
市立札幌病院                   

 

所属メンバー 

小児科 

・川村 信明 （部長、昭和 54 年卒） 

・須藤  章 （副部長、平成 3年卒） 

・佐野 仁美 （医長、平成 3年卒） 

・斎田 吉伯 （医長、平成 5年卒）  

・城 和歌子 （副医長、平成 11 年卒） 

・本間多恵子 （医師、平成 16 年卒、非医会員） 

・提嶋 久子 （兼任・副医長、平成 9年卒） 

新生児内科 

・服部  司 （部長、昭和 48 年卒） 

・中島 健夫 （副部長、昭和 53 年卒） 

・水島 正人 （医長、平成 4年卒） 

・野呂  歩 （副医長、平成 8年卒） 

・里見 達郎 （副医長、平成 11 年卒） 

・夘月ゆたか （医師、平成 17 年卒） 

 

 

卒後臨床研修医 

0～2 名 

 

 

専門外来 

・免疫・アレルギー外来 （×5/週、川村） 

・神経外来 （×3/週、須藤） 

・慢性（糖尿病・内分泌、腎臓）外来 （×3/週、佐野・城） 

・心エコー外来 （×2/週、斎田） 

・心臓外来 （×1/週、武田充人） 

・未熟児外来 （×4/月、服部・中島） 

・乳児健診 （×1/週） 

・予防接種 （×1/週） 

 

 

 



市立札幌病院 

 

病院全体の医師数  210 人 

小児科医師数  14 人 (うち非常勤  2 人) 

 

病院全体の病床数  810 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  35 床 

NICU 病床数  15 床 

新生児病床数(NICU を除く)  21 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  42 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           851 人/年（一般）、342 人/年（新生児） 

年間のべ入院患者数          6,134 人/年（一般）、10,198 人/年（新生児）  

年間時間外入院患者数  217 人/年 

 

年間分娩数  684 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  195 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 59 人/年 

年間呼吸管理患者数                  84 人/年（新生児）＋7人/年（一般） 

 

 

 

 

 

 

 

 



市立札幌病院 

 

論文・著書など 

1. 須藤 章、林由起子、佐野仁美、川村信明、西野一三、埜中征哉: ACRA1 遺伝子変異を

有する重症乳児型ネマリンミオパチーの兄弟例. 脊髄性筋委縮症Ⅰ型児（者）における

スイッチ使用状況・言語発達・上肢機能・QOL－親に対するアンケート調査より－. 脳

と発達 45: 452-486, 2013 

2. 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の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誌 38: 63-64, 2013 

3. 飯塚 進、川村信明、東館義仁、中田修二、長谷直樹、渡辺 徹: 札幌市の小中学校・

幼稚園・保育園における食物アナフィラキシー対策網（第 2 報）. 第 38 回札幌市医師

会医学会誌 38: 73-74, 2013 

4. 瀧 重成、菱村祐介、千野季美子、原敏浩、吉村 理、川村信明: 当院における頚部化

膿性リンパ節炎小児 23 例の検討. 市立札幌病院医誌 73: 25-29, 2013 

5. 小杉山清隆、城和歌子、窪田 満: 発達遅滞と体重増加不良により発見された遅発型グ

ルタル酸血症Ⅱ型の 1例. 特殊ミルク情報（先天性代謝異常症の治療） 49: 44-51, 2013 

6. 里見達郎、兼次洋介、野呂 歩、内田雅也、水島正人、中嶋健夫、服部 司、深澤雄一

郎: rhIGF-1 による治療を行った妖精症の一例. 市立札幌病院医誌 73: 53-58, 2013 

7. 須藤 章、佐野仁美、川村信明: 頻回の脳卒中様発作を呈した MELAS に対する L-アルギ

ニン静注療法－有効な投与時期について. 脳と発達 46: 39-43, 2014 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 城和歌子、佐野仁美、須藤 章、斎田吉伯、福島直樹、川村信明、田島敏広: 精神運動

発達遅滞を認めた DAX-1 の男児例. 第 86 回日本内分泌学会学術集会、仙台、2013/4/26 

2. Saitoh S, Saitsu H, Sudo A, Asahina N, Shiraishi H, Ito J, Tanaka H and Matsumoto 

N: DYNC1H1 mutation cause dominant spinal muscular atrophy, CMR2 and intellectual 

disability. 第 55 回日本小児神経学会学術集会、大分、2013/5/30 

3. 川村信明、飯塚 進、高橋 豊、東館義仁、中村修二、富樫武弘、渡辺 徹: 札幌市に

おける細菌性髄膜炎発生状況とインフルエンザ菌・肺炎球菌ワクチン接種状況に関する

調査研究. 第 24 回日本小児科医会フォーラム、大阪市、2013/6/8-9 

 

 

 



地方学会 

1. 野呂 歩、里見達郎、水島正人、中嶋健夫、服部 司: ART により出生した当院極低出

生体重児の予後について. 第 26 回北海道新生児懇話会、札幌市、2013/9/15 

2. 須藤 章: 髄膜炎を呈した遅発型 B 郡溶連菌感染症の 3 例. 第 21 回北海道小児感染症

研究会学術講演会、札幌市、2013/10/12 

3. 川村信明: 「小児アレルギー疾患における治療の進歩」小児のアレルギー性疾患. 第 927

回市立札幌病院学術研究科医、札幌市、2013/11/14 

4. 佐野仁美、城和歌子、本間多恵子、斎田吉伯、須藤 章、川村信明: マクロプロラクチ

ン血症と考えられる 1症例. 第 35 回北海道小児内分泌研究会、札幌市、2014/2/1 

5. 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（札幌市小

児科医会）: 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 6報－. 第 39 回札幌市医師会医学会、札幌市、2014/2/16 

6. 飯塚 進、渡辺 徹、中田修二、菊田英明、高橋 豊、東館義仁、母坪智行、椿原圭二、

澤田博行、川村信明、新飯田裕一（札幌市小児科医会）: 札幌市の小中学校・幼稚園・

保育園における食物アナフィラキシー対策網（第 3報）各機関との連携について. 第 39

回札幌市医師会医学会、札幌市、2014/2/16 

7. 本間多恵子、中山加奈子、城和歌子、斎田吉伯、佐野仁美、須藤 章、川村信明: 特異

な臨床検査所見を呈した慢性肉芽腫症の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 289 回例

会、札幌市、2014/2/23 

 

 

その他社会貢献など 

・川村信明: 北海道特定疾患対策協議会審査専門委員 

・川村信明: 北海道小児救急医療体制整備推進協議会委員 

・川村信明: 札幌市小児慢性特定疾患対策協議会委員 

・川村信明: 札幌市中央区児童虐待予防・防止ネットワーク会議相談窓口相談員 

・川村信明: 学校評議員（札幌市桑園小学校・陵北中学校ひまわり分校） 

・須藤 章: 北海道特定疾患対策協議会審査専門委員 

・須藤 章: 産科医療補償制度診断協力医 

 


