
天使病院 

 

所属メンバー 

・飯塚  進 （昭和 51 年卒） 

・外木 秀文 （昭和 57 年卒） 

・高橋 伸浩 （昭和 62 年卒） 

・奥原 宏治 （平成 4年卒） 

・脇口 定衛 （平成 16 年卒、非医会員） 

・大橋 宏史 （平成 19 年卒、非医会員） 

・高山  達 （平成 19 年卒、非医会員） 

・太田 紀子 （平成 21 年卒） 

・辻岡 孝郞 （平成 21 年卒） 

・山上 雄二 （平成 21 年卒、非医会員） 

・三野 絵美 （平成 8年卒）（非常勤） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 9 名 

 

 

 

専門外来 

・神経外来 

・心臓外来 

・血液腫瘍外来 

・遺伝外来 

・新生児未熟児発達外来 

・内分泌外来 

・アレルギー外来 

・精神発達外来 

 

 

 

 

 



天使病院  

 

病院全体の医師数  56 人 

小児科医師数  11 人 (うち非常勤  1 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  12 床 

新生児病床数(NICUを除く)  16 床 

 

NICU としての認定      あり：産期センター 

 

平均小児科外来数  73.4 人/日 

平均時間外外来数  2.4 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  1,564 人/年  

年間のべ入院患者数  8,005 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  299 人/年 

 

年間分娩数  764 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  99 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 22 人/年 

年間呼吸管理患者数 54 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



天使病院 

  

論文・著書など 

 

1. Tonoki H, Harada N, Shimokawa O, Yosozumi A, Monzaki K, Satoh K, Kosaki R, Sato 

A, Matsumoto N and Iizuka S: Axenfeld-Rieger Anomaly and Axenfeld-Rieger Syndrome; 

Clinical and Molecular-Cytogenetic and DNA Array Analyses on Three Patients with 

Chromosomal Defects at 6p25. Am J Med Genet A 151: 2925-2932, 2011 

2. 外木秀文: コーツェン症候群. 症候群ハンドブック 中山書店, 2011 

3. 外木秀文: クローバー頭蓋症候群. 症候群ハンドブック 中山書店, 2011 

4. 外木秀文: ネイガー肢先端顔面異骨症. 症候群ハンドブック 中山書店, 2011 

5. 外木秀文: ソトス症候群. 今日の小児治療指針第 15 版 医学書院, 2011 

6. 外木秀文: 成人期の Prader-Willi 症候群. Prader-Willi 症候群 永井敏郎編 医学書院、                

   2011 

 

 

学会発表 

 全国学会 

 

1. 小籏菜穂、大橋宏史、高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進、山本浩史: 当院にて新生児手術

を行った小腸閉鎖症の 45 例. 第 47 回日本周産期新生児医学会、札幌市、2011/7/10 

2. 外木秀文、小籏菜穂、高橋伸浩、飯塚 進、鈴木智子、四十住綾子、門崎圭美、太田 亨、

新川詔夫: Lowe 症候群 2 症例における OCRL1 遺伝子異常の検討. 第 34 回日本小児遺伝

学会、横浜市、2011/8/11 

3. 外木秀文: 成人期のプラダー・ウィリー症候群の実態調査. 第 56 回日本人類遺伝学会、

千葉市、2011/10/25 

 

 

 地方学会 

 

1. 太田紀子、辻岡孝郎、山上雄司、大橋宏史、高山 達，脇口定衛，奥原宏治、高橋伸浩，

外木秀文，飯塚進，東元健，副島英伸，小杉山清隆：Beckwith-Wiedemann 症候群 7 例

の遺伝学的検討. 第 281 回日本小児科学会北海道地方会、2011/6/26 

2. 高山 達、太田紀子、辻岡孝郎、山上雄司、大橋宏史、脇口定衛、奥原宏治、高橋伸浩、

外木秀文、飯塚 進、太田 亨: 当院で経験した Lowe 症候群の 2 例. 第 281 回日本小

児科学会北海道地方会、2011/6/26 



3. 山上雄司、外木秀文、太田紀子、辻岡孝郎、大橋宏史、高山 達、脇口定衛、奥原宏治、

高橋伸浩、飯塚 進: 当院で経験した Sotos 症候群の 9例. 第 281 回日本小児科学会北

海道地方会、2011/6/26 

4. 辻岡孝郎、太田紀子、山上雄司、大橋宏史、高山 達、脇口定衛、奥原宏治、山本浩史、

高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進: 十二指腸穿孔を合併した細菌性髄膜炎の新生児の 1例. 

