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4月から勤務の山田雄大と書いて“たかひろ”と
申します。1年間と短い間ですが、一生懸命がん
ばりますので、よろしくお願いいたします。

本年当院に入職された医師をご紹介させていただきます

整形・脊椎外科

山口 雄大
やまぐち たかひろ

境 真未子
さかい まみこ

すがの まみ

菅野 真未 河村 正太郎
かわむら しょうたろう

本年昇任された医師をご紹介させていただきます

副院長

水野 圭一郎

みずの けいいちろう

集中治療科（科長）

村上 和子
むらかみ かずこ

鉄原 健一

てつはら けんいち

耳鼻いんこう科（科長）

集中治療科（科長）

山村 健一郎
やまむら けんいちろう

医療安全担当副院長を拝命しました。良好なコミュニケーションと情報共有、職員間の相互
尊重などを通して、すべての職員が円滑に連携できる環境を整え、患者本位の診療を行え
るように、微力ではありますが精一杯取り組んで参ります

集中治療科の鉄原健一と申します。
呼吸、循環、神経などの状態が悪
い重症の患者さんのお力になれた
らと思います。院内各科、多職種
で協力して全力で診させていただ
きます。

循環器集中治療科の科長を拝命しました山村です。
これまで九州大学病院を中心に小児循環器診療に従事して参りました。
心臓病の子供たちが元気に退院し幸せな人生を送れるよう、微力を尽くしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

整形外科の境と申します。小児整形外科領
域においてお役に立てるよう精進して参り
ます。何卒よろしくお願い申し上げます。

はじめまして、こんにちは。2022年4月か
ら奉職します河村です。
こども病院という、小児治療のメッカで働け
るかと思うと、ワクワクがとまりません。
1年という短い期間ですがご指導ご鞭撻宜
しくお願いします！

前任の柴田先生のもとで、小児耳鼻
科診療に携わってきました。その意志
を引き継ぎ、今後も的確な診断・治療
につとめていきたいと考えております。
よろしくお願い申し上げます。

４月より整形・脊椎外科に赴任いたしました菅
野真未と申します。
至らない点もあるかと思いますが精一杯頑張
りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。
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ささき りな

麻酔科

佐々木 莉奈
あまもと けいすけ

天本 啓介

佐賀大学より参りました、麻酔科の天本
啓介と申します。小児麻酔の修練のため
半年間お世話になります。短い期間です
が、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いい
たします。

うえだ のりこ

小児外科

植田 倫子
まえだ しょうへい

前田 翔平

鴨打 周
かもうち あまね

てらし えいこ

循環器科

寺師 英子
いけだ えいし

池田 英史

福岡 將治
ふくおか しょうじ

いわはし けいすけ

心臓血管外科

岩橋 啓介

ほそだ りゅうすけ

細田 隆介

はなき ゆか

新生児科

花木 由香

えびはら ごう

蛯原 郷

4月から循環器科で働かせて頂きます。池田
英史です。できるだけ早く仕事に慣れるこ
とができるよう、精一杯がんばりたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

こども病院での勤務は初めてですが、皆さん
と一緒に、素晴らしい仕事が、できるよう精
一杯やらせて頂きます。どうぞよろしくお願
い致します。

医師7年目の花木と申します。NICUを退院
した赤ちゃんが、スムーズに地域に帰って行
けるよう、連携に努めて参ります。不足があ
るかもしれませんが、ご指摘・ご指導のほど
よろしくお願いします。

4月からこども病院NICUで勤務しておりま
す、蛯原と申します。福岡の小児医療に尽力
して参りますので何卒よろしくお願いします。

腎疾患科

渡辺 ゆか
わたなべ ゆか

はじめまして。今年度から福岡こども病院
で勤務させていただく腎疾患科の渡辺と申
します。学校検尿やネフローゼ症候群など、
地域の先生方と連携して、患者様を診てい
きたいと考えております。宜しくお願い致
します。

4月から小児外科に着任しました前田翔
平と申します。今回、6年ぶりに福岡市へ

戻って参りました。微力ながら福岡市の
小児医療に貢献できるよう、努めてまいり
たいと思います。

4月から福岡市立こども病院小児外来で

勤務させて頂いております鴨打周と申し
ます。子供たちのために日々の診療に
尽力いたします。よろしくお願い致します。

はじめまして。小児麻酔の勉強をしに福
岡大学よりまいりました。
半年間と短い間ですが、多くの知識と
経験を積みたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

育休後に３か月間九州大学病院で勤務した
あとの再就職になります。
またこども病院に戻ってくることができて
嬉しく思います。
ブランクがあるので至らない点もあるとは
思いますが、何卒宜しくお願いします。

心臓血管外科所属の岩橋啓介と申します。
1日でも早く仕事に慣れ、一人一人と向き
合った医療を心がけていきたいと思っており
ます。ご迷惑をおかけすることもあるかもし
れませんが、よろしくお願いします。

本年度、心臓血管外科でお世話になることに
なりました細田隆介と申します。
少しでもこちらで多くのことが学べるよう、
また地域の患者さんに貢献できるよう精進し
ていきたいと思います。よろしくお願いいた
します。

4月から循環器科に入職いたしました、寺師
英子と申します。2年間大阪で小児不整脈・
アブレーションを勉強し、またこども病院
に戻ってくることができました。子供たち
が元気に笑顔で過ごせるよう、精一杯頑張
りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致
します。



北九州市立医療センターより参り
ました。よろしくお願いします。
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むた たつひと

