
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

                              

 

 

５月１２日の看護の日にちなみ、無料健康相談を開催いたします。 

どなたでもご自由に参加いただけます。健康生活の中で気になっていることなどありましたら、 

是非この機会に相談されては如何ですか？ 

地域の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

☆  開催日時  ☆   令和 ２年 ５月１３日（水） 10：００～15：００ 

              参加無料・事前申し込み不要（受付１４：３０まで） 

 

☆  場  所  ☆   『サニーサイドモール小倉』１階 

              小倉南区下曽根新町 10-1 

 

☆  内  容  ☆   血圧測定 体脂肪測定 血糖測定  

健康相談 運動相談 栄養相談 お薬相談 

 

☆ お問合せ先 ☆   看護部：岳田  093（４71）1121 （内線 7０６３ ） 

＊ 平日９～１７時の間にお問い合わせください。 

   

＊ 看護の日（5 月 12 日）とは、近代看護を築いたフローレンス・ 

ナイチンゲールの誕生日にちなみ制定されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料健康相談開催 

 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

九 州 労 災 病 院 
北九州市小倉南区曽根北町 1-1 

電話（代） 093 (471) 1121 

 http://www.kyushuh.johas.go.jp 

理  念  地域住民と勤労者の皆様に、良質で安全な医療を提供します。 

基本方針  ・患者さんの権利を尊重し、患者さん中心の医療を提供します。 

・地域医療機関との連携を重視し、中核病院として高度専門医療を狙います。 

・働く人々の健康を守り、治療と仕事の両立を支援します。 

・患者さんに寄り添う心と、高い技能を兼ね備えた医療人を育成します。  

・経営基盤が安定し、働き甲斐のある病院づくりを目指します。 

 

 

外来診療のご案内 

受付時間：午前８：１5 ～午前１１：００   休診日：土曜日 日曜日 祝日 年末年始 

＊ 予約制となっている診療科へのお電話は、午後２時～４時の間に診療科外来へお願いします。 

＊ 初診時には、紹介状の持参をお願いいたします。 

（持参ない場合は、特定療養費として別途 5,５00 円かかります） 

≪初診につきましては原則 1 日１診療科となります≫ 

 

受診時には毎回お薬手帳を 

ご持参ください！！ 

　http:/www.kyushuh.johas.go.jp


 当院の外来は１階と 2 階フロアにあります。1 階にはＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックに分かれた一般外来と救急科、検査部

門の内視鏡室や放射線科があり、2 階にはリハビリテーション科、心臓リハビリテーション室、化学療法室があります。

2020 年 2月に外来の改築工事が完了し、今まで Aブロックにあった小児科外来が Bブロックに移転しました。 

 今回は、外来 Bブロックの紹介を致します。Bブロックは、耳鼻咽喉科・小児科・内科・消化器内科・循

環器内科・脳神経内科・脳神経外科・脳血管内科の 8診療科で構成されています。 

 耳鼻咽喉科では、鼻、副鼻腔や甲状腺、耳下腺腫瘍などの外科的治療や高気圧酸素施設で突発性難聴、顔

面神経麻痺の治療を行っており、耳鼻咽喉科常勤医が高気圧酸素治療を行っているのは北九州市内では当院

だけです。 

 小児科は、一般小児科診察、予防接種や乳幼児検診、専門外来である小児内分泌の診療を行っています。

また、産婦人科と連携を図りながら継続した診療を受けることもできます。小さなお子様達がリラックスし

て診療を受けられるように、診察室のドアには当院で唯一動物のデザインが描かれています。 

 内科は、内分泌・膠原病・血液・呼吸器疾患の治療を行っており、消化器内科は上部・下部内視鏡検査や

消化管癌の治療を行っています。飲み薬のような小さなカプセルカメラを飲むことで内視鏡カメラが届かな

いような場所を検査するカプセル内視鏡検査も行っています。循環器内科では 2019 年度から不整脈に対し

てのカテーテル治療を積極的に行っています。 

 脳血管内科では、脳梗塞急性期に対して血栓吸引療法や血栓溶解療法（tPA）を 24 時間体制で行ってい

ます。脳卒中について理解してもらえるように患者さん対象と一般の方対象の脳卒中教室を開催しています。

脳神経外科は、脳動脈瘤に対してコイル塞栓術や閉塞性脳血管疾患、脳腫瘍などの診療や手術を行っていま

す。脳神経内科は、パーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経難病、脊髄や末梢神経、筋疾患など幅広い

