
手稲渓仁会病院  

 

所属メンバー 

常勤医師 

・衣川 佳数 （部長、昭和 58 年卒） 

・岩田 正道 （医長、昭和 62 年卒）（平成 25 年 9 月～） 

・南雲  淳 （医長、平成 1年卒） 

・佐々木 康 （医長、平成 4年卒） 

・中島 泰志 （医長、平成 5年卒）（～平成 25 年 10 月） 

・杉原 暁美 （医長、平成 6年卒、独自採用、非医会員） 

・小杉山清隆 （医長、平成 7年卒） 

・齋  秀二 （医長、平成 11 年卒、独自採用、非医会員）（平成 25 年 9 月～） 

・田村 卓也 （医長、平成 13 年卒、独自採用、非医会員） 

・土畠 智幸 （医長、平成 15 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月） 

非常勤医師 

・板倉  治 （昭和 61 年卒）：一般外来 

・藤原ふみえ （平成 11 年卒）：一般外来 

・及川 純子 （平成 18 年卒、独自採用、非医会員）（平成 26 年 2 月～）：一般外来 

・土畠 菜々 （平成 17 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月） 

・鈴木 大真 （平成 17 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月） 

 

 

 

卒後臨床研修医相当（卒後 3年目以降） 

6 名 

 

 

 

専門外来 

・心臓・川崎病外来 （×9/週）:金曜日午後以外すべて 

・アレルギー・喘息 （×2/週） 

・消化器・代謝 （×1/週） 

・呼吸器 （×2/週） 

・神経 （×1/週） 

・腎臓 （×1/月） 

・免疫 （×1/月） 



・ 山田 雅文（平成 2年卒）：免疫外来 

・ 白石 秀明（平成 4年卒）：神経外来 

・ 大塚 耕右（平成 12 年卒）：神経外来 

・ 岡本 孝之（平成 15 年卒）：腎臓外来、（平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



手稲渓仁会病院    

 

 

病院全体の医師数  223 人 

小児科医師数  17 人 (うち非常勤3人、後期研修医相当6名) 

 

病院全体の病床数  562 床 

 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)    25 床 

NICU 病床数  3 床 

新生児病床数(NICU を除く)  0 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  61 人/日 

平均時間外外来数  5 人/日 

(時間外小児科受診数です。小児科医は診察した数は不明です。) 

 

年間入院患者数  1,332 人/年  

年間のべ入院患者数  15,008 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  362 人/年 

 

年間分娩数  528 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  150 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 11 人/年 

年間呼吸管理患者数 24 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



手稲渓仁会病院  

 

論文・著書など 

1. 衣川佳数: 動悸. 小児救急ポケットマニュアル: 81-83, 2014 

2. Esteves CL, Verma M, Róg-Zielińska E, Kelly V, Sai S, Breton A, Donadeu FX, Seckl  

JR and Chapman KE: Pro-Inflammatory Cytokine Induction of 11β-hydroxysteroid  

Dehydrogenase Type 1 in A549 Cells Requires Phosphorylation of C/EBPβ at Thr235.  

PLoS One 8: e75874, 2013 

3. 荻原重俊: 悪心・嘔吐の見立て 知っておきたい鑑別と治療のポイント Ⅳ-2 各論：対象

別 小児科. 月刊レジデント 7(1): 60-67, 2014 

4. 小杉山清隆、伊丹儀友: 高ナトリウム血症 マニトール、グリセオール投与. 小児内科

45(9): 1589-1593, 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 49: 44-51, 2013 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 荻原重俊、田村卓也: 小児重症頭部外傷急性期における持続脳波モニタリング（aEEG）

の有用性. 日本集中治療医学会学術集会、京都、2014/2/27 

2. 堀 大紀、田村卓也、荻原重俊：（ポスター発表）高用量バルビツレート療法を要した

難治頻回部分発作重積型急性脳炎(AERRPS)の一例. 日本集中治療医学会学術集会、京都、 

2014/2/27 

 

 

地方学会 

1. 堀 大紀、藤枝迪子、山口 宏、荻原重俊、田村卓也、小杉山清隆、杉原暁美、中島泰 

志、佐々木康、南雲 淳、衣川佳数: 高用量バルビツレート療法を要した難治頻回部分 

発作重積型急性脳炎(AERRPS)の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 287 回例会、旭川 

市、2013/6/23 

2. 藤枝迪子、山口 宏、堀 大紀、荻原重俊、土畠菜々、鈴木大真、土畠智幸、田村卓也、 

杉原暁美、小杉山清隆、中島泰志、佐々木康、南雲 淳、衣川佳数、窪田 満: 低ケト 

ン性低血糖発作時にアシルカルニチン上昇を認めた一例. 日本小児科学会北海道地方 

会第 287 回例会、旭川市、2013/6/23 

 

 



3. 荻原重俊、土畠智幸、藤枝迪子、山口 宏、堀 大紀、鈴木大寛、田村卓也、小杉山清 

隆、杉原暁美、中島泰志、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、衣川佳数、浅沼秀臣: Pierr-Robin 

症候群に対する経鼻エアウェイの有用性. 日本小児科学会北海道地方会第 287 回例会、 

旭川市、2013/6/23 

4. 荻原重俊、田村卓也、阿部迪子、山口 宏、堀 大紀、杉原暁美、中島泰志、佐々木康、

南雲 淳、衣川佳数、八田英一郎、酒井好幸、笹岡悠太: 広域施設間連携により救命し

得た劇症型心筋炎の一乳児例～救命の連鎖～. 日本小児科学会北海道地方会第 288 回例

会、札幌市、2013/12/8 

5. 山口 宏、藤枝迪子、荻原重俊、田村卓也、齋 秀二、小杉山清隆、杉原暁美、南雲 淳、 

岩田正道、衣川佳数: 水痘感染後に A群溶連菌による膿胸を来した一例. 日本小児科学 

会北海道地方会第 288 回例会、札幌市、2013/12/8 

6. 山口 宏、藤枝迪子、荻原重俊、田村卓也、齋 秀二、小杉山清隆、杉原暁美、南雲 淳、 

岩田正道、衣川佳数: ネコ咬傷後に Pasteurella Multocida による髄膜炎を来した新生 

児の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 289 回例会、札幌市、2014/2/23 

7. 田村卓也、荻原重俊、南雲 淳、衣川佳数、阿部迪子、山口 宏、齋 秀二、小杉山清 

隆、杉原暁美、佐々木康、岩田正道、大畑央樹、脇口定衛、外木秀文: 鎮静薬を極力使 

用しない管理を行うことで早期抜管につなげることができた Guillain-Barre 症候群の 

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 

8. 植野 優、藤枝迪子、山口 宏、荻原重俊、田村卓也、齋 秀二、小杉山清隆、杉原暁 

美、佐々木康、南雲 淳、衣川佳数: 外科的摘出術および食道切除吻合術を要したプラ 

スチック片による食道異物の１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 


