
天使病院 

 

所属メンバー（＊ 非会員） 

・飯塚  進 （相談役 昭和 51 年卒） 

・外木 秀文 （周産期母子センター副センター長 昭和 57 年卒） 

・高橋 伸浩 （NICU 主任科長 昭和 62 年卒） 

・奥原 宏治 （小児科主任科長 平成 4年卒） 

・脇口 定衛＊（小児科科長 平成 16 年卒） 

・森岡 圭太 （NICU 科長 平成 17 年卒） 

・伏屋 菜穂 （医師 平成 17 年卒） 

・桜井 恭平＊（研修医 平成 24 年卒） 

・高桑 知佳＊（研修医 平成 26 年卒） 

・後藤  健 （研修医 平成 26 年卒） 

・金子 直哉 （研修医 平成 26 年卒） 

 

 

 

卒後研修医 

 9 名 

 

 

 

専門外来 

・心臓外来 1 回/月(北大心臓斑出張医) ， 2 回/週 

・神経外来 3 回/月(北大神経斑出張医) 

・発達外来  2 回/月(楡の会石川先生) 

・遺伝外来 1 回/月(北海道医療大学新川先生)，1回/週 

・血液腫瘍外来  1 回/週 

・新生児・未熟児フォローアップ外来 3 回/週 

・内分泌外来 2 回/週 

・アレルギー外来 1 回/週 

・川崎病外来 1 回/週 

・予防接種 3 回/週 

・乳幼児健診 2 回/週 

 

 



天使病院 

 

病院全体の医師数  64 人 

小児科医師数  10 人  

 

病院全体の病床数  260 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  31 床 

NICU 病床数  15 床 

新生児病床数(NICU を除く)  11 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  75.3 人/日 

平均時間外外来数  1.98 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1,596 人/年  

年間のべ入院患者数  14,636 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  288 人/年 

 

年間分娩数  994 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  111 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 17 人/年 

年間呼吸管理患者数 51 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



天使病院 

 

論文・著書など 

1. Suzuki S, Furuya A, Oshima M, Amamiya S, Nakao A, Wada K, Okuhara K, Hayano S, 

Imamoto A, Matsuo K, Tanahashi Y, Azuma H, Koga M. (2106) Age-adjusted glycated 

albumin accurately reflects blood glucose in patients with neonatal diabetes 

mellitus: comparison with calculated albumin determineted by past blood glucose 

cocentrations.  Ann Clin Biochem 53:117-123. 

2. Mishima T, Watari M, Iwaki Y, Nagai T, Kawamata-Nakamura M, Kobayashi Y, Fujieda 

S, Oikawa M, Takahashi N, Keira M, Yoshida H, Tonoki H. (2106) Miller-Dieker 

Syndrome with unbalanced translocation 45, X, psu dic(17;Y)(p13;p11.32) detected 

by Fluorescence in situ hybridization and G-banding analysis using high resolution 

banding technique. Congenit Anom 57:61-63.  

3. Hishimura N, Watari M, Ohata H, Fuseya N, Wakiguchi S, Tokutomi T, Okuhara K, 

Takahashi N, Iizuka S, Yamamoto H, Mishima T, Fujieda S, Kobayashi R, Cho K, Kuroda 

Y, Kurosawa K, Tonoki H. (2106) Genetic and prenatal findings in two Japanese 

patients with Schinzel-Giedion syndrome.  Clin Case Rep 5:5-8. 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. Hidefumi Tonoki, Nobuhiro Takahashi, Koji Okuhara, Susumu Iizuka, Kadomi Monzaki, 