疾患の診断や治療、社会復帰の支援に力を入れています。 

患者さんが、安全で安心な医療や看護を受けることができるよう、「地域医療支援病院」として外来部門全

体で頑張っていますので今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

内科      高木 努（たかき つとむ）    ：多田隈 博（ただくま ひろし）         

梅澤 智史（うめざわ さとし） ：森本 俊規（もりもと としき） 

永井 博史（ながい ひろし）  

消化器内科 藤山 隆（ふじやま たかし）  ：橋本 理沙（はしもと りさ） 

倉重 智之（くらしげ ともゆき）：多田 美苑（ただ みその） 

武内 翼（たけうち つばさ） 

脳血管内科 坂井 翔建（さかい しょうた） ：森田 隆雄（もりた たかお） 

小児科    重田 英臣（しげた ひでおみ） 

外科    永松 伊織（ながまつ いおり） ：大山 康博（おおやま やすひろ） 

      古賀 敦大（こが あつひろ）   脳神経外科 三木 健嗣（みき けんじ） 

整形外科   進 悟史（しん さとし）       ：大角 崇史（だいかく たかふみ） 

山田 恵理奈（やまだ えりな） ：井上 隆広（いのうえ たかひろ） 

皮膚科   原 礼子（はら れいこ）         泌尿器科 梅津 大輔（うめづ だいすけ）  

産婦人科  浦川 瑠香（うらかわ るか）     眼科   古賀 聖子（こが さとこ） 

耳鼻咽喉科 伊藤 有紀（いとう ゆき）     放射線科 古屋 暁生（ふるや あきお） 



　  ～朝ごはん食べていますか？～

1.脳のエネルギー源となる

2.体温を上昇させてくれる

3.体内リズム・生活リズムを整える

4.肥満の防止

つくり方

食パン 　　≪スペイン風オムレツ≫
食パン 90ｇ ①じゃがいもは皮をむき、5㎜幅のいちょう切りにする。

スペイン風オムレツ ②玉ねぎは皮をむき、粗みじん切りにする。
鶏卵 70g ③卵を割り、牛乳・塩こしょう・おろしにんにくを入れて混ぜる。
じゃがいも 30g ④③にじゃがいも・玉ねぎを入れ、しっかり混ぜる。
玉ねぎ 20g ⑤フライパンにオリーブオイルを入れて温める。
パセリ 0.02g ⑥④をフライパンに入れて成型する。
牛乳 10ml

塩こしょう 0.4g 　≪野菜スープ≫
おろしにんにく 0.5g ①キャベツ・玉ねぎは粗みじん切にする。
オリーブオイル 3 g ②セロリは1～2mm幅に薄くスライスする。

野菜スープ ③ベーコンは5mm幅の短冊切にする。
キャベツ 50g ④鍋を温め、ベーコン・玉ねぎを炒めて、キャベツ・セロリを
玉ねぎ 20g 入れて更に炒める。
セロリ 10g ⑤しんなりしてきたら、水150mlを入れて弱火で煮る。
ベーコン 5g ⑥淡口醤油・コンソメ・塩こしょうで味を整える。
淡口醤油 0.5ml

コンソメ 1.5g 表１ 表2 表3 表4 表5 表6
塩こしょう 0.2g （炭水化物） （果物） （たんぱく質） （乳製品） （脂質） （野菜）

フルーツヨーグルト
バナナ 50g 3.３単位 0.5単位 1.４単位 0.６単位 0.６単位 0.３単位
ヨーグルト（無糖） 60g

1食あたりの塩分量～2.2ｇ 1単位＝８０kcal

 夜寝ている間に、私たちの身体は体温が低下します。朝起きた時は意外と体温は低い状態なのですが、食
事をすることで体温は上昇します。体温が上昇すると身体が無理なく活動的にスタートを切れるのです。

　空腹の時間が長くなるほど、胃腸が栄養分を蓄えるために活発に動き
ます。すると、1回の食事量が多くなりやすく、肥満の原因になりま
す。食生活を整えることで、過度な食事摂取を防ぐことができるので
す。

