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今月のトピックス（産婦人科 診療部長 李 理華） 

皆様、こんにちは。 

飯塚病院産婦人科は、現在常勤医師 11名（内
後期研修医 3名）、非常勤医師 2名で日々の診
療を行っております。年々分娩件数は徐々に減
少しており、昨年 2020年は 445件(前年 475
件)でした。しかし、通常のハイリスク母体搬送
に加え、コロナ関連の患者受け入れや母体搬送
の打診もあり、筑豊地域の唯一の総合周産期母
子医療センターとして、母体搬送は断らないこ
とを信条に産婦人科一同頑張っております。こ
れもひとえに当院新生児部門の先生方、スタッ
フの方々が、いつも快く患者さんを受け入れて
くれるおかげだと日々感謝しています。週に 1回新生児部門と周産期カンファレンスを行い、入院、外来管
理中のハイリスク妊婦さんの情報交換を行い、円滑な診療が行えるよう務めています。 

当科は特定の大学医局からの医師派遣は受けていませんが、その分、色々な場所で研修を積んだ医師が集
まっています。多彩な経験がある分、ミーティングではよく症例検討を行い、エビデンスレベルと質の高い
医療の提供ができるように日々努力しています。 

当科は後期研修医の受け入れも行っており、今年度からは新たに 1名の先生が後期研修を開始しました。
後期研修の先生達は提携を結んでいる他病院産婦人科での研修も行っており、現在は当院から2名の先生が、
沖縄中部病院、鹿児島市立病院で各々研修を行っています。また一方で、今年は長崎医療センター、沖縄中
部病院の後期研修の先生達が当院で研修を受けてくれるため、若い助っ人として非常にありがたく思ってい
ます。 

 初期研修の先生達もいますので、本当に毎日にぎやかな職場です。病棟にある広くはない医師控え室で、（な
るべく 3密は避けながら）和気藹々としています。病棟、外来スタッフとともにチームワークを大事に、こ
れからも筑豊地域の周産期医療に貢献できるように努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い
申し上げます。 

小児科関連勉強会（オンライン配信）のご案内 

 

 

 

 

 

■第 328回 筑豊小児科医会勉強会   

●日  時：2021年 7月 14日（水）18：30～ 

 特別講演 18：40～ 
「小児期に始めるニキビ対策と治療」 

こばやし皮膚科クリニック 副院長 小林美和先生 
 

*医療機関に所属されている医薬関係者の方が対象となっております。 

詳細につきましては案内状をご確認ください。 

8月の筑豊小児科医会勉強会は、規定により休会とさせていただきます。 

 

産婦人科 スタッフ 
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新任医師のご紹介

● くらて病院 小児科 部長 樋口
ひ ぐ ち

尚子
な お こ

 
令和 3年 4月にくらて病院小児科に着任しました、樋口尚子と申します。 
2007年に産業医科大学を卒業し、北九州市立医療センターで初期研修を終え、産業医科大学小児科に入局し
ました。その後は、2年間の産業医を挟みつつ、北九州市内で小児医療に携わってまいりました。微力ではご
ざいますが、地域の小児診療に貢献できるよう尽力して参ります。 
また、鞍手町の小児科は当院のみですので、引き続き、救急医療や夜間・休日の診療など、地域の先生方に
お力添えを賜りたく存じます。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

研修医のご紹介

● 飯塚病院 初期研修医 1年目 武
たけ

 貞
さだ
輝
き

 
初期研修医 1年目の武 貞輝です。 
5月 31日から 6週間、飯塚病院小児科で研修させていただきます。 
私は家庭医を志しており、generalistとしての小児科医に大変魅力を感じています。また
地域医療において、小児診療の勉強は欠かせないものであると考えています。まだまだ力
不足ではありますが、しっかりと患者さんと向き合い、実り多い 6週間にできるよう一生
懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

● 飯塚病院 初期研修医 1年目 中川
なかがわ

雄
ゆう
介
すけ

 
初期研修医 1年目の中川 雄介と申します。 
5月 31日から 6週間、小児科で研修をさせて頂きます。 
小児科では疾患と治療についてだけではなく、患者さんやそのご家族とのコミュニケー
ションの取り方などを先生方から学んでいきたいと思っています。 
できることは少ないですが責任をもって患者さんと向き合っていきたいです。 
至らぬ点は多々あると思いますが、日々成長していきたいと考えているのでどうぞよろしくお願いします。 

● 飯塚病院 初期研修医 1年目 神矢
か み や

真由
ま ゆ

 
初期研修医 1年目の神矢真由と申します。5月 31日より 6週間小児科で研修させていた
だきます。 
まだまだ未熟でできることは少ないですが、先生方からご指導、サポートしていただきな
がら病棟での診療に参加させていただいております。 
辛そうにしていた子どもたちが治療を終えて笑顔で帰っていく姿を見て元気を貰って充
実した毎日を過ごしています。 
患者さんとその家族にとって何が最善なのかを丁寧に考え、私自身も医師として少しでも成長できるよう
日々努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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地域連携ささえあい小児診療 

近年、小児科医の不足などにより小児救急医療の確保が危ぶまれる中、飯塚地区・直鞍地区・田川地区の小
児科医師が、飯塚病院小児科とスクラムを組んで飯塚病院救命救急センターの夜間小児診療に参加し、筑豊
地域小児救急医療の充実を図ろうという取り組みです。 

