
札幌厚生病院 

 

所属メンバー 

・今野武津子 （昭和 47 年卒） 

・髙橋美智子 （昭和 58 年卒） 

・戸板 成昭 （平成 8年卒） 

・藤原 伸一 （平成 16 年卒） 

 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 0 名 

 

 

 

 

専門外来 

・内分泌外来 佐藤 孝平先生 （×3/月） 

・腎臓外来  岡本 孝之先生 （×1/月） 

・神経外来  朝比奈 直子先生（×1/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

病院全体の医師数                142 人 （うち非常勤 22 人） 

小児科医師数                   4 人   (うち非常勤 0 人) 

 

病院全体の病床数  519 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)    23 床 

NICU 病床数  0 床 

新生児病床数(NICU を除く)  1 床 

 

NICU としての認定          なし 

 

平均小児科外来数  34.8 人/日 

平均時間外外来数  1.0 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  471 人/年  

年間のべ入院患者数  7,617 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  65 人/年 

 

年間分娩数  122 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  8 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 0 人/年 

年間呼吸管理患者数 0 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 
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学会発表 

 全国学会 

1. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子: 小児炎症性腸疾患に対する生物学的製

剤の効果に関する検討. 第 119 回日本小児科学会学術集会、2016/5、札幌 

2. 藤原伸一、今野武津子、戸板成昭、高橋美智子: 中学生を対象としたピロリ菌集団検診

と除菌の試み ―芽室町study―. 第119回 日本小児科学会学術集会 分野別シンポジ

ウム「小児ピロリ菌感染症の現状と除菌治療に関する問題」、2016/5、札幌 

3. 藤原伸一、今野武津子、戸板成昭、高橋美智子:   小児の H.pylori 感染診断および除

菌判定マーカーにおける血清ペプシノゲン測定の有用性. 第 22 回日本ヘリコバクター

学会学術集会、2016/6、別府 

4. 高橋美智子、戸板成昭、藤原伸一、今野武津子、後藤田裕子: 十二指腸穿孔を契機に診

断された好酸球性胃腸炎の 9歳男児例. 第 43 回日本小児栄養消化器肝臓学会、2016/9、

筑波 

5. 戸板成昭: 当院における炎症性腸疾患の生物学的製剤（レミケード）による治療成績. 

札幌市小児科医会学術講演会、2016/11、札幌 

6. 高橋美智子、戸板成昭、藤原伸一、今野武津子、後藤田裕子: 十二指腸穿孔を契機に診

断された好酸球性胃腸炎の 9歳男児例. 第 297 回日本小児科学会北海道地方会、2016/12、

札幌 



7. 佐々木美咲、今野武津子: 当院小児におけるピロリ菌の薬剤感受性試験の経時的検討.  

第 28 回日本臨床微生物学会、2017/1、長崎 

8. 藤原伸一、今野武津子、戸板成昭、高橋美智子:   アダリムマブにより寛解に至った

腸管 Behcet 病/単純性潰瘍の一例. 第 17 回日本小児 IBD 研究会、2017/2、大阪 

 

 

 地方学会 

1. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子、横田伸一、今野武津子: Crohn 病３家
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術講演会 一般演題、2017/3、札幌 

 

 

 講演会・セミナー 

1. 今野武津子: ピロリ菌感染における最新のトピックス. 日本臨床検査自動化学会第 48

回大会 ランチョンセミナー、2016/9、横浜 

2. 今野武津子: ピロリ菌検診と除菌. 第 28 回宮崎県小児保健学会 特別講演、2016/11、

宮崎 

3. 今野武津子: 新米ママの育児講座ーワンポイントアドバイスー. 母子衛生研究会、

2016/11、札幌 

4. 今野武津子: 小児の炎症性腸疾患の特徴と治療. JIMRO 講演会 特別講演、2017/1、東京 

5. 戸板成昭: 小児 IBD と関連する遺伝子疾患(monogenic IBD)について. 第 31 回札幌 IBD

ミニカンファレンス、2017/1、札幌 


