
市立札幌病院 

 

所属メンバー 

小児科 

・川村 信明 （部長、昭和 54 年卒） 

・佐野 仁美 （副部長、平成 3年卒） 

・阿部 多恵 （副医長、平成 15 年卒）（平成 28 年 12 月退職） 

・松波由貴子 （副医長、平成 16 年卒） 

・工藤絵理子 （医師、平成 21 年卒）（平成 28 年 10 月～復職） 

・菱村  希 （医師、平成 22 年卒） 

・山本 寛子 （医師、平成 24 年卒）（平成 29 年 1 月～新生児内科） 

・畠山 欣也 （医長、平成 3年卒）（平成 28 年 11 月採用）（非医会員） 

・須藤  章 （嘱託医師、平成 3年卒）  

・竹崎俊一郎 （嘱託医師、平成 13 年卒） 

・泉   岳 （嘱託医師、平成 16 年卒） 

新生児内科 

・中島 健夫 （部長、昭和 53 年卒） 

・水島 正人 （副部長、平成 4年卒） 

・野呂  歩 （医長、平成 8年卒） 

・塩野 展子 （副医長、平成 11 年卒） 

・里見 達郎 （副医長、平成 12 年卒） 

・越田 慎一 （医師、平成 17 年卒） 

・山本 寛子 （医師、平成 24 年卒）（平成 29 年 1 月～新生児内科） 

 

卒後臨床研修医 

1～2 名 

 

専門外来 

 免疫・アレルギー外来（x２/週：川村） 

 食物アレルギー外来（x２/月：竹崎） 

 神経外来（x1/週：須藤） 

 慢性（糖尿病・内分泌、腎臓）外来（x３/週：佐野・菱村） 

 心エコー外来（x１/週：松波） 

 心臓外来（x２/月：泉） 

 フォローアップ外来（x４/週：中島・水島） 

 1 か月検診（x１/週） 

 予防接種（x１/週） 



市立札幌病院 

 

病院全体の医師数  226 人 

小児科医師数  15 人 (うち非常勤  3 人) 

 

病院全体の病床数  747 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  35 床 

NICU 病床数  15 床 

新生児病床数(NICU を除く)  21 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  43 人/日 

平均時間外外来数  1.6 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  ＊ 868+351 人/年  

年間のべ入院患者数  ＊ 5655+9700 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  ＊ 330+128 人/年 

 

年間分娩数  863 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  186 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 51 人/年 

年間呼吸管理患者数 ＊ 5+103 人/年 

           （＊小児科+新生児内科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市立札幌病院 

 

論文・著書など 

1. 野呂歩,中島健夫：超低出生体重児における後天性狭窄性気道病変合併とステロイド全

身投与の関連. 日本小児呼吸器学会雑誌 27: 3-14, 2016. 

2. 中島健夫：【周産期医学必修知識第 8 版】新生児編 体温管理. 周産期医学 増刊 46 増

刊: 1091-1093, 2016. 

3. 水島正人：【呼吸器疾患の最新治療と看護】MAS（胎便吸引症候群）．こどもケア 11: 22-25, 

2017. 

4. 糸島亮、中島健夫、越田真一、里見達郎、塩野展子、野呂歩、水島正人、大川由美：当

院 NICU 過去 10 年間における新生児消化管穿孔例の臨床的検討．市立札幌病院誌 76: 

199-203, 2017. 

5. 川村信明，飯塚 進，高橋 豊，東館義仁，中田修二，富樫武弘，渡辺 徹：小児に対

するインフルエンザ菌および肺炎球菌ワクチン接種の推進に関する調査研究−第 8 報−．

第 41 回札幌市医師会医学会誌 41：65-66, 2016. 

