
函館中央病院 

 

所属メンバー 

・木田  毅 （総合周産期センター長、昭和 60 年卒） 

・中島 美佳 （小児科医長、平成 5 年卒） 

・佐々木真樹 （小児科科長、平成 2 年卒） 

・石倉亜矢子 （小児科医長、平成 8 年卒） 

・高梨久仁子 （小児科医長、平成 16 年卒） 

・岸田  真 （小児科医長、平成 18 年卒、非医会員） 

・水上  晋 （診療部長、昭和 59 年卒） 

・廣瀬三恵子 （小児科非常勤、平成 9年卒） 

・山田  豊 （臨床顧問、昭和 47 年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 0 人 

 

 

 

専門外来 (ローテーターの行う外来は除きます。) 

・未熟児新生児（×4/週） 

・心臓（×3/週） 

・神経（×3/週） 

・小児発達（×2/週） 

・小児精神（×4/週） 

・エコー（×3-4/週） 

・乳児健診（×2/週） 

・予防接種（×2-3/週） 

・血液（×1/月） 

・腎臓（×4/年） 

・免疫（×4/年） 

・遺伝（×2/年） 

 

 

 



函館中央病院 

 

病院全体の医師数  87 人 

小児科医師数  9 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  527 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  28 床 

NICU 病床数  9 床 

新生児病床数(NICU を除く)  18 床 

 

NICU としての認定       あり 

 

平均小児科外来数  80.8 人/日 

平均時間外外来数  0.35 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1803 人/年  

年間のべ入院患者数  17282 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  209 人/年 

 

年間分娩数  711 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  119 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 9 人/年 

年間呼吸管理患者数 86 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



函館中央病院 

 

論文・著書など 

1. 水上晋 等 先天性門脈―帯循環シャントによる高ガラクトース血症の 1例 函館中央 

   病院医誌 17 号、１－７、２０１５ 

 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 中島美佳、木田毅、片岡宙門（当院産科） 地方の総合周産期センターにおける新生児 

   科医としての臨床遺伝専門医の役割 － 周産期遺伝相談を軸として. 第 51 回日本周 

   産期新生児学会  東京 2015/7/10－12   

2. 中島美佳、太田亨（北海道医療大学） 地方の総合周産期センターにおける小児科医と 

   しての臨床遺伝専門医の役割 － 周産期から地域へ. 第 60 回人類遺伝学会 東京   

   2015/10/14-17 

 

  

地方学会 

1. 廣瀬 三恵子 岸田 真 高梨 久仁子  石倉 亜矢子 中島 美佳 佐々木 真樹 木田  

   毅 水上 晋 山田 豊 函館中央病院 本庄 遼太 藤田 祥二   阿部 修司 函館五 

   稜郭病院 極軽度の筋力低下を主訴とした下肢優位脊髄性筋萎縮症 (SMA-LED) の女児 

   例 函館小児科医会症例検討会 函館市 2015/5/20 

2. 廣瀬 三恵子 岸田 真 高梨 久仁子  石倉 亜矢子 中島 美佳 佐々木 真樹 木田  

   毅 水上 晋 山田 豊 当科における子育て支援：発達障害を中心に 第 68 回道南医 

   学会大会 函館市 2015/11/21  

3. 石倉亜矢子 等 児童虐待対応における地域の医療ネットワーク －実際の流れ－   

   第 68 回道南医学会大会 函館市 2015/11/21 

4. 廣瀬 三恵子 岸田 真 高梨 久仁子  石倉 亜矢子 中島 美佳 佐々木 真樹 木田  

   毅 水上 晋 山田 豊 函館中央病院 本庄 遼太 藤田 祥二   阿部 修司 函館五 

   稜郭病院 極軽度の筋力低下を主訴とした下肢優位脊髄性筋萎縮症 (SMA-LED) の女児 

   例  日本小児科学会北海道地方会 札幌市 2015/12/13 

5. 中島美佳 等 総合周産期センターにおける臨床遺伝専門医資格を持つ小児科医の役 

   割. 函館小児科医会 函館市 2016/1/23 

6. 水上晋 等 MRI が有効だった髄膜炎の 1例 小児神経学会北海道地方会 札幌市 

   2016/3/12 



7. 石倉亜矢子 CRT を活性化するコツ教えます 西日本こども虐待医療セミナーシンポジ 

   ュームパネリスト 尼崎市 2016/3/12 

 

 

  

その他社会貢献など 

中島美佳  NCPR インストラクター 

岸田真 2015/8/10  食物アレルギー研修会講演    

石倉亜矢子 2015/7/29  困難を抱えた子どもとその家族－多機関連携における医療機

関の役割を考える 平成 27 年度五稜郭養護学校第 1回地域研究会  函館市 

石倉亜矢子 2015/10/7   小児救急医療における子供虐待という視点 北海道小児救

急医療地域研修会 函館市 

石倉亜矢子 2015/10/21  困難を抱えた子どもとその家族－医療機関で出来る取り組み

函館中央病院の場合 函館教育大学講義 北海道子ども虐待防止協会道南支部 函館市 


