頂こうと思います。

呼吸器内科医師　坂本　藍子
今年の４月より当院に赴任しました、呼吸器
内科の坂本です。どうぞ、よろしくお願い致し
ます。

脳神経内科医師　司城　昌大
７月より赴任して参りました、脳血管内科の司
城と申します。
短期間ではございますが、何卒よろしくお願い
申し上げます。

糖尿病内科医師　野口　裕貴
2017 年度より配属されました糖尿病・内分
泌内科の野口と申します。専門領域以外にも
幅広く対応する事を心がけております。
よろしくお願い致します。

呼吸器内科医師　今田　悠介
４月より当院に赴任しました、呼吸器内科の
今田でございます。精一杯頑張りますので、ど
うぞ宜しくお願いします。



麻酔科医師　佐宗　　誠
４月より当院に赴任して参りました麻酔科の佐
宗と申します。安心安全な麻酔を患者の皆さ
んに受けてもらえるよう邁進していきたいと思
います。
よろしくお願い致します。

２西病棟師長　大久保　充子
今年度より昇任で参りました、２階西病棟師
長の大久保です。
昨年度まで、東佐賀病院に 14 年間勤務して
いました。初めての転勤、初めての急性期病
院ということで不安も多いですが、少しでも当
センターのお役に立てるよう頑張りたいと思い
ます。
よろしくお願いいたします。

副看護部長　中元　めぐみ
４月１日付けで副看護部長として昇任しました
中元です。
出身は、都城で鹿児島に 10 年勤務していた
ので、時々南国なまりで聞き取れないこともあ
りますが、博多弁で話しができるように努力し
ていきたいと思います。患者様によりよい看護
ができるように頑張っていきたいと思いますの
でよろしくお願い致します。

麻酔科医師　杉村　朋子
４月当院に赴任して参りました麻酔科の杉村
です。専門は、救急集中治療ですが、現在は
麻酔を修練中です。
よろしくお願いします。

放射線科医師　笠井　尚史
４月より当院に赴任して参りました放射線科の
笠井でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

外来看護師長　土井　晴代
外来看護師長の土井と申します。
沖縄で 2 年間勤務致しまして、4 月 1 日付で
福岡東医療センターに異動になりました。が
ん看護専門看護師として、地域のがん看護に
も貢献できればと考えております。
どうぞよろしくお願い致します。

歯科口腔外科レジデント　山本　佳代子
４月より当院に赴任して参りました歯科口腔外
科レジデント１年目の山本佳代子と申します。
地域に信頼される歯科医師を目指して頑張り
ますのでどうぞよろしくお願い致します。

放射線科医師　白川　友子
４月より赴任して参りました放射線科の白川で
す。専門は放射線治療です。
放射線治療に関することでしたら、ご気軽に
御相談下さい。

事務部長　南　　孝春
４月１日付で事務部長に着任しました南です。
機構の職員として、36 年目を迎えますが、新
たな気持ちで病院運営に少しでも尽力できる
よう努力していきたいと思っていますので、よ
ろしくお願いいたします。

放射線科医師　和田　憲明
４月より当院に赴任して参りました放射線科の
和田でございます。地域医療に貢献できるよ
うに頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します。

企画課長　黒木　嘉文
４月１日付けで企画課長として着任しました黒
木です。
福岡東医療センターには平成 18 年度から
21 年度までの４年間勤務しており、今回２度
目の勤務となります。厳しい経営状況ではあり
ますが、当センターの発展に尽力して参りたい
と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

経営企画室長　黒瀬　　隆
4 月に着任しました経営企画室長の黒瀬です。
平成 8 年に国立療養所田川新生病院の補給
係に採用され数度の転勤を繰り返し、今に至
ります。来年の診療報酬改定に向けて、適切
な情報発信に努力します。
どうぞよろしくお願いします。

薬剤部長　草葉　一友
薬剤部長の草葉です。
嬉野での採用以来、ルート 34 号側の佐賀・
長崎地区での勤務でしたが、初めてルート３
号側での勤務となりました。まだまだ手探りの
状況ではありますがスタッフに助けられながら
仕事をしております。
今後も薬剤部から情報発信を行って行きます
のでよろしくお願いします。

栄養管理室長　中山　美帆
4月より栄養管理室長に着任しました中山です。
古賀市出身で、「古賀音頭」の古賀は良いと
こ住み良いところ♪となりますよう、入院患者
さんと地域住民の栄養サポートに尽力してま
いります。ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申
し上げます。