第 63 回北日本小児科学会、盛岡市、2011/9/10 

5. 大橋宏史、辻岡孝郎、太田紀子、山上雄司、高山 達、脇口定衛、奥原宏治、高橋伸浩、、

外木秀文、飯塚 進: 当院で診療した川崎病症例の検討. 第 13 回札幌市北東部小児医

療研究会、札幌市、2011/9/17 

6. 辻岡孝郎、太田紀子、山上雄司、大橋宏史、高山 達、脇口定衛、奥原宏治、山本浩史、

高橋伸浩、外木秀文、飯塚 進: 細菌性髄膜炎の経過中に十二指腸穿孔をきたした一例. 

第 13 回札幌市北東部小児医療研究会、札幌市、2011/9/17 

7. 外木秀文: 先天奇形症候群のみかた. 北海道新生児談話会、札幌市、2011/9/25 

8. 山上雄司、太田紀子、辻岡孝郎、高山 達、大橋宏史、脇口定衛、奥原宏治、外木秀文、

飯塚 進、高橋伸浩、山本浩史、坂本綾子、渡利道子: 当院産科・NICU・小児外科の連

携により診断治療を行った先天性肺嚢胞症の 1例. 第 282 回日本小児科学会北海道地方

会、札幌市、2011/11/27 

9. 辻岡孝郎、太田紀子、山上雄司、大橋宏史、高山 達、脇口定衛、奥原宏治、外木秀文、

飯塚 進、高橋伸浩、山本浩史: 当院で経験した中腸軸捻転症 14 例の検討. 第 282 回

日本小児科学会北海道地方会、札幌市、2011/11/27 

10.山上雄司、太田紀子、辻岡孝郎、高山 達、大橋宏史、脇口定衛、奥原宏治、外木秀文、

飯塚 進、高橋伸浩、山本浩史、坂本綾子、渡利道子: 胎児期の肺嚢胞-羊水腔シャン

ト術施行後に出生し良好な経過を得た先天性肺嚢胞症の 1 例. 第 14 回北海道出生前診

断研究会、札幌市、2011/12/10 

11.藤枝聡子、川端公輔、坂本綾子、斎藤良玄、山本貴寛、相澤貴之、渡利道子、計良光昭、

吉田 博、太田紀子、山上雄司、大橋宏史、外木秀文、奥原宏治、高橋伸浩、四十住綾

子、門崎圭美: 出生前に羊水染色体検査にて発見された 46XX male の１例. 第 14 回北

海道出生前診断研究会、札幌市、2011/12/10 

12.山本さやか: 骨盤腎の 2例. 第 24 回天使病院地域医療連携講演会、札幌市、2012/1/20 

13.太田紀子、奥原宏治、辻岡孝郎、山上雄司、大橋宏史、高山 達、脇口定衛、外木秀文、 

高橋伸浩、飯塚 進、藤枝聡子、渡利道子、吉田 博: 性分化異常症の 2 例. 第 33 回

北海道小児内分泌研究会、札幌市、2012/1/21 

14.高山 達: 当院で経験したプラダー・ウィリ症候群 24 例のまとめ. 第 14 回札幌市北東

部小児医療研究会、札幌市、2012/3/3 

15.米丸 希: 2011 年マイコプラズマ肺炎入院症例のまとめ. 第 14 回札幌市北東部小児医

療研究会、札幌市、2012/3/3 



その他社会貢献など 

 

なし 


