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本年当院に入職された医師を
ご紹介いたします。

整形・脊椎外科

整形・脊椎外科の入江と申します。
地域の患者様とご家族のために貢献出来る
よう努めて参りますので、よろしくお願い致
します。

入江 桃
いりえ もも

兵藤 裕貴
ひょうどう ゆうき

平素より大変お世話になっております。整形外科の兵
藤裕貴と申します。今までは大人も含め外傷治療中心
の診療を行っておりましたが、小児整形外科を学びた
いという強い希望あり福岡市立こども病院をローテー
トさせていただいてます。様々な症例を経験させてい
ただきたく思っておりますので、お困りの際にはいつ
でもご紹介いただけたら幸いです。よろしくお願いい
たします。

あだちじゅんき

安達 淳貴 上妻 隆太郎
こうづまりゅうたろう

地域の先生方に大変お世話になっておりま
す。微力ですがお役にたてるよう頑張りま
す。何卒よろしくお願いいたします。

この度こども病院に赴任しました、安達淳
貴と申します。皆様の医療に少しでも貢献
できるよう、精進してまいります。よろしく
お願いします。

きむらひろこ

麻酔科

木村 寛子
ふじたあい

藤田 愛

令和 3 年 4 月より、麻酔科医師として赴
任しました藤田愛と申します。
小児麻酔に携わるのは久しぶりで、ご迷惑
をおかけすることも多々あるかと思います
が、どうぞよろしくお願い申し上げます。

４月より久留米大学から赴任してまいり
ました。平成25年に久留米大学麻酔科
に入局し、主に筑後地区で勤務しており
ました。患者さんに寄り添い安全安心な
麻酔をモットーに日々研鑽していきたい
と思っております。

新井 千晶
あらいちあき

小栁 幸
こやなぎゆき

麻酔科の小栁と申します。長崎から来ま
した。患者さんとご家族が安心して手術
を受けられる環境作りを行っていきたい
と思います。

患者さんが不安や痛みの少ない周術期を
過ごせるような診療に努めたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

4月から産科にて勤務させて頂いております、
副島周子です。大阪から参りました。よろしく
お願いします。

副島 周子
そえじまちかこ

産科

佐藤 麻衣
さとう まい

4月より産科で勤務しております佐藤麻衣と
申します。先生方には大変お世話になること
と思いますが、少しでもお役にたてるよう頑
張ります。よろしくお願いいたします。

かしまだわたる

循環器科

中井 亮佑

なかいりょうすけ

鹿島田 渉

循環器科の鹿島田と申します。医師7年目で
循環器科医としての修練を開始したばかりで
すが、子供たちのために全力を尽くして頑張
ります。よろしくお願いします。

福岡でなるべく多くのものを吸収したいと
思います。
よろしくお願いします。

集中治療科（医長）

鉄原 健一
てつはらけんいち

集中治療科の鉄原と申します。小児救急を
専門として研鑽を積んできました。地域の
患者さんとご家族のために貢献していきた
いと思います。よろしくお願いいたします。
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心臓血管外科

平野 暁教
ひらのあきのり

心臓外科に4月から赴任しています平野
暁教と申します。東京都立小児総合医療セ
ンターから来ました。初めての福岡暮らし
で日々新しい発見ばかりで楽しんでおりま
す。ご迷惑をおかけすることもあるかと思
いますが、よろしくお願い致します。 はらだたけあき

原田 雄章

4年ぶりにこども病院に戻ってきました。
1例 1例を大切に、丁寧にかつ確実な仕事
を心がけます。よろしくお願いいたします。

腎疾患科

腎疾患科の中尾と申します。先生方と共に
地域の医療に貢献出来ればと思います。
ご迷惑をおかけする事も多いかと思いま
すが、どうぞよろしくお願い致します。

なかおしんご

中尾 慎吾

眼科

ながよしみづき

永吉 美月

今年度からこども病院で勤務させていた
だくことになりました，眼科の永吉と申し
ます。小児眼科をメインに携わるのは初
めてであり，不慣れな点も多いと思いま
すが，何卒よろしくお願いします。

耳鼻いんこう科

宮﨑 真優
みやざきまゆう

4月より勤務させていただいております、
耳鼻咽喉科の宮﨑と申します。先生方には
大変お世話になることと思いますが、少し
でも貢献できるよう努めてまいりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

形成外科

たに

谷 ありさ

４月からこども病院形成外科で勤務させ
て頂くことになりました。谷ありさと申し
ます。たくさんの小児形成を経験できるこ
とを楽しみにしています。何かありました
らいつでもご相談ください。

皮膚科

横手 銀珠
よこてぎんじゅ

はじめまして、皮膚科の横手銀珠と申し
ます。精一杯頑張りますのでどうぞよろ
しくお願いします。

小児感染症免疫科

さるかわみお

猿川 澪

４月から小児感染免疫科で勤務させて
頂きます猿川澪と申します。こども達
とご家族に貢献できるよう、日々の診
療を頑張りたいと思います。よろしくお
願いいたします。

