
帯広厚生病院 

 

所属メンバー  

・植竹 公明 （主任部長、昭和59年卒）  

・那須  敬 （医長、平成5年卒） 

・八鍬  聡 （医長、平成6年卒）  

・大橋 宏史 （医師、平成19年卒、非医会員）   

・鈴木 雅彦  （医師、平成20年卒 

・山口 健史  （医師、平成20年卒） 

・山本さやか  (医師、平成22年卒） 

・原  和也 （医師、平成24年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医  

後期研修医       2 名  

2年目初期研修医    13 名/年  

1年目初期研修医     5 名/年 

 

 

 

専門外来  

・神経外来 （×1/週）  

・発達外来 （×1/週）  

・心臓外来 （×3/週）  

・川崎病外来（×1/週） 

・免疫外来 （×1/月）  

・血液外来 （×1/月）  

・内分泌外来 （×1/月）  

・腎外来 （×1/3月）  

・遺伝外来 （×1/6月） 

 

 

 

 



帯広厚生病院 

 

病院全体の医師数       156 人 

小児科医師数          8 人 

 

病院全体の病床数       748 床 

小児科病床数（NICU、ベビーを除く）      31 床 

NCU 病床数          6 床 

新生児病床数（NICU を除く）        7 床 

 

NICU としての認定  あり 

 

平均小児科外来数        73 人/日 

平均時間外外来数        2.9 人/日（小児科医が診察した

ものです） 

 

年間入院患者数       1,291 人/年 

    年間のべ入院患者数     12,621 人/年（入

院患者数ｘ入院日数） 

年間時間外入院患者数        388 人/年 

 

年間分娩数       1088 人/年 

極低出生体重児（1,500g 未満）数       15 人/年 

 

年間呼吸管理患者数        34 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



帯広厚生病院 

 

論文発表 

Storoke During Norovirus Infection as the Initial Episode of Antiphospholipid 

Syndrome 

Nakakubo S1, Sasaki D2, Uetake K1, Kobayashi I3. 

1 Department of Pediatrics, Obihiro Kousei Hospital, Obihiro, Japan. 

2 Department of Pediatrics, Obihiro Kyokai Hospital, Obihiro, Japan. 

3 Department of Pediatrics, Hokkaido University School of Medicine, Kita-ku, Sapporo, 

Japan. 

Glob Pediatr Health. 2016;3:1-3 

 

Spondyloepiphyseal dysplasia congenita caused by double heterozygous mutations in 

COL2A1. 

Kawano O1, Nakamura A2, Morikawa S2, Uetake K3, Ishizu K2, Tajima T2. 

1Department of Pediatrics, Obihiro Kyokai Hospital, Obihiro, Japan. 

2Department of Pediatrics, Hokkaido University School of Medicine, Kita-ku, Sapporo, 

Japan. 

3Department of Pediatrics, Obihiro Kousei Hospital, Obihiro, Japan. 

Am J Med Genet A. 2015 Jul;167(7):1578-81. 

 

学会発表 

全国学会 

B 型肝炎ワクチン定期接種化検討のための小児 B型肝炎ウイルス感染疫学調査 

酒井愛子１）、２）、四柳宏２）、田中靖人２）、田川学１）、２）、和田宏来２）、小杉山清隆

２）、植竹公明２）、勝田友博２）、山本仁２）、今村淳２）、高野智子２）、田尻仁２）、森岡

一朗２）、牛島高介２）、関祥孝２）、中嶋有美子２）、森内浩幸２）、岩根紳治２）、江口有

一郎２）、滝川康裕２）、須磨崎亮１）、２） 

１） 筑波大学小児科、２）「小児における B型肝炎の水平感染の実態把握とワクチン戦

略再構築に関する研究」班 

日本小児栄養消化器肝臓学会第 42 回学術集会 H27.10.18 広島 

 

 

 

 



北海道の地方病院における新生児の搬送について 

帯広厚生病院小児科 大橋宏史、那須敬  

第 60 回日本新生児成育医学会 H27.10.23-10.24 盛岡 

 

喉頭攣縮の増悪に伴い０歳６ヶ月で緊急気管切開を行った Gaucher 病２型の１例 

帯広厚生病院小児科 鈴木雅彦、植竹公明、同耳鼻咽喉科 吉岡巌、東京慈恵会医科大学

小児科 井田博幸 

第 57 回日本先天代謝異常学会総会 H27.11.12-11.14 大阪 

 

 地方会 

 

思春期早発を契機に診断された松果体 germ cell tumor の１例 

帯広厚生病院小児科 原和也、山本さやか、山口健史、鈴木雅彦、大橋宏史、八鍬聡、那

須敬、植竹公明、 天使病院小児科 高橋美智、北斗病院小児科 人見会美子、西村洋一、

人見知洋、北海道大学小児科 杉山未奈子、長裕子、井口晶裕、北海道大学脳神経外科 小

林浩之 

日本小児科学会北海道地方会第 293 回例会 H27.6.21. 旭川 

 

診断が遅れた多発性硬化症の女児例 

帯広厚生病院小児科 山本さやか、原和也、山口健史、鈴木雅彦、大橋宏史、八鍬聡、那

須敬、植竹公明、同神経内科 脇田雄大、佐藤智香、堀内一宏、保前英希 

日本小児科学会北海道地方会第 294 回例会 H27.12.13 札幌 

 

当科で経験したもやもや病の３例 

帯広厚生病院小児科 小坂夏子、原和也、山本さやか、山口健史、鈴木雅彦、大橋宏史、

八鍬聡、那須敬、植竹公明、同脳神経外科 木村友亮、金相年、津田宏重、大瀧雅文 

日本小児科学会北海道地方会第 294 回例会 H27.12.13 札幌 

 

酵素補充療法を行った低ホスファターゼ症のその後の経過 

帯広厚生病院小児科 山口健史、植竹公明、北海道大学小児科 森川俊太郎、石津桂、自

治医科大学とちぎこども医療センター 田島敏広 

第 37 回北海道小児内分泌研究会 H28.1.30 札幌 

 

 

 

 



低ホスファターゼ症の１例 

帯広厚生病院小児科 山口健史、原和也、山本さやか、鈴木雅彦、大橋宏史、八鍬聡、那

須敬、植竹公明 

北海道大学病院小児科 森川俊太郎、石津桂 

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科 田島敏広 

日本小児科学会北海道地方会第 294 回例会 H28.2.14 札幌 

 

 

 

その他社会貢献など 

 

植竹 公明 

・ 十勝毎日新聞社 月刊「Chai」連載「子供の健康」取材協力  

・ 十勝肢体不自由児療育研究会 会長 

・ 帯広市医師会「小児救急地域医師研修会」講師  

・ 十勝小児虐待防止プロジェクト・チーム 

 

那須 敬 

・ 帯広厚生病院新生児蘇生法講習会 

第 10 回 2015.7.18 

  

八鍬聡 

・ 帯広市学校心臓検診判定委員 

 

 

 


