
手稲渓仁会病院 

 

所属メンバー 

常勤医師 

・衣川 佳数 （部長、昭和 58 年卒） 

・提嶋 俊一 （医長、昭和 51 年卒） 

・窪田  満 （医長、昭和 61 年卒） 

・南雲  淳 （医長、平成 1年卒） 

・佐々木 康 （医長、平成 4年卒） 

・杉原 暁美 （医長、平成 6年卒、独自採用、非医会員） 

・鴨志田久子 （医長、平成 9年卒、救急部所属） 

・土畠 智幸 （医師、平成 15 年卒、独自採用、非医会員） 

非常勤医師 

・山根 麻子 （医師、平成 14 年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

3 名 

 

 

 

専門外来 

・心臓外来 （×9/週）；金曜日午後以外すべて 

・アレルギー・喘息外来 （×3/週） 

・消化器、代謝外来 （×2/週） 

・呼吸器外来 （×2/週） 

・神経外来 （×1/週） 

・免疫外来 （×1/月） 

・内分泌外来 （×1/月）；12 月まで、 

・腎臓外来 （×1/3 月） 

 

 

 

 

 



手稲渓仁会病院 

 

病院全体の医師数  219 人 

小児科医師数  12 人 (うち非常勤 1 人、後期研修医 3名) 

 

病院全体の病床数  547 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)    25 床 

NICU病床数  0 床 

新生児病床数(NICUを除く)  4 床 

 

NICU としての認定     なし 

 

平均小児科外来数  72 人/日 

平均時間外外来数  18 人/日 

(時間外小児科受診数です。小児科医が診察した数は不明です。) 

 

年間入院患者数  1,682 人/年  

年間のべ入院患者数  10,355 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  667 人/年 

 

年間分娩数  474 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  79 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 10 人/年 

年間呼吸管理患者数 3 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文・著書など 

 

1. 窪田 満: 新生児マス・スクリーニング新時代. 北海道小児科医会会報 25: 10-15, 2009 

2. 窪田 満: 意思決定能力のない小児のターミナルケアに関する研究. 第 34 回札幌市医

師会医学会誌 261: 117-118, 2009 

3. 大島美保、岡 敏明、喜屋武元、土畠智幸、窪田 満: Haemophilus influenzae 菌に

よる Waterhouse-Friderichsen 症候群と考えられた死亡乳児例. 臨床小児医学 57 (1,2

合併号): 29-32, 2009        

 

 

学会発表 

 全国学会 

 

1. 窪田 満: ファブリー病の母子例－小児と女性における治療開始時期について－. 第 5 

回日本ファブリー病フォーラム、東京、2009/07/12 

2. 窪田 満: シンポジウム「タンデムマスによる新生児スクリーニングの全国展開」           

スクリーニング陽性例（精査、診断対象者）への対応. 第 36 回日本マス・スクリーニ 

ング学会、札幌、2009/08/21-22 

3. 窪田 満: シンポジウム「タンデムマス導入による新生児マス・スクリーニングの新時 

代」新しいスクリーニング陽性者への対応. 第 51 回日本先天代謝異常学会、東京、

2009/11/05-07 

 

地方学会 

 

1. 橋本真理子、土畠智幸、山根麻子、鴨志田久子、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、窪田 

満、衣川佳数、佐々木聡（北大小児科）、三浦正義（北大泌尿器科）: 繰り返す嘔気・

頭痛を主訴に発見された右腎動脈狭窄による腎血管性高血圧の一例. 日本小児科学会

北海道地方会第 275 回例会、札幌、2009/07/12 

2. 祖父江俊樹、土畠智幸、南雲 淳、窪田 満、衣川佳数: 社会恐怖症、広汎性発達障害 

の合併により非侵襲的換気補助による呼吸管理に難渋したデェシャンヌ型筋ジストロ 

フィーの一例. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札幌、2009/07/12 

3. 土畠菜々、土畠智幸: 当センターにおける在宅夜間非侵襲的換気補助療法（ＮＩＶ）使 

用症例の検討. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札幌、2009/07/12 

4. 鴨志田久子、大西新介、高橋 功、佐々木康、衣川佳数: 院外心肺停止から完全社会復 

帰にいたった一小児例. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札幌、2009/07/12 

 



5. 橋本真理子、土畠智幸、山根麻子、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、衣川佳 

数、藤澤浩子（小樽協会）、五十嵐敬太（小樽協会）、五十嵐リサ（小樽協会）、飯田一 

樹（小樽協会）: 気管支喘息重積発作および右全葉無気肺を呈し、集中治療を必要とし 

た新型インフルエンザの 1例. 日本小児科学会北海道地方会第 276 回例会、札幌、 

2009/11/22 

6. 北村勝誠、土畠智幸、山根麻子、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、衣川佳数: 

新型インフルエンザ感染症による呼吸不全に対して非侵襲的換気補助療法が奏功した 3 

例. 日本小児科学会北海道地方会第 276 回例会、札幌、2009/11/22 

7. 鴨志田久子、高橋 功、橋本真理子、北村勝誠、戸田壮一郎、土畠智幸、杉原暁美、佐々

木康、南雲 淳、窪田 満、衣川佳数: 当院で施行した脳低体温療法の 3例. 日本小児

科学会北海道地方会第 276 回例会、札幌、2009/11/22 

8. 伊東幸恵、土畠智幸、山根麻子、杉原暁美、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、衣川佳数: 

稀な腹腔内腫瘤性病変の 2例. 日本小児科学会北海道地方会第 276 回例会、札幌、 

2009/11/22 

9. 窪田 満: 習慣性便秘症と fecal soiling の診断と治療. 函館小児科医会、函館、 

2009/06/12 

10.窪田 満: 新生児マス・スクリーニング新時代. 北海道小児オータムセミナー、札幌、 

2009/09/19 

11.窪田 満: 著明な炎症細胞浸潤と肝細胞壊死を認めた乳児肝炎の 1例. 第 15 回北海道 

肝移植適応研究会、札幌、2009/10/03 

12.窪田 満: 習慣性便秘症と fecal soiling の診断と治療. 日本小児科学会北海道地方会

第 276 回例会、札幌、2009/11/22 

13.窪田 満: 小児慢性便秘の診断と治療. 第 19 回北海道消化管運動研究会、札幌、 

2010/02/26 

14.窪田 満、中山雅之（新川病院）、出村 守（札幌でむら小児クリニック）、飯塚 進（天 

使病院）: 健康な乳幼児の集団生活の場である保育園における医療上の問題－与薬の取 

り扱いと登園許可証の取り扱い－. 第 35 回札幌市医師会医学会、札幌、2010/02/21 

15.衣川佳数: 症例から学ぶ「心臓編」. 札幌北西部小児科フォーラム、札幌、2010/02/15 

16.鴨志田久子: 小児の BLS. 札幌北西部小児科フォーラム、札幌、2010/02/15 

17.八田英一郎、俣野 順、酒井圭輔、佐々木康、衣川佳数: ファロー四徴症の検討－肺動 

脈弁輪温存に向けて－. 第 52 回北海道小児循環器研究会、札幌、2009/04/11 

18.八田英一郎、俣野 順、酒井圭輔、佐々木康、衣川佳数: Arterial Switch Operation 

の検討－心筋保護の工夫－. 第 53 回北海道小児循環器研究会、札幌、2009/11/21 

 


