
天使病院 

 

所属メンバー 

・飯塚  進  (相談役、昭和 51 年卒) 

・外木 秀文  (主任科長、昭和 57 年卒) 

・高橋 伸浩  (NICU 科長、昭和 62 年卒) 

・奥原 広治  (小児科科長、平成 4年卒) 

・小籏 菜穂  (平成 17 年卒) 

・山本さやか  (平成 22 年卒) 

・徳富 智明  (平成 11 年卒) 

・脇口 定衛  (平成 16 年卒、非医会員) 

・米丸  希  (平成 22 年卒、非医会員) 

・大畑 央樹  (平成 23 年卒、非医会員) 

・三野 絵美  (非常勤、平成 8年卒) 

 

 

 

卒後臨床研修医 

4 人 

 

 

 

専門外来 

・心臓外来  (北大小児科心臓班医師/当院医師)  (×9/月) 

・神経外来  (北大小児科神経班医師)  (×2/月) 

・精神発達外来  (楡の会 石川先生)  (×2/月) 

・遺伝外来  (北海道医療大 新川先生/当院医師)  (×4/月) 

・新生児・未熟児フォーローアップ外来 (×1/年)(当院医師) 

・アレルギー外来  (当院医師)  (×4/月) 

・血液・腫瘍外来  (当院医師)  (×4/月) 

・内分泌外来  (当院医師)  (×8/月) 

・川崎病外来  (当院医師)  (×4/月) 

・予防接種  (当院医師)  (×9/月) 

・乳児健診  (当院医師)  (×8/月) 

 

 



天使病院 

 

病院全体の医師数  53 人 

小児科医師数  10 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  284 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  34 床 

NICU 病床数  15 床 

新生児病床数(NICU を除く)  14 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  64.8 人/日 

平均時間外外来数  2 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1,608 人/年  

年間のべ入院患者数  8,298 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  305 人/年 

 

年間分娩数  974 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  178 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 21 人/年 

年間呼吸管理患者数 35 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



天使病院小児科 

 

論文・著書など 

なし 

 

 

 

 

学会発表 

 全国学会 

 

1. 外木秀文、奥原宏治、飯塚 進、高橋信浩、徳富智明、服部 司、太田 亨、副島英

伸: Silver-Russell 症候群の遺伝学的異常の検討. 第 35 回日本小児遺伝学会、久留米

市、2012/4/19 

2. 徳富智明、外木秀文、奥原宏治、加瀬まさよ、飯塚 進: Prader-willi 症候群が非罹

患の同法に与える心理的影響. 第 35 回日本小児遺伝学会、久留米市、2012/4/19 

3. 太田紀子、奥原宏治、藤枝聡子、渡利道子、吉田 博、高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進: 

出生前に発見された SRY 転座による 46,XX DSD の一例. 日本小児内分泌学会、大阪市、

2012/9/29 

4. 徳富智晴、太田 亨、斎藤伸治、奥原宏治、飯塚進、高橋伸浩、小畑慶子、新川詔夫、

外木秀文: 過去 8 年間に天使病院小児科遺伝外来を受診しマイクロアレイを用いたゲ

ノム解析を行った患者の検討. 第 57 回日本人類遺伝学会、東京都、2012/10/24 

5. 飯塚 進: 保育園における感染症対策の検討－園におけるワクチン投与の把握と勧奨

の現状. 第 18 回日本保育園保健学会、東京都, 2012/10/27 

 

 地方学会 

 

1. 米丸 希、鈴木雅弘、脇口定衛、奥原宏治、飯塚 進、外木秀文、山本さやか、山上

雄司、小籏菜穂、高橋伸浩、徳富智明、服部 司、太田 亨、副島英伸: Silver-Russell

症候群 3例の遺伝学的検討. 第 284 計日本小児科学会北海道地方会、旭川市、2012/6/24 

2. 徳富英明、奥原雅弘、飯塚 進、外木秀文、加瀬まさよ: Prader-Willi 症候群の非罹

患罹患に関するアンケート調査. 第 284 回日本小児科学会北海道地方会、旭川市、

2012/6/24 

3. 鈴木雅弘、山本さやか、小籏菜穂、高橋伸浩、米丸 希、山上雄司、奥原宏治、外木

秀文、飯塚 進: 当院で脳低体温療法を行った重症新生児仮死児の検討. 北海道周産

期談話会、札幌市、2012/8/18 



4. 外木秀文: Schinzel Giedion 症候群の 1 例. 札幌市北東部小児医療研究会、札幌市、

2012/9/1 

5. 脇口定衛、米丸 希、奥原宏治、山上雄司、鈴木雅弘、山本さやか、小籏菜穂、高橋

伸浩、外木秀文、飯塚 進: 当院で経験した急性骨髄炎の 2 例. 札幌市北東部小児医

療研究会 

6. 米丸 希、山上雄司、鈴木雅弘、脇口定衛、奥原宏治、飯塚 進、植木将弘、植竹公

明、小林良二、黒澤健司、外木秀文: 当院で経験した Schnzel-Giendeion 症候群の 1

例. 第 64 回北日本小児科学会、新潟市、2012/9/8 

7. 飯塚 進: 札幌市内保育園におけるワクチン接種への意義. 札幌市乳幼児園医協議会

講演会、札幌市、2012/10/31 

8. 小籏菜穂、渡利道子、高橋伸浩、吉田 博、藤山怜史、門﨑圭美、原田直樹、外木秀

文: 出生前に診断され、出生後染色体異常が見つかった Miller-Dieker 症候群の一例. 