6. 飯塚 進、中田修二、母坪智行、多米 淳、東館義仁、小池明美、高橋 豊、澤田博行、

川村信明、新飯田裕一、渡辺 徹：札幌市の小中学校・幼稚園・保育園における食物ア

ナフィラキシー対策網（第5報）-集団生活におけるアナフィラキシー対策の現状-．第

41回札幌市医師会医学会誌 41：69-70, 2016. 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 川村信明、土田 晃、森 俊彦、崎山幸雄：北海道における小児気管支喘息の実態調査．

第 65 回日本アレルギー学会学術大会，東京，2016/6/18 

2. 水島正人、池田雅彦、越田慎一、里見達郎、塩野展子、中島健夫：側脳室内に菌球を形

成した先天性カンジダ症の超低出生体重児例．日本周産期・新生児学会，富山，2016/7/17 

3. 野呂歩、中島健夫：在宅 NIPPV 管理に移行し得た後天性気管軟化症の超低出生体重児例．

日本小児呼吸器学会，富山，2016/10/29 

4. 野呂歩、中島健夫、越田慎一、里見達郎、塩野展子、水島正人：異なる転帰をたどった

周産期ムンプスウイルス感染症の 1絨毛膜二羊膜双胎例．第 48 回日本小児感染症学会，

岡山，2016/11/19 

5. 越田慎一、糸島亮、池田雅彦、里見達郎、塩野展子、野呂歩、水島正人、中島健夫：後

天性サイトメガロウイルス感染症を発症した超低出生体重児 4例．日本新生児成育医学

会，大阪，2016/12/2 

 

 



 地方学会 

1. 佐野仁美、菱村 希、山本寛子、鹿野智子、奥原宏治、外木秀文、川村信明：向精神薬

内服中に発症した 2型糖尿病の 1例．第 17 回北海道小児糖尿病研究会，札幌，2016/6/18 

2. 川村信明：血清 IgE 値からみた小児疾患．第 20 回北海道アレルギー研究会，札幌，

2016/6/25 

3. 野呂歩、中島健夫、越田慎一、里見達郎、塩野展子、水島正人：異なる転帰をたどった

周産期ムンプスウイルス感染症の 1 絨毛膜二羊膜双胎例．第 14 回北海道周産期談話会

札幌，2016/7/30 

4. 菱村 希、山本寛子、工藤絵理子、阿部多恵、松波由貴子、佐野仁美、川村信明：当院

で経験したＢ群溶血性連鎖球菌（GBS）による遅発型髄膜炎の 4 例．日本小児科学会北

海道地方会第 297 回例会，札幌，2016/12/4 

5. 野呂歩、中島健夫、越田慎一、里見達郎、塩野展子、水島正人：当院超低出生体重児に

おける気道病変の疫学と予後について．第 29 回北海道新生児談話会，札幌，2017/1/14 

6. 菱村 希、佐野仁美、山本寛子、工藤絵理子、松波由貴子、阿部多恵、畠山欣也、中島

健夫、川村信明：当院で出生時から経過をみている Bartter 症候群の 11 歳女児例．第

38 回北海道小児内分泌研究会，札幌，2017/1/28 

7. 山本寛子、菱村 希、工藤絵理子、松波由貴子、阿部多恵、佐野仁美、畠山欣也、川村

信明：肺炎球菌性髄膜炎を反復した内耳奇形症例．日本小児科学会北海道地方会第 298

回例会，札幌，2017/2/26 

8. 松波由貴子：低体温およびショックを呈した発作性上室性頻拍症の新生児例．札幌市小

児科医会研究会，札幌，2017/3/22 

 

 

その他社会貢献など 

 北海道総合保険医療協議会地域医療専門委員会周産期医療検討委員会委員（水島正人） 

 北海道特定疾患対策協議会審査専門委員（川村信明） 

 北海道小児救急医療体制整備推進協議会委員（川村信明） 

 札幌市小児慢性特定疾患対策協議会委員（川村信明） 

 札幌市学びの支援委員会委員（川村信明） 

 札幌市中央区児童虐待予防・防止ネットワーク会議相談窓口相談員（川村信明） 

 

 