1）午前 8 時 30 分から午前 11 時 00 分まで。　※予約の方は、指定された時間においで下さい。

2）土・日・祝祭日・年末年始は休診です。当院は救急告示病院です。救急の方は、診療時間外でも受付いたします。

受付
時間

外来担当医一覧 平成29年８月１日現在　※最新の担当医はホームページをご覧ください。http://www.fe-med.jp/

診 療 科 月 火 水 木 金
内科新患（別紙参照） 当番医 当番医 当番医 当番医 当番医

脳神経内科
新 患 石束　光司 石束　光司 中根　博 - 陣内　重郎

再 来
陣内　重郎 中根　博 石束　光司 陣内　重郎 石束　光司

柳原　由記 林　史恵 迫田　礼子

糖 尿 病
新 患 篠原　規恭 - 野口　裕貴 担当医 堤　礼子
再 来 堤礼子・野口裕貴 - 篠原規恭・堤礼子 野口　裕貴 篠原　規恭

血 液 内 科
新 患 - 担当医 担当医 - 担当医
再 来 - 大德　真也 黒岩　三佳 - 黒岩　三佳

消化器科（消化管 ･肝臓）

高尾　信一郎 大越　惠一郎 松尾　享 田中　宗浩 大越　惠一郎
藤井　宏行 多田　靖哉 青柳　知美 多田　靖哉 芥川　宗樹
鈴木　俊幸 坂井　慈実

当番医
高尾　信一郎

友枝　成

腎 臓 内 科
新 患 松枝　修明 片渕　律子 片渕　律子 安部　和人 安部　和人
再 来 片渕　律子 松枝　修明 - 片渕　律子 松枝　修明

循 環 器 科
第一診察室 小池　明広 小池　明広 小池　明広 小池　明広 小池　明広
第二診察室 郷原　誠一郎 細谷　まろか 仲村　尚崇 升井志保・木佐貫恵（隔週） 中司　元

呼 吸 器 科

新 患 中野　貴子（白石　祥理） 田尾　義昭 髙田　昇平 吉見　通洋 山下　崇史（白石　祥理）

再 来
田尾　義昭 髙田　昇平 吉見　通洋 髙田　昇平 田尾　義昭
山下　崇史 山下　崇史 中野　貴子 白石　祥理 吉見　通洋

白石　祥理 今田　悠介 坂本　藍子 中野　貴子
呼 吸 器 外 科 岡林　寛 濱田　利徳 前川信一・阿部創世 德石　恵太 岡林　寛

外 科
新 患 河野　麻優子 大賀丈史・間野洋平 辻田　英司 橋本　直隆 間野　洋平
再 来 大賀　丈史 - - - 辻田・橋本・河野
乳 腺 - - 野添　忠浩 - 野添　忠浩

血 管 外 科 - 隈　宗晴 隈　宗晴 - -

整 形 外 科

新 患
中家　一寿 福元　真一

（手術日）

吉田裕俊・松原弘和

（手術日）
津嶋秀俊・岡本重敏 宮﨑幸政・太田浩二 山手智志（新患のみ）

再 来
福元　真一 吉田　裕俊 中家　一寿
松原　弘和 岡本　重敏 宮﨑幸政・太田浩二
（手術日） （手術日） （手術日）

脳神経外科
新 患 大城　真也 保田　宗紀 - 大城　真也 保田　宗紀
再 来 - 大城　真也 - 保田　宗紀 大城　真也

皮 膚 科
（予約・紹介状をお持ちの方のみ）

古賀　哲也 古賀　哲也 古賀　哲也 古賀　哲也 古賀　哲也
安河内　由美 安河内　由美 安河内　由美 安河内　由美 安河内　由美

小
　
児
　
科

午
前

一 般 中原　和恵 菅　尚浩 中原　和恵 菅　尚浩 中原　和恵
専門（予約） 増本　夏子 松倉　幹 水野　勇司 増本　夏子

午
後 専門（予約）

松倉　幹 菅尚浩・水野勇司 中原和恵・腎臓（堤） 増本　夏子 中原和恵・増本夏子
中原　和恵 増本　夏子（隔週） 循環器（村岡） 河原隆浩・松倉幹

アレルギー 小児神経（ケイジ） 小児神経（一宮）

放 射 線 科
新 患 月・水・金のみ受付（電話予約のみ）
再 来 白川　友子

歯 科 口 腔 外 科 福元俊輔・山本佳代子 福元俊輔・山本佳代子 福元俊輔・山本佳代子 福元俊輔・山本佳代子 （再来のみ）

婦 人 科
内田　聡子 内田　聡子 内田　聡子

（手術日）
内田　聡子

江夏　国宏 江夏　国宏 江夏　国宏 江夏　国宏
＊小児科の入院依頼や受診相談は、病院代表　TEL 092-943-2331　 から小児科紹介担当医師 （月・菅／火・馬場／水・河原／木・松倉

　／金・馬場・菅 ) へ、夜間休日は小児科当直へご連絡ください。

　●特殊外来　＊物忘れ外来　　完全予約制（内科外来　内 247）【担当医　中根・陣内・石束】『金曜日 13：30 〜 14：30』

　　　　　　　　　　　　　　　予約受付は平日月〜金 13 時〜 15 時の間で TEL 予約

　　　　　　　＊緩和ケア外来　完全予約制 （担当看護師　内 8184）【担当医】『 火曜日・木曜日　午前中』