第 15 回出生前診断研究会、札幌市、2012/11/10 

9. 脇口定衛、渡利道子、藤枝聡子、計良光昭、吉田 博、高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進: 

天使病院における STIC を併用した胎児心エコースクリーニングの検討. 第 15 回出生

前診断研究会、札幌市、2012/11/10 

10. 米丸 希、山本さやか、山上雄司、鈴木雅弘、小籏菜穂、脇口定衛、奥原宏治、高橋

伸浩、外木秀文、飯塚 進、山本浩史、小林良二: 発熱、股関節痛を契機に発見され

た神経芽腫Stage IVの一例. 第285回日本小児科学会北海道地方会、札幌市、2012/12/2 

11. 山上雄司、高橋伸浩、山本さやか、米丸 希、鈴木雅弘、小籏菜穂、脇口定衛、奥原

浩治、外木秀文、飯塚 進、藤枝聡子、渡利道子、吉田 博: 先天性両側乳糜胸水を

合併した Prader-Willi 症候群の一例. 第 285 回日本小児科学会北海道地方会、札幌市、

2012/12/2 

12. 大谷明子、山本さやか、山上雄司、脇口定衛、奥原宏治、飯塚 進、外木秀文、米丸 

希、鈴木雅弘、小籏菜穂、高橋伸浩、山本浩史、藤山怜史、門﨑圭美: Cat eye syndrome

と Duane syndrome を合併した一例. 第 285 回日本小児科学会北海道地方会、札幌市、

2012/12/2 

13. 徳富智明、奥原宏治、飯塚 進、外木秀文、小畑慶子: Williams 症候群と橈尺癒合症. 

第 285 回日本小児科学会北海道地方会、札幌市、2012/12/2 

14. 米丸 希、奥原宏治、外木秀文、飯塚 進、及川敬太: オトガイ下部の腫瘤で見つか

った Triple ectopic thyroid の一例. 北海道小児内分泌研究会、札幌市、2013/2/3 

15. 鈴木雅彦: けいれん重積型脳症. 札幌市北東部小児医療研究会、札幌市、2013/2/9 

16. 山上雄司: 天使病院小児科救急外来のまとめ. 札幌市東北部小児医療研究会、札幌市、

2013/2/9 

 

 



17. 川村信明、飯塚 進、高橋 豊、東館義仁、中田修二、富樫武弘、渡辺 徹: 小児に

対するインフルエンザ菌および肺炎球菌ワクチン接種の推進に関する調査研究 第 5

報. 第 38 回札幌市医師会医学会、札幌市、2013/2/17 

18. 小笠原由法、飯塚 進、中山雅之、出村 守、菊田英明、渡辺一彦、母坪智行: 保育

園における感染症対策の検討 第二報, ワクチン接種に関する園医の認識と勧奨の現

状. 第 38 回札幌市医師会医学会、札幌市、2013/2/17 

19. 澤田博行、飯塚 進、菊田英明、中田修二、山中 樹、渡辺 徹: 札幌市におけるよ

りよい乳児健診に向けた研究 第二報. 第 38 回札幌市医師会医学会、札幌市、

2013/2/17 

20. 八十島弘一、中山雅之、小笠原由法、出村 守、飯塚 進: 健康な乳児の集団生活の

場である保育園における医療上の問題－与薬の取り扱いと登園許可証の取り扱い－第

4報. 第 38 回札幌市医師会医学会、札幌市、2013/2/17 

21. 外木秀文、高橋伸浩、奥原宏治、飯塚 進、徳富智明、服部司、太田 亨、副島英伸: 

ラッセルシルバー症候群の遺伝学的検討. 第 38 回札幌市医師会医学会、札幌市、

2013/2/17 

22. 米丸 希、小籏菜穂、脇口定衛、奥原宏治、高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進、太田 亨、

副島英伸、三宅紀子、松本直通: 歌舞伎症候群患者 4人の MLL2 遺伝子異常の同定. 第

286 回日本小児科学会北海道地方会、札幌市、2013/2/24 

23. 山本さやか、米丸 希、奥原宏治、外木秀文、飯塚 進、仁平寛子、中村明枝、石津

桂、田島敏広: MCT8 遺伝子異常による Allan-Herndon-Dudley 症候群の一例. 第 286 回

日本小児科学会北海道地方会、札幌市、2013/2/24 

24. 徳富智明、奥原宏治、飯塚 進、外木秀文、高橋伸浩、太田 亨、新川詔夫、斎藤伸

治、小畑慶子: マイクロアレイによるゲノム解析を活用した遺伝子診療. 第 286 回日

本小児科学会北海道地方会、札幌市、2013/2/24 

 

 

 

その他社会貢献など 

 なし 