　私たちの身体には体内リズム（サーガディアンリズム）があります。
太陽が昇っているときは活動的に、沈んでいるときは休息するというリ
ズムのことで、人間が健康的に過ごすために欠かすことのできないと言
われています。朝食を整えることで生活リズムも必然的に整ってくるの
です。

 私たちの脳は”ブドウ糖”をエネルギー源として利用しています。睡眠中も脳は
ブドウ糖を使用しているので、起床時は不足状態です。そのため、朝ごはんをしっ
かり食べないと、頭がぼんやりしたり集中力が欠ける原因になります。

知っ得・納得
4月11日は『し（4）っかりいい（11）朝食』という語呂合わせ
から、しっかりいい朝食の日とされています。
新しい生活が始まる忙しい4月こそ、朝ごはんについて一度
見直してみませんか？

栄養管理部

どうして朝ごはんが大切なの？？

忙しい時こそ、しっかり朝ごはんを食べて毎日元気に過ごしましょう！



備考

予約制

再来　| 笹原　陽介
第1・3のみ　予約制

予約制

予約制

新患日は月・水・金

新患｜ 林田翔太郎 副島　直子 新患｜ 副島　直子 副島　直子 新患｜ 副島　直子 予約制

再来｜ 副島　直子 林田翔太郎 筋電図｜ 林田翔太郎 林田翔太郎 再来｜ 林田翔太郎
新患｜ 有廣　昇司 新患｜ 坂井　翔建 新患日は月～木

新患｜ 鶴﨑雄一郎 新患｜ 森田　隆雄
火曜午後：1か月健診

水曜午後：予防接種・健診

※１　第2　再来患者のみ

　　　（13：30～15：30）

乳腺外来：　月～金　対応可

呼吸器外科：八谷・尾立

緩和ケア外来

【八谷：（木）14時～１6時】

予約制

※１：午後のみ

予約制

予約制

予約制

紹介・再来のみ

　　　　第2（金）　前期

　　　　第3（金）　後期

※特殊検査予約制

※めまい外来

　（月・水・金のみ）

予約制

予約制

予約制　紹介・再来のみ

　　　　　♪　【予約制】となっております診療科を受診される場合は、事前に予約をお取り下さい　♪
　　　　　　　　　　　　≪初診につきましては原則１日１診療科となります≫
　　　　　　　　　　　電話（代表）　０９３－４７１－１１２１ （平日 午後2～4時 の間にご連絡ください）

