
市立札幌病院 

 

所属メンバー 

〈小児科〉 

・福島 直樹 （昭和 46 年卒） 
・須藤  章 （平成 3 年卒） 

・佐野 仁美 （平成 3年卒） 

・中島  翠 （平成 16 年卒） 

・濱野 貴通 （平成 17 年卒、後期研修 3年目） 

・高橋 俊行 （平成 19 年卒、後期研修 1年目、非医会員） 

〈新生児科〉 

・服部  司 （昭和 49 年卒） 

・中島 健夫 （昭和 53 年卒） 

・内田 雅也 （平成 5年卒） 

・里見 達郎 （平成 11 年卒）（～平成 21 年 7月、平成 21 年 12 月～） 

・秋元 琢真 （平成 15 年卒）（～平成 21 年 11 月） 

・兼次 洋介 （平成 16 年卒）（平成 21 年 8 月～） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 初期研修医 0～2名/月 

 

 

 

専門外来 

・未熟児外来 （服部、中島） 

・神経外来 （須藤） 

・慢性外来 （福島） 

・思春期・慢性外来 （佐野） 

・児童精神外来 （黒川、新屋） 

 

 

 

 

 



市立札幌病院 

 

病院全体の医師数  151 人 

小児科医師数  12 人 (うち非常勤  2 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  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  63.9 人/日 

平均時間外外来数  3.2 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1,034 人/年  

年間のべ入院患者数  6,791 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  人/年 

 

年間分娩数  771 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  223 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 61 人/年 

年間呼吸管理患者数          93 人/年（うち DPAP  33 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文・著書など 

 

1. Sano H, Takigami M, Ogino T, Morioka K, Ito T, Sudo A and Fukushima N: Cabergoline 

effectively induced remission of prolactinoma in a 9-year-old Japanese boy. Clin 

Pediatr Endocrinol 18: 65-72, 2009 

2. 山崎康博、須藤 章、伊藤智城、佐野仁美、福島直樹: 情動で笑い発作が誘発された前

頭葉てんかんの 1例. Brain Nerve61: 989-993, 2009 

3. 大島淳二郎、須藤 章、寺本 忍、小西祥平、青柳勇人、松本憲則、斉藤伸治: 非経静

脈的 phenobarbital 大量療法が著効し、神経心理学的後遺症を最小限に抑えた acute 

encephalitis with refractory, repetitive partial seizures の 10 歳男児例. 小児

科臨床 62: 2015-2022, 2009 

4. 佐野仁美、牧田靖子、土田真樹、高橋俊行、濱野貴通、中島 翠、須藤 章、福島直樹: 

当科におけるインスリン持続皮下注入療法. 市立札幌病院医誌 69: 15-20, 2009 

5. 濱野貴通、佐野仁美、高橋俊行、中島 翠、須藤 章、福島直樹: 当科における乳児早

期の川崎病に関する検討. 市立札幌病院医誌 69: 73-79, 2009 

6. 須藤 章: 在宅人工呼吸器が必要な子どもを中心に、生活の質の向上を考える. 日本小

児看護学会 18(3)別冊: 88-90, 2009 

 

 

 

学会発表 

全国学会 

 

1. 佐野仁美、山崎健史、濱野貴通、須藤 章、福島直樹: バセドウ病に甲状腺クリーゼ・

甲状腺中毒性周期性四肢麻痺を合併した兄と、同時期にバセドウ病を発症した弟の一卵

性双生児の小児例. 第 82 回日本内分泌学会学術総会、前橋市、2009/4/23-25 

2. 中村雅一、矢部一郎、佐々木秀直、須藤 章、細木華奈、斉藤伸治: 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. 第 50 回日本神経

