令和 3 年 4 月 1 日に着任した新任医師を紹介します

医師

患者さんに寄り添った医療を
心がけています。
よろしくお願いいたします。

医師

地域の小児医療に貢献したい
と思います。

整形外科 医長

さくらい

りゅうた

櫻井 立太

医師

かわなみ

としのり

川波 敏則

医師

田川・筑豊地区の地域医療に
貢献できるように精進いたし
ます。

感染症科 医員

すずき

しょうたろう

鈴木祥太郎

医師

田川の医療に貢献できるよう
努めてまいります。
よろしくお願いいたします。

田川と周辺地域の皆さんに安
心していただけるような診療
を心がけます。

6 年振りの田川になります。
全力で頑張ります。
よろしくお願いします。

小児科 医員

消化器内科 医員

総合診療科 医員

たけもり

わたる

武森 渉

医師

ひろあき

児嶋 宏晃

医師

ひろこ

岡﨑 裕子

医師

消化管外科疾患の治療に携わ
ふじなか
っています。根治性が担保さ
れた、低侵襲で合併症の少な
い手術を目指しています。特
に直腸癌の腹腔鏡手術、肛門
温存に力を入れています。

呼吸器内科 医員

あかいけ

さちか

赤池 幸歌

医師

地域の皆様に親しまれ、信頼
される医師を目指して、患者
さんに寄り添った医療を提供
できるように努めてまいりま
す。よろしくお願いいたしま
す。

小児科 医員

かすがい

ゆう

春日井 悠

医師

木下 英士

医師
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けいき

吉田 圭希

医師

患者さんやご家族の方々に寄
り添い、地域医療に貢献でき
るように頑張ります。
よろしくお願いいたします。

産婦人科 医員

たなか

さくらこ

田中 桜子

医師

微力ながら田川の周産期・婦
人科医療に少しでも貢献でき
るように日々努めてまいりま
す。よろしくお願いいたしま
す。

整形外科 医員

みやふさ

れいな

宮房 玲奈

医師

患者さんに寄り添い、安心し
て治療を受けられるよう尽力
します。

うつらない・うつさないために、手洗い・
マスクの着用・３密を避ける行動をしましょう。
●不要不急の外出を控えましょう
●感染拡大地域との不要不急の往来を控えま
しょう
●ワクチン接種後も感染対策を
続けましょう

哲人

地域の皆さんのお役に立てる
よう頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

総合診療科 医員

よしだ

松隈

えいじ

病院長

整形外科 医員

きのした

26

日

福岡県では、４月以降感染が拡大しています。
より徹底して感染対策に努めましょう。

4 ページに続く
田川市立病院ニュースレター vol.33 ｜ 3 ｜
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上の患者さんの治療にあたってきました︒
国内でもワクチン接種が始まりました

感染防止対策のお願い

がワクチン接種によって集団免疫が獲得
され︑この感染症が通常のインフルエン

地域の子どもたちやご家族が
安心して過ごせるよう頑張り
ます。

ザ感染症程度になるには数年を要するよ
うです︒

患者さんに寄り添い、より良
い医療を提供できるよう日々
精進いたします。

医師

当院では︑今後も感染症指定医療機関
として新型コロナウイルス感染症の診療
を行いながら︑一般診療もさらに充実さ
せるべく職員一丸となって取り組んでま
いります︒感染対策の必要上︑当院をご
利用の皆様には今後も来院時の検温や問
診︑面会禁止などでご面倒をおかけしま
すが︑地域医療を守るためにもご協力お
願いいたします︒

令和 3 年 4 月に赴任しまし
た児嶋と申します。
田川の医療に貢献できるよう
頑張ります。

おかざき

よしひこ

藤中 良彦

令和３年４月

子どもが好きです。
よろしくお願いいたします。

こじま

外科 部長

ふじなか

感染症の患者さんが重症化した場合など
に転院の上で治療をお願いしてきました︒

医師

馬場 晴久

呼吸器内科 部長

この度︑当院の新型コロナウイルス感
染症診療の強化と飯塚病院との連携をよ
り円滑に行う事を目的に飯塚病院感染症
科の医師を当院の常勤医として派遣して
いただけることになり︑４月１日から鈴
木祥太郎医師が勤務しています︒

吉田 祥子

はるひさ

続くコロナ対応

さちこ

ば

当院が最初の新型コロナウイルス感染
症の患者さんを受け入れてから一年が経
過し︑皆様のご協力もあり︑幸いこれま
で院内感染を起こすことなく２５０人以

産婦人科 医長

よしだ

小児科 部長

令和３年４月に︑総合診療科医３人体
感染症科の医師が着任
制の継続と新たに呼吸器内科や感染症科
筑豊の医療の中心的存在である飯塚病
の医師が着任したことで︑新型コロナウ
イルス感染症の診療体制が充実しました︒ 院には︑これまでも新型コロナウイルス

