
札幌厚生病院 

 

所属メンバー 

・今野武津子 （昭和 47 年卒） 

・高橋美智子 （昭和 58 年卒） 

・佐藤 孝平 （平成 3年卒） 

・戸板 成昭 （平成 8年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

初期臨床研修医 10 名 

後期臨床研修医 16 名 

 

 

 

専門外来  

・消化器専門外来 

・内分泌専門外来 

・腎臓外来 （×1/月） 

・神経外来 （×1/2 月） 

・心臓外来 （×1/2 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

病院全体の医師数  115 人 

小児科医師数  4 人 (うち非常勤  人) 

 

病院全体の病床数  494 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  23 床 

NICU病床数  0 床 

新生児病床数(NICUを除く)  1 床 

 

NICU としての認定      なし 

 

平均小児科外来数  56 人/日 

平均時間外外来数  3 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  929 人/年  

年間のべ入院患者数  8,443 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  156 人/年 

 

年間分娩数  163 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  15 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 1 人/年 

年間呼吸管理患者数           4 人/年  (人工呼吸器管理は無) 
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8. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平、戸板成昭: 小児難治性潰瘍性大腸炎に対する白血
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学会発表 

 全国学会 

 

1. 今野武津子、横田伸一: シンポジウム 8. 鉄欠乏性貧血患者由来の Helicobacter pylori

菌株の鉄取り込み能と増殖速度は増加している－鉄欠乏のない患者由来の菌株との比

較－. 第 14 回日本ヘリコバクター学会、神戸市、2008/6/26 

2. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平、戸板成昭: クローン病における栄養療法の緩解維

持における有用性－当科における 27 症例の検討－. 第 35 回日本小児栄養消化器肝臓学

会、東京都、2008/10/12 

3. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平: Helicobacter pylori 感染による鉄欠乏性貧血の

発症には菌の鉄取り込み能と増殖速度が関与している. 第 35 回日本小児栄養消化器肝

臓学会、東京都、2008/10/11 

 



4. 戸板成昭、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 小児難治性潰瘍性大腸炎に対する白血

球除去療法の有用性に関する検討. 第 35 回日本小児栄養消化器肝臓学会、東京都、

2008/10/12 

5. 今野武津子、三野恵美、佐藤孝平、高橋美智子、横田伸一、藤井暢弘: Helicobacter pylori

感染による鉄欠乏性貧血の発症機序. 第 50 回日本小児血液学会、千葉市、2008/11/14 

6. 木田秀幸、今野武津子、高橋美智子ほか: 胃液を検体とした Helicobacter pylori の培

養の経験－当院における 10 年間の検討－. 第 57 回日本農村医学会、筑波市、2008/10 

 

 

 地方学会 

 

1. 佐藤孝平、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子: 幼児 1型糖尿病の 4例. 第 273 回日本

小児科学会北海道地方会、札幌市、2008/11/30 

2. 戸板成昭、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 炎症性腸疾患における便中カルプロテ

クチン検査の有用性. 第 274 回日本小児科学会北海道地方会、旭川市、2009 

3. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平、戸板成昭: 治療中に急性激症化を来した小児潰瘍

性大腸炎症例の病態と治療. 第 34 回札幌市医師会医学会、札幌市、2009/2/22 

4. 佐藤孝平: 幼児 1 型糖尿病に対する持効性インスリンの使用経験. 第 10 回北海道小児

糖尿病研究会、札幌市、2008/6/21 

5. 佐藤孝平、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子: 小児難治性潰瘍性大腸炎患者に対する

白血球除去療法 (LCAP) の治療経験. 第 1 回北海道小児消化器病フォーラム、札幌市、

2008/9/20 

 

 

その他社会貢献など 

 

1. 今野武津子: 講演「小児の消化器疾患-炎症性腸疾患とヘリコバクター感染症のトピッ

クス」.函館小児科医会学術講演会、函館市、2009/1/23 

2. 佐藤孝平: 講演「カルシウム、リンの生体内調節とその異常」. 日本イーライリリー神

戸本社スタッフ研修会、神戸市、2008/11/21 

3. 今野武津子: 新米ママの育児講座. 札幌市、2008/7/9 

4. 今野武津子: 日本炎症性腸疾患協会(CCFJ)認定診療医 

 


