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§筑豊小児科医会およびその他勉強会のご案内

■第 312回（第 49回 筑豊周産期懇話会と同時開催）

●日 時：2019年 11月 28日（木） 19：00～

●場 所：田川市立病院

* 参加費必要 （医師：500円、医師以外：200円）

* 詳細が決まり次第、後日 FAXにてお知らせ致します。

■第 313回

●日 時：2019年 12月 5日（木） 19：00～20：15

●場 所：のがみプレジデントホテル

一般講演 19:00～19:15 

「 頬部巨大血管腫に対してプロプラノロール内服療法を行った超低出生体重児の一例 」 

 飯塚病院 小児科 齊木 玲央 

特別講演 19:15～20：15 

「 小児科医による乳児血管腫治療への実践的アプローチ 」 

佐賀大学医学部小児科学教室 診療講師 西 眞範 先生 

* 講演会終了後、情報交換会を予定しております。

■第 314回（令和元年度 筑豊地域小児在宅医療定例研修会（1月）と同時開催）

●日 時：2020年 1月 10日（金）

●場 所：のがみプレジデントホテル

〈その他研修集会のお知らせ〉 

■筑豊インフルエンザセミナー

●日 時：2019年 11月 20日（水） 19：00～20：10

●場 所：のがみプレジデントホテル

特別講演 19:10～20：10 

「 インフルエンザに端を発する冬季呼吸器感染症の留意点 」 

佐賀大学医学部国際医療学講座 臨床感染症学分野 教授 青木 洋介 先生 

* 講演会終了後、情報交換会を予定しております
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§飯塚病院 月間診療のまとめ  《2019年9月》

●入院患者数 145人 ●外来患者数 1,381人 ●救命救急センター受診者数 489人

●新生児センター入院患者数 19人 ●分娩件数 42件

●主要疾患数（退院患者数；125人）

肺炎・気管支炎 21 痙攣及びてんかん 17 低出生体重児 15 

喘息 13 新生児呼吸障害・心血管障害 4 急性上気道感染症 3 

高ビリルビン血症及び黄疸 2 急性胃腸炎 1 髄膜炎 1 

腸重積・腸閉塞 1 その他 47 

●紹介件数 148件  （件） 

① 
飯塚急患センター 

11 
栗原小児科内科クリニック 

③ 宮嶋医院 8 

④ まつなり医院 7 

⑤ 

くわの内科・小児科医院 

5 ささきこどもクリニック 

やまのファミリークリニック 

§地域連携ささえあい小児診療

■ 2019年 11月・12月 分のスケジュール ■

11月 12月 

11月 7日 木 飯塚市立病院 穐吉 秀隆 12月 3日 火 宮田病院 甲斐 丈士 

11月 14日 木 
こどもクリニックもりた 

森田 潤 
12月 10日 火 

栗原小児科内科クリニック 

栗原 潔 

11月 19日 火 
ささきこどもクリニック 

佐々木 宏和 
12月 12日 木 飯塚市立病院 穐吉 秀隆 

11月 21日 木 飯塚市立病院 穐吉 秀隆 12月 17日 火 
いいづかこども診療所 

牟田 広実 

11月 26日 火 社会保険 稲築病院 片山 邦弘 12月 19日 木 
たなかのぶお小児科医院 

田中 信夫 

12月 26日 木 
あざかみこどもクリニック 

阿座上 才紀 
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§新任のお知らせ

「ご 挨 拶」 

おくみや

飯塚病院 小児科 医長 屋宮 清
きよ

仁
ひと

2019年 10月から飯塚病院小児科へ赴任致しました。6年前にも 1年間勤務させ

て頂き、今回は病棟医長を拝任し戻って参りました。飯塚病院は筑豊地域の中

核病院として多彩な疾患を有する児が集まってきますが、責任感をもって務め

させて頂きます。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、先生方のご

指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い致します。 

§研修医のご紹介

「ご 挨 拶」 

後期研修医 1年 後藤
ご と う

 淳一
じゅんいち

総合診療・家庭医プログラム後期研修として 3 か月間の小児科研修中です。以

前は循環器内科を専門にカテーテル治療等をしていましたが思うところあり、

家庭医を目指すことになりました。カテ医→カテイ医というわけで苦手意識の

あった小児診療をこの機に再度学び直したいと思っています。短い間ですがよ

ろしくお願いいたします。 

初期研修医 1年 岩
いわ

﨑
さき

 恒
ひとし

2019年 10月に小児科ローテーションさせていただいている岩﨑恒と申します。

飯塚病院では夜間救急外来で初期研修医も小児科ブースを担当させていただい

ているため、このローテーションで小児科の基礎をしっかり学んで今後に活か

していければと思います。至らない点は沢山ありますがどうぞよろしくお願い

します。 

初期研修医 1年 松
まつ

﨑
ざき

 彩
あや

2019年度飯塚病院に採用されました、初期研修医 1 年目の松﨑彩と申します。 

嘉麻市で生まれ飯塚市で育ち、幼い頃からお世話になった筑豊で医師としての

スタートができて大変嬉しく思っています。10月～11月の期間小児科ローテー

ターとして、またこの 2年間は救急外来で小児医療に携わらせて頂きます。

少しでも子供たち、ご家族の力になれるよう、日々研鑽を積み、精一杯頑張り

ます。何かとご迷惑をおかけするかと存じますが、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 
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