
 

市立札幌病院 

 

所属メンバー 

小児科 
・福島 直樹 （部長、昭和 46 年卒） 
・須藤  章 （副医長、平成 3 年卒） 
・佐野 仁美 （副医長、平成 3 年卒） 
・中島 泰志 （平成 5 年卒）（～平成 20 年 6 月） 
・濱野 貴通 （常勤嘱託医、平成 17 年卒）（平成 20 年 9 月～） 
・山崎 健史 （平成 17 年卒） 
 
新生児科 
・服部  司 （部長、昭和 49 年卒） 

・中島 健夫 （副部長、昭和 53 年卒） 

・内田 雅也 （副医長、平成 5 年卒） 

・里見 達郎 （平成 11 年卒） 

・秋元 琢真 （平成 15 年卒） 
 
 
 

卒後臨床研修医 

50 名（卒後 1年～6年まで） 

 

 

 

専門外来 

・心臓外来 

・内分泌代謝外来 

・心 ECHO 外来 

・腎臓外来 

・思春期外来 

・神経・発達外来 

・未熟児新生児フォロー外来 

・予防接種外来 

 



 

市立札幌病院 
 

病院全体の医師数          131 人（正職員のみ） 

小児科医師数  4＋2（レジデント）人 (うち非常勤 1 人)（新生児科 5 人） 

               

病院全体の病床数  818 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  45 床 

NICU病床数  9 床 

新生児病床数(NICUを除く)  32 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  70 人/日 

平均時間外外来数  6~7 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1,018 人/年  

年間のべ入院患者数  7,363 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  360 人/年 

 

年間分娩数  817 人/年 

年間低出生体重児(2,500g未満)数    254 人/年（ＮＩＣＵ入院  194 人/年） 

極低出生体重児(1,500g未満)数     57 人/年（  〃      79 人/年） 

年間呼吸管理患者数       小児科30 人/年（  〃           101 人/年） 

 



 

論文・著書など 

 

1. 福島直樹、佐野仁美、須藤 章: ペン型注射器の気泡混入について. 市立札幌病院医誌

67: 245-249, 2008 

2. 須藤 章、山崎健史、佐野仁美、福島直樹: MELAS（高乳酸血症、卒中様症状を伴うミ

トコンドリア病）に対するジクロロ酢酸ナトリウム療法と L-アルギニン療法. 市立札

幌病院医誌 68: 13-20, 2008 

3. 藤原ふみえ、須藤 章、古川卓朗、福島直樹: カルバマゼピン頓服が著効した入浴癲癇

の 5歳男児例. 臨床小児医学 56: 89-93, 2008 

4. 須藤 章: 重症筋無力症. 小児神経学 診断と治療社: 365-370, 2008 

5. Egawa K, Asahina N, Shiraishi H, Kamada K, Takeuchi F, Nakane S, Sudo A, Kohsaka 

S and Saitoh S: Aberrant somatosensory-evoked response imply GABAergic 

dysfunction in Angelman syndrome. Neuroimage 39: 593-599, 2008 

  

 

学会発表 

全国学会 

 

なし 

 

 

地方学会 

 

1. 佐野仁美、森岡圭太、山崎康博、伊藤智城、須藤 章、福島直樹: プロラクチノーマの

1例. 第 29 回北海道小児内分泌研究会、札幌市、2008/1/26 

2. 山崎康博、須藤 章、伊藤智城、佐野仁美、福島直樹: 笑い発作を主徴とした前頭葉て

んかんの 1例. 日本小児科学会北海道地方会第 271 回例会、札幌市、2008/2/24 

3. 伊藤智城、須藤 章、山崎康博、佐野仁美、福島直樹、細木華奈、斉藤伸治: 胃腸炎に

て急激な脱水を併発して死亡したミトコンドリア病（Leagh 症候群）の一例. 第 11 回

日本小児神経学会北海道地方会、札幌市、2008/3/10 

4. 佐野仁美、山崎健史、須藤 章、福島直樹: 同時期にバセドウ病を発症した一卵性双生

児の 14 歳男児例. 第 26 回北海道甲状腺談話会、札幌市、2008/7/26 

5. 山崎健史、濱野貴通、佐野仁美、須藤 章、福島直樹: 特殊な経過をたどった急性糸球

体腎炎の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 273 回例会、札幌市、2008/11/30 

6. 佐野仁美、伊藤智城、福島直樹: 繊維性骨異形性を合併した若年性皮膚筋炎の 2例. 第

18 回日本小児リウマチ学会、札幌市、2008/10/5 

 



 

 

7. 木田和宏、柳生一自、末田慶太郎、朝比奈直子、白石秀明、斉藤伸治、須藤 章、永島

哲郎: 急速な退行を認めた 7 歳男児例. 第 8 回北海道小児神経症例検討会、札幌市、

2008/1/21 

8. 須藤 章、細木華奈、斉藤伸治、中村雅一、矢部一郎、佐々木秀直: 2 つのミトコンド

リア DNA 変異(8356T>C と A3243A>G)を認めた ragged-red fiber を伴うミオクローヌス

てんかん(MERRF)症例の分子遺伝学的検討. 第 11 回日本小児神経学会北海道地方会、札

幌市、2008/3/10 

9. 中村雅一、矢部一郎、須藤 章、細木華奈、斉藤伸治、佐々木秀直: 2 つのミトコンド

リア DNA 変異(T8356C と A3243G)を認めたミトコンドリア病の 1家系. 日本てんかん学

会第 2回北海道地方会、札幌市、2008/10/4 

 

 

その他社会貢献など 

 

なし 

 

 