森 直樹

ば

呼吸器内科の入院診療開始

なおき

田川市立病院では︑これまで呼吸器内
科の診療は非常勤医による週一回の外来
診療のみでしたが︑令和３年４月に産業
医科大学呼吸器内科より川波敏則准教授
と赤池幸歌医師を常勤医として派遣して
いただき外来診療に加え︑新たに入院診
療を開始いたしました︒
呼吸器内科は︑通常の呼吸器疾患だけ
でなく肺炎が主体となる新型コロナ感染
症の診療においても重要な役割を果たし
ます︒

泌尿器科 部長

もり
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診療トピックス
覗いて
みてね！

田川市立病院では看護師、助産師、薬剤師、管理栄養士の正規職員を募集します。

田川市立病院

各診療科の
紹介はこちら

正規職員募集

2

田川の地域医療の向上を目指し、
私たちと一緒に働きませんか。新人の方大歓迎です。
しっかりと新人教育を行い、サポートします。
身分は地方公務員で、給与は国家公務員に準じています。
詳しくは、田川市立病院ホームページをご覧ください。
みなさんの応募をお待ちしています。
一緒に
せんか？
働きま

令和３年に
入職した看護師です。
みなさんの応募
待っています。

第1回

試験日
（令和３年）

6 月27日

受付：４月26日〜６月11日

第2回

職

種

看護師
助産師

11

広報たがわ
R3. 5.15号

受験資格

昭和63年
４月２日以降に
生まれた人

看護師免許を有する人又は
令和４年４月末までに免許
取得見込みの人

採用予定人数

17 人程度

8 月 1日

受付：６月14日〜７月16日

第3回

9月 5日

受付：７月19日〜８月20日

助産師免許を有する人又は
令和４年４月末までに免許
取得見込みの人

３人程度

薬剤師

平成３年
４月２日以降に
生まれた人

薬剤師免許を有する人又は
令和４年４月末までに免許
取得見込みの人

3 人程度

管理栄養士

平成６年
４月２日以降に
生まれた人

管理栄養士免許を有する人
又は令和４年４月末までに
免許取得見込みの人

1 人程度
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※合格者が採用予定人数に
達した場合は、それ以降
の試験は実施しません。

栄養指導や講座での
講師など幅広く活動

外

トピックスの一部をご紹介します。

1

呼吸器内科

肺や気管支の入院診療が可能に

科

ベテラン勢の熟練の技能

当院外科医は、日本消化器外科専門医・指導
医や日本内視鏡外科学会の技術認定、日本肝胆
膵外科学会の高度技能専門医（福岡県で 15 人
のみ）
、FUSE など様々な専門技術を習得して
います。各医師の取得資格はホームページをご
覧ください。
外科は、消化器がん、乳がんなどの悪性腫瘍
や虫垂炎、胆嚢疾患、鼠径ヘルニア、閉塞性動
脈硬化症などの良性疾患の治療も行っています。

4

令和3年4月からの診療体制に関する

呼吸器内科に常勤医師が２人着任し、入院診
療も行うことができるようになりました。
呼吸器内科では、肺や気管支の病気の内科的
診療を行います。肺炎、気管支喘息、胸膜炎、
肺がん、自然気胸、難治性の咳嗽（治らない咳）、
喀痰などの診療を行っています。（※Ｐ２も参
照ください）

3

感染症科

当院COVID-19チーム強化

感染症指定医療機関として、新型コロナウイ
ルス感染症の診療等を強化するため、感染症を
専門とする常勤医がチームに加わりました。な
お、感染症科としての外来診療は行わず、新型
コロナウイルス感染症患者さんの治療に専念し
ます。
（※Ｐ２も参照ください）

産婦人科
女性医師2人着任

令和３年４月から、女性医師２人が着任し４
人体制で診療しています。女性医師の診察を希
望される方はお気軽にご相談ください。
産婦人科では、妊娠出産、生理痛、月経異常、
がん検診で異常を認めた場合、卵巣腫瘍、子宮
筋腫などの良性腫瘍、卵巣がん、子宮頸がんな
どの悪性腫瘍などを診療しています。産婦人科
と小児科ではインスタグラムも行っています。
田川市立病院で検索してください。

5

泌尿器科

常勤医２人体制に

令和３年４月から常勤医２人、非常勤医１人
体制となり、入院診療体制も充実しました。
泌尿器科では、尿路性器系（腎、尿管、膀胱、
前立腺、尿道、精巣など）の疾患（腫瘍、結石、
感染症など）に対する診療を行っています。

田川市立病院ニュースレター vol.33 ｜ 4 ｜
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地 域 医 療 連 携

13

田川市立病院では、
田川地域の患者さんに安心して診療を受けていただけるよう、
地域医療機関のかかりつけ医
（登録医）
の先生方と連携して医療を提供し、
地域医療の向上に寄与するため、
田川市立病院内に開放病床
（5床）
を
設置しています。
このことにより、
地域医療機関での入院前の診療、
当院での入院診療、
退院後まで継続性のある一
貫した医療を受けていただくことができます。
医療機関の紹介は、
開放病床の登録
（登録医）
順にご紹介させていただいています。

