
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） 

・南雲  淳 （医長、平成 1年卒） 

・佐々木 康 （医長、平成 4年卒） 

・杉原 暁美 （医長、平成 6年卒、独自採用、医会未入会） 

・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、医会未入会） 

・田村 卓也 （医長、平成 13 年卒、独自採用、医会未入会） 

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 

・山根 麻子 （平成 14 年卒）：一般外来 

・及川 純子 （平成 18 年卒、独自採用、医会未入会）：一般外来 

非常勤医師（専門外来） 

・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 

・安田 一恵 （昭和 61 年卒）：腎臓外来 

 

卒後臨床研修医相当 

  6 名 

 

 

専門外来 

・心臓・川崎病外来（ x 9 / 週）；金曜日午後以外すべて 

・アレルギー・喘息（ x2 / 週） 

・消化器、代謝（ x1 / 週） 

・呼吸器（ x2 / 週） 

・神経（ x1 / 週） 

・腎臓（ x1 / 月） 

・免疫（ x1 / 月） 

 



手稲渓仁会病院   

 

 

病院全体の医師数  233 人 

小児科医師数  18 人 (うち非常勤4人、後期研修医相当6名) 

 

病院全体の病床数  595 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  63 人/日 

平均時間外外来数  11 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  1229 人/年  

年間のべ入院患者数  8920 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  356 人/年 

 

年間分娩数  490 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  103 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 8 人/年 

年間呼吸管理患者数 28 人/年 
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論文・著書など 
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3. Yukiko Ito. Takuma Akimoto. Kazuyoshi Cho. Masafumi Yamada. Mishie 

   Tanino. Tomoyuki Dobata. Masanori Kitaichi. Satou Kumaki. Yoshikazu Kinugawa.:  

   A late presenter and long-term survivor of alveolar capillary dysplasia with  

   misalignment of the pulmonary veins. European Journal of Pediatrics 2015: DOI  

   10.1007/s00431-015-2543-3 

4. Williams MT, Yousafzai Y, Cox C, Blair A, Carmody R, Sai S, Chapman KE, McAndrew  

   R, Thomas A, Spence A, Gibson B, Graham GJ, Halsey C.：Interleukin-15 enhances  

   cellular proliferation and upregulates CNS homing molecules in pre-B acute  

   lymphoblastic leukemia. Blood  2014；123(20): 3116-27 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. Shunji Sai. Karen E Chapman: The expression of 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase  

   2 in glucocorticoid resistant lymphoblastic leukemia. 第 79 回 日本インターフ 

   ェロン・サイトカイン学会（札幌） 2014/6/19 

2. 齋 秀二、佐藤精一、髙岡晃教: ステロイドホルモンによる自然免疫 RIG-I への制御機 

   構について. 第 48 回日本小児内分泌学会学術集会（浜松） 2014/9/27 

3. 齋 秀二、Angela Thomas, Brenda Gibson, Karen Chapman: 小児急性リンパ性白血病 

   における 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase とステロイド感受性の関連性につい 

   て. 第 48 回 日本小児内分泌学会学術集会（浜松） 2014/9/27 

4. 山本雅紀、齋 秀二、山口理恵、本郷輝明: ステロイド依存性ネフローゼ症候群におけ 

   る 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase の発現について. 第 48 回 日本小児内分泌 

   学会学術集会（浜松） 2014/9/27 

 

 

 



 地方学会 

1. 衣川佳数、佐々木康、八田英一郎: 3 歳未満の無輸血手術. 第 62 回北海道小児循環器研 

   究会（札幌）2014/04/05 

2. 阿部迪子、糸島亮、植野優、中村千紘、堀 大紀、白石真大、田村卓也、齋 秀二、小 

   杉山清隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 急性期に心不全を来 

   たし血漿交換を施行した難治性川崎病の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 290 回例 

   会（旭川）2014/6/22 

3. 阿部迪子、糸島 亮、植野 優、中村千紘、堀 大紀、白石真大、田村卓也、齋 秀二、 

   小杉山清隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 両側高度難聴を合 

   併した川崎病の一例. 北海道川崎病研究会（札幌）2014/09/20 

4. 白石真大、佐々木康、衣川佳数: Alveolar Capillary Dysplasia with Misalignment of  

   the Pulmonary Veins (ACD/MPV) の一例. 第 63 回北海道小児循環器研究会（札幌）  

   2014/11/22 

5. 阿部迪子、糸島 亮、植野 優、中村千紘、堀 大紀、白石真大、田村卓也、齋 秀二、 

   小杉山清隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 神経学的後遺症無   

   く救命し得た溺水による心肺停止の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 291 回例会 

  （札幌）2014/12/07 

6. 糸島 亮、植野 優、中村千紘、阿部迪子、堀 大紀、白石真大、田村卓也、齋 秀二、 

   小杉山清隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 化膿性外閉鎖筋炎 

   を呈した一例. 日本小児科学会北海道地方会第 291 回例会（札幌）2014/12/07 

7. 中村千紘、糸島 亮、植野 優、阿部迪子、堀 大紀、白石真大、田村卓也、齋 秀二、 

   小杉山清隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 喉頭炎を伴った新 

   生児単純ヘルペスウイルス感染症全身型の一例. 第 66 回北日本小児科学会（旭川）   

   2014/09/21 

8. 堀 大紀、糸島 亮、植野 優、中村千紘、白石真大、田村卓也、齋 秀二、小杉山清 

   隆、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、岩田正道、衣川佳数: 過去 5年間に経験した溶血 

   性尿毒症症候群(HUS)の臨床的検討. 日本小児科学会北海道地方会第 292 回例会（旭川）   

   2015/2/22 

 