■ 2021年 7月・8月分のスケジュール ■ 

7月 8月 

7/1 木 あざかみこどもクリニック 阿座上 才紀 8/3 火 宮田病院 甲斐 丈士 

7/8 木 飯塚市立病院 穐吉 秀隆 8/5 木 こどもクリニックもりた 森田 潤 

7/15 木 たなかのぶお小児科医院 田中 信夫 8/12 木  飯塚市立病院 穐吉 秀隆 

7/20 火 ささきこどもクリニック 佐々木 宏和 8/20 金 荒木小児科 荒木 久昭 

7/27 火 いいづかこども診療所 牟田 広実 8/24 火 栗原小児科内科クリニック 栗原 潔 

月・水・金は頴田病院の医師が担当します。 8/26 木 尾上小児科医院 尾上 嘉浩 

8/31 火 社会保険 稲築病院 片山 邦弘 

 

飯塚病院 月間診療のまとめ  《2021年 4月》 

●入院患者数 92人 ●外来患者数 1,074人 ●救命救急センター受診者数 313人 

●新生児センター入院患者数 14人 ●分娩件数 31件 ●手術件数 10件 

●主要疾患数（退院患者数：81人） 

肺炎・気管支炎 16 低出生体重児 11 痙攣及びてんかん 5 

急性胃腸炎 4 新生児呼吸障害・心血管障害 2 急性上気道感染症 1 

高ビリルビン血症及び黄疸 1 喘息 1 その他 40 

 

●紹介件数 
小児科：145件 小児外科：14件 

①  宮嶋医院 13 ①  栗原小児科内科クリニック 5 

②  
いいづかこども診療所 

9 ③  
大任町役場 住民課 衛生係 

2 
たなかのぶお小児科 吉國医院 

④ 平野医院 ７ 
④ 

あざかみこどもクリニック 
1 

⑤ ささきこどもクリニック  ６ 岡山医療センター     ほか 3件 
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Pediatrics note（小児科 診療部長 大矢崇志）

2月号の続きで「レジリエンス（逆境でも積極的に心理的、感情的、社会的、精神的な成果を上げられる能

力）の発達」についてです。レジリエンスの発達には、①愛着の形成、②自律神経系の安定、③安心・安全

を感じ取る能力が必要です。2月号の愛着形成の発達的側面に続き、今回は、愛着の 4つの型を紹介します。 

 

●安定型：分離時に多少の混乱を示すが、再会時には積極的に身体の接触を求め、混乱は容易に沈静する。     

親が安全基地として機能している。 

親の特徴；子の欲求や状態の変化に敏感で過剰あるいは無理な働きかけが少なく、遊びや身体的接触を楽しむ。 

●回避型：分離時の混乱がほとんど無い。再会時も無関心で、親が安全基地として機能しない。 

親の特徴；子の働きかけに拒否的で、微笑みや身体的接触が少なく、子の行動を規制しようとする。 

●葛藤型：分離時に強い不安や混乱を示す。親との再会時に強く身体の接触を求めつつ、怒りや攻撃を示す。       

親が安全基地として機能しない。 

親の特徴；子の働きかけに敏感でなく、子への働きかけが母親の都合に合わせたものとなり、結果的に子が同じ

事をしてもそれに対する反応が一貫性に欠けている。 

●無秩序型：親に近寄りながら拒否するような一貫性に欠けた無秩序な行動をする。個々の行動がばらばらな印象

を観察者に与える。 

親の特徴；精神状態が不安定。突発的に表情や声などの言動が変わる。子を虐待したり、抑うつ症状を訴えたり

する。 

 

子ども達は親（愛着の対象）という安全基地から外の世界に飛び立ちます。疲れたら基地に戻り、疲れを

癒してまた飛び立っていく、これを繰り返しながら、やがて心の中に親のイメージを作ります。こうなれば、

一人でも大丈夫です。人見知りや後追い、母子の分離不安はこの過程の大切なサインです。回避・葛藤・無

秩序型のような子に出会ったら、子に気を配りつつ、親御さんの話をゆっくり聴いてみてください。 
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外来診療担当表（○初診、●再診）2021年 6月 1日現在 

一般外来 月 火 水 木 金 

小児科 

岡松由記(小児科部長) ●  AM● 
PM○/● 

AM● 
PM○/● PM○/●または大矢 

神田 洋 AM○/●     

大矢崇志 ○/●    PM○/●または岡松 

八ツ賀秀一 PM○/●  
AM○/● 

または堀川   

田中祥一朗  ○/●  ○/●  

齊木玲央  AM○/●    

田中ゆかり   AM○/●  AM○/●または大矢 

嘉村拓朗     AM○/● 

堀川洋平   
AM○/● 

または八ツ賀   

上杉 達    AM○/●  

園田知子  AM○/●   ○/● AM 

小児 
外科 

田口匠平(小児外科部長) ○/● 
手術 

○/● 
手術 

○/● 
鴨打 周 ● ● ● 

専門外来：予約・紹介状必要 

新生児 神田 洋  PM○/●    

神経発達 
近藤里香子 ○/●   ○/●  

大矢崇志  AM○/●  PM○/●  

循環器 
籠手田雄介  PM○/●    

平田悠一郎   PM○/● 
（第 2,4） 

  

内分泌 

八ツ賀秀一     ○/●(第 1,2） 

喜多村美幸   ○/● 
(不定期：月１回） 

  

牛嶋規久美     ○/●(不定期：月 1回） 

腎臓 荒木潤一郎     PM○/●(不定期：月１回） 

血液内科 安藤昭和     PM○/●(不定期：第４） 
アレルギー 田中祥一朗   ○/●   

1ヶ月健診（金曜午後）     PM 
福岡県予防接種センター事業    PM  