西嶋　健一 松口　崇央 板場　壮一 多田　美苑

伊藤　有紀花栗　　誠

板場　壮一 橋本　理沙

担　当　医

倉重　智之

診　療　科 月 火 水 木 金

内
　
　
　
科

内科一般 当    番    制 当    番    制 当    番    制 当    番    制

不整脈専門外来

当    番    制

循環器 今村香奈子 村岡　秀崇 髙津　博行
岩垣端礼（第1・3・5）

永井陽一郎（第2・4）
髙津　博行

安部　治彦（午後）

消
化
器

消化管
板場　壮一

田中　俊行

膵・胆道 板場　壮一 藤山　　隆

呼吸器病センター
原　可奈子

肝臓 國吉　政美 倉重　智之 國吉　政美 國吉　政美

平瀬　伸尚 平瀬　伸尚 平瀬　伸尚

禁煙外来 笹原　陽介

アスベスト疾患

血液内科・膠原病内科は
再来患者のみの対応膠原病

（再来患者のみ）
平瀬　伸尚 平瀬　伸尚 平瀬　伸尚 平瀬　伸尚 平瀬　伸尚

血液
(再来患者のみ）

平瀬　伸尚 平瀬　伸尚

糖尿病内分泌
牧村　啓晃 田中　誠一 多田隈　博 多田隈　博 牧村　啓晃

梅澤　智史 牧村　啓晃 永井　博史 柴田　茉祐 多田隈　博

精　　神　　科
【予約制】

金澤　耕介 金澤　耕介 金澤　耕介 金澤　耕介 金澤　耕介

太田　圭祐 太田　圭祐 太田　圭祐 太田　圭祐 太田　圭祐

脳神経内科
【予約制】

再来 | 再来 |

脳血管内科
有廣　昇司 有廣　昇司 有廣　昇司

坂井　翔建 森田　隆雄 鶴﨑雄一郎

小　　児　　科
河田　泰定 河田　泰定 河田　泰定 中村　慶司 河田　泰定

中村　慶司 重田　英臣 中村　慶司 重田　英臣 中村　慶司

小児専門外来【予約制】 河田　泰定（内分泌） 福田 智文※1（小児神経）

外　　　　　科

福山　時彦 八谷　泰孝 福山　時彦 八谷　泰孝 中村　賢二

中島　　洋 中村　賢二 荻野　利達 中島　　洋 中本　充洋

中本　充洋 永松　伊織 又吉　信貴 尾立　西市 沖本　隆司

古賀　敦大 大山　康博

整  形  外  科
【予約制】

畑中　　均 加治　浩三 岩本　幸英 神宮司誠也

　平本　貴義（※１） 松延　知哉 松延　知哉

加治　浩三

鬼塚　俊宏 今村　寿宏 神宮司誠也 畑中　　均 今村　寿宏

鬼塚　俊宏 河野　　勤

森　　達哉 平本　貴義 平本　貴義 河野　　勤 田代　泰隆

原　　大介 上森　知彦 前川　　啓 田代　泰隆 安田　廣生

鍋島　　央 森　　達哉 原　　大介 樽角　清志 上森　知彦

見明　　豪 前川　　啓 進　　悟史 見明　　豪 樽角　清志

大森　康宏 鍋島　　央 大森　康宏 進　　悟史 大角　崇史

山田恵理奈 上田　修平 井上　隆広

人工関節外来
【予約制】

森　　達哉 進　　悟史

（膝・肩関節） （股関節）

脳神経外科
【予約制】

手　術　日

芳賀　　整 芳賀　　整

手　術　日

芳賀　　整

井上　大輔 井上　大輔 井上　大輔

三木　健嗣

皮膚科・形成外科
【予約制】

吉岡　　学 吉岡　　学 吉岡　　学 山田　茂憲 吉岡　　学

山田　茂憲 山田　茂憲 原　　礼子 原　　礼子 山田　茂憲

泌  尿  器  科
中島　信能 中島　信能 梅津　大輔 中島　信能 中島　信能

梅津　大輔 梅津　大輔 坂本　卓郎 梅津　大輔 梅津　大輔

坂本　卓郎 坂本　卓郎 坂本　卓郎 坂本　卓郎

産婦人科
【午後受付：14:00～16:00】

午
前

土岐　尚之 北島　光泰 土岐　尚之 土岐　尚之

午
後

【予約制】

北島　光泰

浦川　瑠香 浦川　瑠香 北島　光泰 浦川　瑠香

眼　　　科
永田　竜朗 永田　竜朗 永田　竜朗 永田　竜朗 永田　竜朗

古賀　聖子 古賀　聖子 古賀　聖子 古賀　聖子 浅野　利彰
（午後）特殊検査(※） （午後）特殊検査（※） （午後）特殊検査（※）

耳鼻咽喉科
花栗　　誠 花栗　　誠 花栗　　誠

伊藤　有紀 伊藤　有紀 伊藤　有紀

リハビリテーション科 濱村　　威 橘　　智弘 濱村　　威 橘　　智弘

放射線診断科
【予約制】

古屋　暁生 古屋　暁生 古屋　暁生 古屋　暁生 古屋　暁生

永尾　英毅 永尾　英毅 永尾　英毅 永尾　英毅 永尾　英毅

中西　麻子 中西　麻子 中西　麻子 中西　麻子 中西　麻子

髙橋　浩平 髙橋　浩平 髙橋　浩平 髙橋　浩平 髙橋　浩平

下川　知美 下川　知美 下川　知美
放射線治療科（リニアック）

野元　　諭 九大医師（午前） 野元　　諭 野元　　諭
【予約制】

野元　　諭

笹原　陽介 高木　　努 森本　俊規 高木　　努

歯科口腔外科　【予約制】 北村　亮二 北村　亮二 北村　亮二 北村　亮二 北村　亮二

令和２年４月1日現在

 九州労災病院　　外来担当医師一覧表

おっぱい外来【予約制】 【予約制】 おっぱい外来 【予約制】 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗｽ（※）更年期外来 ※