OFF
小児外科

はまだひろし

濵田 洋

いつもご紹介頂きありがとうございます。
丁寧で分かりやすい説明を心がけていま
す。

総合診療科

この度、総合診療科へ配属となりました。
こども病院での勤務は12年ぶりです。専
門分野（小児神経）の知識を活かして患者
さんの診療に取り組みたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

とりおみちこ

鳥尾 倫子

春物新作

%

まつもとかん

松本 感

小児 循環器内科・
NICU・発達支援に
興味があります。よ
ろしくお願いします。

樋口 龍之介
ひぐちりゅうのすけ

新生児科を目指し
ています。
精一杯勉強させて
頂きます。

丸谷 健太朗
まるたにけんたろう

小児科医として、
一歩一歩全力で頑
張りますので、ど
うぞよろしくお願
い致します。

はらだのぶたか

原田 頌隆

４月からこども病院へ入職
いたしました原田と申します。
まだまだ若輩者ではござい
ますが、全力で小児医療に
貢献してまいりますのでどう
かよろしくお願いいたします。

今村 鈴
いまむらすず

専攻医1年目の今村です。
わからないことだらけで
沢山ご迷惑をおかけする
ことと思いますが、３年間
どうぞよろしくお願いい
たします。

小児科
専攻医



Sun

春物新作

5%
さらに

新作2点以上

お買い上げで

OFF

%
OFF
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○外来診療担当医表（令和3年5月）

添付の別紙をご参照ください。また、下記URLからもご覧いただけます。

http://www.fcho.jp/childhp/uploads/article/files/3年5月）.pdf

☆診療体制のご紹介☆

☆地域別紹介患者統計（2021年1～3月）☆

〇第329回こども病院カンファレンス
WEB開催（オンデマンド配信）＊配信期間2021年4月20日～4月30日
・「乳児血管腫の治療経過」 演者：皮膚科工藤 恭子
・「頭部MRIにおける髄鞘化」 演者：放射線科飯田 崇

〇第19回福岡市立こども病院胎児心エコーカンファレンス
WEB開催（オンデマンド配信）＊配信期間：2021年4月22日～5月22日
1) 胎児心エコー外来新患症例の紹介 2) 症例提示1「流出路断面で大血管走行の異常を認めた1例」
3）症例提示2「3VTV断面で大血管走行の異常を認めた１例」 4）専門医からのアドバイス「胎児の循環評価と胎
児心エコー」
4月22日に福岡市立こども病院胎児心エコーカンファレンスのホームページにアップします。
URL：http://fukkuokataiji.kenkyuukai.jp/

〇第15回こども病院・連携病院周産期症例検討会
WEB開催（オンデマンド配信）＊配信期間：2021年4月26日～5月24日
講演内容：『新生児の皮膚トラブル』
1）「新生児のあざとほくろ！どう対処したらいい？」 福岡市立こども病院 形成外科・科長 川上 善久
2）「新生児からのスキンケア～皮膚トラブルとアレルギー予防の観点から～」 福岡市立こども病院
皮膚科・科長工藤恭子

参加費：無料参加登録：5月2１日（金）12時までに、ＵＲＬからお申込み下さい。
ＵＲＬ： https://forms.gle/3sqoGBi9G5f43czz8

☆カンファレンス・研修会のご案内☆

・当日の診察・入院の依頼は医師間での連絡をお願いしております。地域医療連携室へご連絡ください。

当日の担当医へ電話をお繋ぎいたします。

☆連携室からのご案内☆

福岡市立こども病院 地域医療連携室 webサイトはこちら

診療情報提供書を緊急にＦＡＸする場合は下記の番号をご利用
下さい
・地域医療連携室（平日時間内の対応） FAX 092-692-3318
・救急事務室（時間外・土日の対応） FAX 092-692-3369

ご意見・お問い合わせは
地域医療連携室（担当：西岡、寺本）
までお願いいたします
TEL：092-692-3316
Mail：renkei.k@fcho.jp

1月 2月 3月 1月 2月 3月

452 432 553 11 13 19

227 226 274 105 140 181

42 37 64 26 27 36

53 41 57 52 53 74

43 34 54 28 33 51

13 14 15 89 82 175

39 43 51 29 19 39

35 37 38 792 799 1128

地　　区

合計西区

糸島医師会地区

粕屋医師会地区

宗像医師会地区

筑紫医師会地区

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

その他福岡県内

九州（福岡県外）

その他（九州外）

地　　区

福岡市医師会地区

東区

年明け以降、特に3月は、大変多くの患者
さんをご紹介いただきました。誠にありが
とうございます。
通年での紹介率は令和2年度も90％を
越えることが出来ました。重ねてお礼申し
上げます。
本年度もどうぞ宜しくお願い致します。

地域医療連携室・副室長 加藤 秀幸

http://www.fcho.jp/childhp/uploads/article/files/2%E5%B9%B41%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf
http://fukkuokataiji.kenkyuukai.jp/
https://forms.gle/3sqoGBi9G5f43czz8