Reishi Fujiyama, Daisuke Sato, Yoshio Makita, Tohru Ohta.  Molecular analysis 

of partial duplication of the chromosome 21 in two patients presenting Down 

syndrome phenotype. 2016 年 4 月 4 日 ICHG2016 京都市 

2. 野呂歩, 高橋伸浩, 櫻井恭平, 山本寛子, 高橋美智, 外木秀文, 奥原宏冶, 脇口

定衛, 伏屋菜穂, 菱村希, 飯塚進, 三野絵美 新生児痙攣にレベチラセタムが奏功し

た 8トリソミーモザイクの 1例 2016 年 5 月 14 日 第 119 回日本小児科学会 札幌市 

3. 森岡圭太,長和俊,早坂格,夘月ゆたか,秋元琢真,兼次洋介,盛一享徳,水上尚典 母体因

子が新生児の性分化に与える影響「子どもの健康と環境に関する全国調査：北海道ユ

ニット」2016 年 7 月 16-18 日 第 52 回日本周産期・新生児医学会 富山市 

4. 野呂歩, 高橋伸浩, 伏屋菜穂, 櫻井恭平, 山本寛子 当院極低出生体重児における菌

検出状況と感染症について 2016年7月16-18日 第52回日本周産期・新生児医学会 富

山市 



5. 後藤健、奥原宏治、高橋伸浩、外木秀文、飯塚進、吉田憲司 ほぼ同時期にバセドウ病

と診断された二卵性双生児の姉妹例 2016 年 10 月 6 日 第 50 回日本小児内分泌学会学

術集会 東京都 

6. 白石春生，高橋伸浩．森岡圭太，桜井恭平，金子直哉，脇口定衛，奥原宏治，飯塚進，

山本浩史．大場豪，及川敬太，藤山怜史，門崎圭美，外木秀文 天使病院 NICU におけ

るダウン症候群の初期診療 2016 年 12 月 9 日 第 39 回日本小児遺伝学会 東京都 

7. 藤井史彦，外木秀文，高橋伸浩．森岡圭太，桜井恭平，山本浩史．大場豪，曽根昭子，

鈴木智子，佐藤宏樹，長祐子，太田亨 全結腸型 Hirschsprung 病，両網膜芽細胞腫．

VSD 他多発奇形を合併し，46,XY,del(13)(q13q22)を認めた男児例 2016 年 12 月 9 日 第

39 回日本小児遺伝学会 東京都 

 

 

 地方学会 

1. 奥原宏治 天使病院小児内分泌外来10年のまとめ 2016年 8月 3日 札幌市小児科医

会研究会 

2. 脇口 定衞，奥原 宏治，櫻井 恭平，後藤 健，高桑 千佳，伏屋 菜穂，金子 直哉，飯

塚 進，森岡 圭太，高橋 伸浩，外木 秀文 百日咳が疑われた 35 例の検討 2016 年 9

月 3 日 第 23 回札幌北東部小児医療研究会 

3. 高桑 千佳，脇口 定衞，奥原 宏治，櫻井 恭平，後藤 健，伏屋 菜穂，金子 直哉，飯

塚 進，森岡 圭太，高橋 伸浩，外木 秀文 いびきを主訴に来院した咽後膿瘍の 2 か

月児症例 2016 年 9 月 3 日 第 23 回札幌北東部小児医療研究会 

4. 文陽柱，三島隆、藤枝総子、計良光昭、吉田博，外木秀文、脇口定衛 胎児期に複雑

な相互転座と心奇形を指摘され、出生後、発達遅延と Ebstein anomaly、微小欠失が認

められた女児例 2016 年 11 月 12 日 第 19 回北海道出生前診断研究会 

5. 後藤健、奥原宏治、高橋伸浩、外木秀文、飯塚進、吉田憲司 ほぼ同時期にバセドウ

病と診断された二卵性双生児の姉妹例 2016年 11月 16日 第 16回日本内分泌学会北

海道支部学術集会 

6. 櫻井 恭平, 高橋 美智, 奥原 宏冶, 脇口 定衛, 外木 秀文,  飯塚 進，大場 豪, 山

本 浩史 虫垂炎との鑑別が難しかったメッケル憩室炎穿孔の 1 例 2016 年 12 月 4 日 

第 297 回日本小児科学会北海道地方会 

7. 金子直哉，外木秀文，櫻井恭平，脇口定衛，三野絵美，奥原宏治，高橋伸浩，飯塚進，

永田絵子，緒方勤 裂手裂足症 2家系の遺伝子解析 2016 年 12 月 4 日 第 297 回日本

小児科学会北海道地方会 

8. 奥原宏治、山本さやか、山上雄司、脇口定衞、高橋伸浩、外木秀文、飯塚進 異なる

投与量で成長ホルモン治療を受けた Silver-Russell 症候群の２例  2017 年 1 月 28 日 

第 38 回北海道小児内分泌研究会  



9. 金子直哉，櫻井恭平，伏屋菜穂，脇口定衛，奥原宏治，外木秀文，飯塚進 胆管穿孔

を合併した先天性胆道拡張症の 1 例 2017 年 2 月 18 日 第 24 回札幌北東部小児医療

研究会 

1100..  白石春生，櫻井 恭平, 高桑千佳, 奥原 宏冶, 脇口 定衛, 外木 秀文,  飯塚 進，大

場 豪, 山本 浩史 日齢６で胆汁性嘔吐を契機に診断された腸回転異常症に伴う中腸

軸捻転の１例   2017 年 2 月 18 日 第 24 回札幌北東部小児医療研究会  

11. 佐藤彩，金子直哉，白石春生，櫻井恭平，脇口定衛，奥原宏治，外木秀文，飯塚進，

海老沼翔太，大場豪，山本浩史，山本寛子 絞扼性イレウスを伴った小腸間膜裂肛ヘ

ルニアの 1例  2017 年 2 月 26 日 第 298 回日本小児科学会北海道地方会 

  

 

 

 

2017 年 8 月 14 日撮影 

後列左から 飯塚進，白石春生，脇口定衛，奥原宏治，外木秀文，高橋伸浩，森岡圭太 

前列左から 澤井彩織，藤重秀太（天使病院初期研修医），久保田祐佳（旭川医大 5年：見

学で来院），藤井史彦（天使病院初期研修医），松澤まき，高桑千佳 


