
日鋼記念病院 

 

所属メンバー 

・上野 倫彦 （平成 3年卒） 

・内田 雅也 （平成 5年卒） 

・辻岡 孝郎 （平成 21 年卒） 

・鎌田 晃嘉 （平成 23 年卒） 

・信田大喜子 （平成 24 年卒） 

＊伊丹 儀友 （昭和 52 年卒、腎センター所長） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 後期研修医（小児科）  0 

 初期研修医 1 年目 6 人  2 年目 7 人 

 

 

 

専門外来 

循環器外来（上野倫彦） 1/週 

新生児フォローアップ外来（内田雅也） 1/週 

血液外来（北楡病院 小林良二先生） 1/2 月 

神経外来（北大 白石秀明先生、伊藤智城先生） 2/月 

内分泌外来（北大 森川俊太郎先生） 1/月 

腎臓外来（北大 岡本孝之先生） 1/3 月 

遺伝相談外来（天使病院 外木秀文先生） 1/3 月 

アレルギー外来（2月から 北大 竹崎俊一郎先生） 1/月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日鋼記念病院 

 

病院全体の医師数  59 人 

小児科医師数  5 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  479 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  16 床 

NICU 病床数  6 床 

新生児病床数(NICU を除く)  5 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  44 人/日 

平均時間外外来数  3.9 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  719 人/年  

年間のべ入院患者数  5046 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  152 人/年 

 

年間分娩数  554 人/年 

（ 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数       29 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 3 人/年 

年間呼吸管理患者数 2 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日鋼記念病院 

 

論文・著書など 

なし 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 太田紀子 他：皮質形成障害を持つ破局型てんかん幼児例に対する脳機能画像を用いた 

   手術適応の検討。第 118 回日本小児科学会学術集会（平成 27 年 4 月 17-19 日 大阪） 

 

 

 

 地方学会 

1. 信田大喜子 他：2014 年度に当院で経験したインフルエンザ脳症の 2例。平成 27 年度 

   三火会（室蘭・登別・伊達）小児科研修会（平成 27 年 5 月 19 日 室蘭） 

2. 辻岡孝郎 他：当科に搬送された大動脈縮窄の 2 例。平成 27 年度三火会（室蘭・登別・ 

   伊達）小児科研修会（平成 27 年 5 月 19 日 室蘭） 

3. 鎌田晃嘉 他：Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome を発症した慢性特発性 

   血小板減少性紫斑病の 1例。日本小児科学会北海道地方会第 293 回例会（平成 27 年 6 

   月 21 日 旭川） 

4. 後藤健 他：喘鳴、呼吸苦を主訴に発見された Hodgkin リンパ腫の一例。第 67 回北日 

   本小児科学会（平成 27 年 9 月 5日 福島） 

5. 辻岡孝郎 他：乳児期に重症心不全を契機に発見された単純型大動脈縮窄症。第 67 回 

   北日本小児科学会（平成 27 年 9 月 5日 福島） 

6. 鎌田晃嘉 他：MorquioA 病(ムコ多糖症 IVA)に対する酵素補充療法。平成 27 年度三火 

   会（室蘭・登別・伊達）小児科研修会（平成 27 年 11 月 17 日 室蘭） 

7. 辻岡孝郎 他：当科で診療中の Fontan 手術後の蛋白漏出性胃腸症の 2例。平成 27 年度 

   三火会（室蘭・登別・伊達）小児科研修会（平成 26 年 11 月 17 日 室蘭） 

8. 信田大喜子 他：当院で経験した重複腸管（消化管重複症）の 2例。日本小児科学会北 

   海道地方会第 294 回例会（平成 27 年 12 月 13 日 札幌） 

9. 鎌田晃嘉 他：モルキオ病 Aの 15 歳児〜酵素補充療法(ERT)導入後 8ヶ月間の治療経過 

   〜。日本小児科学会北海道地方会第 295 回例会（平成 27 年 2 月 14 日 札幌） 

 

 

 



その他社会貢献など 

 

講演 

 なし 

 

嘱託医 ほか 

 室蘭市乳児健診（うち年間 25 回担当） 

 児童養護施設わかすぎ学園 嘱託医 

 室蘭市立祝津保育所 嘱託医（上野） 

 室蘭市・登別市 学校心電図判読委員（上野） 

 

 

 

学会研究会活動など 

 上野倫彦 

  日本小児循環器学会 評議員 

  日本肺高血圧学会 評議員 

  日本心臓病学会 FJCC 

  日本小児循環動態研究会 幹事 

  北海道小児循環器研究会 幹事 

  北海道キッズハートフォーラム 幹事 

  北海道川崎病研究会 世話人 

  北海道小児最新医療フォーラム 世話人  

   

   

 