小児神経科

牟田 龍史

うえの ゆうじ

上野 雄司

よしだ まさたか

皮膚科

吉田 崇正
かわむら こうじ

河村 耕治

はすだ としや

形成外科

蓮田 敏也
みうら りり

三浦 莉理

アレルギー・呼吸器科

耳鼻いんこう科

きくの りえ

放射線科

菊野 里絵
きくち ゆうこ

菊池 由生子

集中治療科

境 真未子
さかい まみこ

河村 正太郎
かわむら しょうたろう

小児科
専攻医

さめしま すみと

鮫島 澄仁

いのうえ りょう

井上 瞭
ささき まお

佐々木 瑶
たくま あおば

詫間 青葉

みつやす ゆきな

光安 幸奈

いなだ ゆうたろう

稲田 祐太郎

つかだ ひろこ

塚田 寛子

小児神経科医としてはまだまだ未熟で、
4年ぶりの福岡市での勤務になります
が、早く皆様のお役に立てるよう頑張
ります。よろしくお願い致します。

初めまして。令和4年度からこども病院に勤
めます、形成外科の蓮田敏也と申します。
小児に特化した病院に勤務するのは初めて
です。何かと至らないことがあるかと思い
ますが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いし
ます。

小児科専攻医として
最後の一年なので、
一つでも多くのことを
吸収し実践していきた
いです。よろしくお願
い致します。

4月より1年間小児科専攻医として

勤務させていただきます。小児科
医として1年目であり、ご迷惑をお

かけしてしまうこともあるかもしれ
ませんが、一生懸命学ばせてい
ただきたいと思っています。何卒
よろしくお願い致します。

はじめまして、専攻医1年の

井上と申します。まだまだ実
力不足ではありますが、精
一頑張らせ頂きます。御指
導の程よそしくお願い致しま
す。

4月より形成外科で働かせていただき

ます。三浦と申します。小児疾患はあ
まり経験がなく、ご迷惑をおかけする
こともあると思いますが、精一杯頑
張って参りますので何卒よろしくお願
いいたします。

小児科専攻医の光安幸奈と申しま
す。

これからご迷惑をお掛けすることが
多々あると思いますが、日々勉強し
精進いたしますのでよろしくお願い
申し上げます。

２０２２年４月から当院に着任い
たしました。耳鼻咽喉科の中でも
小児診療についてはまだ経験が浅
いので、これから頑張っていく所
存です。何卒よろしくお願い致し
ます。

初めまして、4月から集中治療科に
配属となりました菊野と申します。
ご紹介頂いた患者さんが元気に退院
できるよう頑張りたいと思います。
ご指導のほどよろしくお願い致しま
す。

初期研修期間を終え、専攻医としてこども病院で
働かせていただくことになりました。久留米大学
出身で、初期研修は済生会熊本病院で行いまし
たが、出身地は鹿児島です。小児の経験がとて
も浅いので、日々努力し診療技術を高めたいと
思います。よろしくお願いいたします。

4月から専攻医として入職

しました、稲田祐太郎と申
します。大学から初期研修
まで計8年間鹿児島で生活

しておりました。福岡での
生活は初めてですが、精
一杯頑張りますのでよろし
くお願いします。

小児科1年目の詫間と申

します。子どもたちの笑顔
のために精一杯頑張りま
すのでご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたしま
す。

責任と使命感をもって、患者一人
ひとりのニーズに応える 医療を提
供できるように心がけていきます。
至らない点も多々あるかと思いま
すが、ご指導・ご鞭撻のほど 何卒
よろしくお願い致します。

４月より浜の町病院より移動とな
りました。画像診断の分野を担当
しています。よろしくお願いいた
します。
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○外来診療担当医表（令和4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。

https://childhp.fcho.jp/files/uploads/外来診療担当医表（令和4年5月）.pdf

☆診療体制のご紹介☆

☆地域別紹介患者統計（2022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2022年5月17日～5月31日
・「夜尿症について」 演者：泌尿器科：溝口 瞳
・「小児の尿路感染診療」 演者：腎疾患科：中尾 槙吾

〇第25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：2022年4月28日～5月26日
１） 胎児心エコー外来新患症例の紹介
２） 症例提示1「心室左右差、VSD、肝内石灰化を認めた1例」
３） 症例提示2「流出路の描出不良で紹介となった1例」
４） 専門医からのアドバイス「心臓の区分診断について」

4月28日より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中です。
URL：http://fukkuokataiji.kenkyuukai.jp/

☆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：馬場、寺本）
までお願いいたします
TEL：092-692-3316
Mail：renkei.k@fcho.jp

年明け以降も、大変多くの患者さんをご
紹介いただき、誠にありがとうございます。
通年での紹介率は令和3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

1月 2月 3月 1月 2月 3月

449 369 473 25 17 15

225 211 248 134 119 151

64 41 48 24 25 36

46 41 55 69 63 57

42 18 28 32 41 28

13 8 15 107 94 168

34 26 44 33 20 39

25 24 35 873 748 967

地　　区

福岡市医師会地区

東区

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）

地域医療連携室の人事異動について～副室長交代のお知らせ～

令和4年度、地域医療連携室副室長代理を行います、堀尾と申します。

地域医療連携室は、患者・ご家族の相談窓口となります。ご相談は、窓口・電話
にて、受け付けています。看護師・医療ソーシャルワーカーと一緒に、相談内容に
応じて、多職種・関係機関と連携を図り、より良い支援の提供に努めていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ほりお あつこ

堀尾 敦子

https://childhp.fcho.jp/files/uploads/%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%8C%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B45%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf
http://fukkuokataiji.kenkyuukai.jp/