松尾ファミリークリニック

田川市伊田4547‑9
0947‑47‑1515
［院 長］ 松尾
俊哉 先生
［診療科］ 内科、腎臓内科、小児科
平成28年7月に内科、腎臓内科、小児科のクリニッ
クとして開院しました。場所は福岡県立大学のすぐ隣
に位置し、青い屋根が目印です。ファミリークリニッ
クの名前の通り、大人から子供まで家族一緒に、幅広
く全人的な診療を心がけています。特に糖尿病、脂質
異常症、高血圧、腎臓病、痛風などの生活習慣病は迅
速に診断ができるように、院内で生化学検査ができる
体制をとっています。

田川市立病院は平成21年から平成28年までお世話
になり、内科特に腎臓内科と透析科を専門としていま
した。田川地区には糖尿病や腎臓病の患者様が多く、
腎臓透析にかかわる多くの症例を経験させていただき
ました。一般内科診療も同時に行っていたのですが、
そこで肺炎など一般内科的な症例も多く経験させてい
ただきました。総合内科と腎臓内科という二つの立ち
位置で仕事をさせていただいたことが、開業医となっ
た今非常に役に立っていることを実感しています。
新型コロナウイルスという未知の感染症に初期の段
階から第一線で対応された田川市立病院スタッフの皆
様には感謝申し上げます。この感染症を機に、国とし
ても感染症指定医療機関に力をいれることになるでし
ょう。そういう意味でも田川市立病院にとっては追い
風になることを期待しています。また、これまで同様、
田川市立病院との連携を密にしていきたいと考えてい
ますので、私たちクリニックをよろしくお願いいたし
ます。

令和３年

度 上半
期（

田川市立病院
みんなの健康講座

月 火 水 木 金 土

歯と口腔の病気

開催
中止

［午後］

14：00〜18：00 ● ● ／ ● ● ／

田川市立病院 登録医に関する

みなさんが気になる口腔内の病気について、わか
りやすく説明します。

何ができるようになるの？

田川市立病院の登録医は、開放病床（急性期・高度医療の治療を行
う病床）で、登録医と当院担当医が共同で診療を行います。そのた
め、入院中の状態を登録医が詳しく把握することができるので、退
院後の診療がスムーズに行われます。
その他、登録医は院内施設・機器の利用、関係職員とのカンファ
レンスの実施、研修会への参加等ができます。
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第１回

歩くのが遅くなった !?

−早期に取り組む低栄養予防の食事−

開催済

加齢にともない筋力や活動が低下している状態を
フレイル といいます。そのフレイルを防ぐため
の食事について解説します。 第１回のみ動画配信中

第４回

心臓病

第３回

さあ運動はじめませんか

−心筋梗塞と狭心症のお話−

−その前に知っておきたいこと−

６月８日（火）11：00〜12：00

心筋梗塞と狭心症のこと、その治療方法、自分で
できる予防方法などを詳しく解説します。

登録医って何？

登録医とは、患者さんの病状にあわせた継続性のある医療を切れ目
なく行うため、当院と連携（登録医として登録）している地域の医
療機関の先生方（かかりつけ医）のことです。

お気軽にご参加ください。

栄養管理科

７月14日（水）11：00〜12：00
循環器内科 副院長 桑田 孝一

&

今年度からポイントカード導入

４月９日（金）11：00〜12：00
管理栄養士 丸山 麻美

5月10日（月）11：00〜12：00
部長 天野 裕治

歯科・歯科口腔外科

備考
日曜・祝日・休診
※土曜13：00まで

参加無料・申込み不要

第２回

［午前］

9：00〜12：00 ● ● ● ● ● ●
※

）

毎月１回、地域のみなさんを対象とした健康講座を行っています！
感染対策を徹底し、安心して参加いただけるようにしています。
感染状況などにより、開催が中止となる場合があります。
事前に電話で問い合わせるか、当院ホームページをご覧ください。
12 回中 8 回出席で表彰 & 特典もありますのでお楽しみに！
※開催中止のある場合は、開催回数の３分の２以上の出席

［診療時間］
診療時間

４〜９月

リハビリテーション技術科

中島

史博・諏訪

理学療法士

央

筋力の低下を防ぐための運動指導を行います。体
を少し動かしながら楽しく学びませんか。

第６回

もう少し知りたい！

第５回

がんの痛みはどのように
コントロールしているの？
9月10日（金）11：00〜12：00
病棟看護師 上田 和代

看護部門

がんは男性の２人に１人、女性の2.5人に１人が人生
で１度はなるといわれている身近な病気です。症状は
痛みや全身の倦怠感、呼吸困難など様々です。どのよ
うに痛みをコントロールしているのかお話します。

糖尿病と検査
８月12日（木）11：00〜12：00
副臨床検査技師長 高橋 秀年

臨床検査科

糖尿病になったら身近に行う検査についてお話し
ます。糖尿病は身近な病気です。何のためにどのよ
うな検査を行うのか解説します。

田川市立病院ニュースレター vol.33 ｜ 6 ｜
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