学会総会、仙台市、2009/5/20-22 

3. 松岡太郎、土屋浩史、須藤 章、後藤雄一: ミトコンドリア DNA 13094T>C 変異を有す

る Leigh 脳症－本邦第 2例－. 第 51 回日本小児神経学会、米子市、2009/5/28-30 

4. 境 信哉、須藤 章、斉藤伸治、加藤光広: 脊髄性筋萎縮症(I 型)児におけるスイッチ

活動実施状況について. 第 43 回日本作業療法学会、郡山市、2009/6/19-21 

5. 佐野仁美、武田充人、山崎健史、濱野貴通、須藤 章、上野倫彦、福島直樹: β遮断剤

に加え ACE 阻害剤の増量が有効であった拡張型心筋症の 1 乳児例. 第 45 回日本小児循

環器学会総会、神戸市、2009/7/15-17 



6. 濱野貴通、高橋俊行、中島 翠、佐野仁美、須藤 章、福島直樹、西川秀司、武内利直: 

抗アレルギー剤の投与によって治療しえた好酸球性胃腸炎の 1 例. 第 36 回日本小児栄

養消化器肝臓学会、札幌市、2009/10/9-11 

7. 須藤 章、武市紀人、細木華奈、村山 圭、大竹 明、西野一三、佐野仁美、福島直樹、

斉藤伸治: てんかんと進行性の感音性難聴を示し、人工内耳埋め込み手術が有効であっ

たミトコンドリア DNA625G>A 変異を有する 11 歳女児例. 第 9 回日本ミトコンドリア学

会年会、東京都、2009/12/17-19 

 

 

 

 地方学会 

 

1. 佐野仁美、牧田靖子、土田真樹、高橋俊行、濱野貴通、中島 翠、須藤 章、福島直樹: 

当科におけるインスリン持続皮下注入療法. 第 11 回北海道小児糖尿病研究会、札幌市、

2009/6/20 

2. 濱野貴通、高橋俊行、中島 翠、佐野仁美、須藤 章、福島直樹: 当院で経験した乳児

早期の川崎病に関する検討. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札幌市、

2009/7/12 

3. 谷口宏太、佐野仁美、濱野貴通、中島 翠、須藤 章、福島直樹: 当科における新型イ

ンフルエンザ入院症例の検討. 日本小児科学会北海道地方会第 276 回例会、札幌市、

2009/11/22 

4. 石川 丹、大塚耕右、植田佑樹、高橋有美、柳生一自、須藤 章、栃丸博幸: 非 24 時

間睡眠覚醒症候群例～West 症候群、不登校～. 日本小児科学会北海道地方会第 276 回例

会、札幌市、20096/11/22 

5. 中島 翠、須藤 章、谷口宏太、半田つばさ、高橋俊行、濱野貴通、佐野仁美、福島直

樹、白石秀明、斉藤伸治、加藤光広、才津浩智、松本直道: 最重症な経過をたどった STXBP1

遺伝子変異を有する大田原症候群の 1例. 日本てんかん学会北海道地方会第 5回学術集

会、札幌市、2010/2/20 

6. 濱野貴通、谷口宏太、半田つばさ、高橋俊行、中島 翠、佐野仁美、須藤 章、福島直

樹: 当科で経験した細菌性腸炎に関する検討. 日本小児科学会北海道地方会第 277 回例

会、旭川市、2010/2/28 

7. 半田つばさ、高橋俊行、濱野貴通、中島 翠、佐野仁美、須藤 章、福島直樹: 新型イ

ンフルエンザ罹患後に発症した急性虫垂炎の 2例. 日本小児科学会北海道地方会第 277

回例会、旭川市、2010/2/28 

 

 



8. 須藤 章、武市紀人、高橋俊行、濱野貴通、中島 翠、佐野仁美、福島直樹、細木華奈、

斉藤伸治: ミトコンドリア病の感音性難聴に対する人工内耳の適応とゆ有効性につい

て. 第 15 回日本小児神経学会北海道地方会、札幌市、2010/3/13 

9. 武市紀人、須藤 章、小原修幸、藤原圭志、赤澤 茂、福田 諭: ミトコンドリア 625G>A

変異を認めた人工内耳の一症例. 日本耳鼻咽喉科学会北海道地方部会第 201 回学術講演

会、札幌市、2010/3/28 

 

 

 

その他社会貢献など 

 

なし 


