
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） 

・久間木 悟 （医長、昭和 59 年卒）（平成 23 年 10 月～） 

・提嶋 俊一 （医長、昭和 51 年卒）（～平成 23 年 10 月） 

・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） 

・中島 泰志 （医長、平成 5年卒） 

・杉原 暁美 （医長、平成 6年卒、独自採用、非医会員） 

・土畠 智幸 （医師、平成 15 年卒、独自採用、非医会員） 

非常勤医師 

・土畠 菜々 （医師、平成 17 年卒、独自採用、非医会員） 

 

 

 

卒後臨床研修医相当（卒後 3年目以降） 

4 名 

 

 

 

専門外来 

・心臓・川崎病外来 （×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） 

・腎臓外来 （×1/週） 

・免疫外来 （×1/月） 

 

 

 

 

 



手稲渓仁会病院 

 

病院全体の医師数  221 人 

小児科医師数  13 人 (うち非常勤1人、後期研修医相当4名) 

 

病院全体の病床数  550 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)    25 床 

NICU病床数  3 床 

新生児病床数(NICUを除く)  0 床 

 

NICU としての認定      あり 

 

平均小児科外来数  63 人/日 

平均時間外外来数  15 人/日 

(時間外小児科受診数です。小児科医は診察した数は不明です。) 

 

年間入院患者数  1,308 人/年  

年間のべ入院患者数  9,730 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  402 人/年 

 

年間分娩数  525 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  109 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 24 人/年 

年間呼吸管理患者数 27 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



手稲渓仁会病院 

 

論文・著書など 

 

1. 窪田 満: 皮膚掻痒症の病態と内科的・外科的治療. 小児内科 43(6): 1073-1076, 2011 

2. 窪田 満: 乳幼児診療 A to Z  下痢. 小児科 52(5): 631-635, 2011 

3. 窪田 満: TPN 施行時における小児胆汁うっ滞の UDCA 治療. たんじゅうさん 10(1): 19, 

2011        

4. 窪田 満: 1 型糖原病. 先天代謝異常症 Diagnosis at a Glance: 42-44, 2011 

5. 窪田 満: 特効薬（特効的治療）がある先天代謝異常症にはどのようなものがあります

か. 小児内科増刊号 疑問解決 小児の診かた: 479-481, 2011 

6. 土畠智幸: 呼吸障害. 小児リハビリテーションポケットマニュアル: 2011 

7. 土畠智幸: 呼吸リハビリテーション(共著). 小児リハビリテーションポケットマニュ

アル: 2011 

8. 土畠智幸: 小児 NPPV の手引き－手稲渓仁会病院の実践－. 小児 NPPV の手引き: 39-44, 

2012 

 

 

学会発表 

 全国学会 

 

1. 土畠智幸: パネルディスカッション 長期 NPPV 症例から学ぶ管理のコツ「神経筋疾患の 

在宅呼吸ケア」. 第 25 回非侵襲的換気療法研究会、大阪市、2011/6 

2. 窪田 満: 尿中 GL-3 の上昇により酵素製剤に対する中和抗体の存在が示唆された小児 

例. 第 7 回日本ファブリー病フォーラム、東京、2011/7/10 

3. 窪田 満、中嶋雅秀、山下健一郎、鈴木友己、嶋村 剛: 小児レシピエントに対する脳

死肝移植－改正臓器移植法施行後の問題点－. 第 28 回日本小児肝臓研究会、つくば市、 

2011/7/17 

4. 窪田 満: 高 CK 血症、高 AST、ALT、LDH 血症 異常値をみたときの鑑別の進め方. 第 7 

回日本先天代謝異常学会セミナー、横浜市、2011/7/23-24 

5. 土畠智幸: シンポジウム「子どものストレスを考える」. 第 11 回日本チャイルド・ラ

イフ学会カンファレンス、2011/9 

6. 南雲 淳、太田八千雄: 北海道における川崎病既往患者のフォロー状況について. 日本

川崎病学会、2011/9/30 

7. 窪田 満: 難治性下痢症（プレコングレスセミナー）. 第 38 回日本小児栄養消化器肝

臓学会、盛岡市、2011/10/7-09 



8. 窪田 満: マススクリーニングの対象となっている先天性代謝異常症の臨床像. マ 

ス・スクリーニング学会基礎理論研修会、東京、2011/10/15-16 

9. 窪田 満、中山雅之、小笠原由法、出村 守、飯塚 進: 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－2.    

第 17 回日本保育園保健学会、岡山市、2011/11/12-13 

10.窪田 満: 尿素サイクル異常症の治療戦略－脳死肝移植時代のパラダイムシフト－.  

第 53 回日本先天代謝異常学会、千葉市、2011/11/24-26 

11.窪田 満: ウイルソン病. 第 1 回先天代謝アドバンストコース、仙台市、2011/12/16-18 

12.窪田 満: タンデムマス・スクリーニングの現状と今後について. 日本マススクリーニ 

ング学会第 30 回技術部会、東京、2012/3/2-3 

13.土畠智幸: 小児の非侵襲的な呼吸ケア 急性期から慢性期まで. 第 14 回東京小児呼吸

ケア HOT シンポジウム、東京、2012/3/10 

 

 

地方学会 

 

1. 窪田 満: 与薬の取り扱いと登園許可証の取り扱いについて. 第 3回北海道保育園看護 

職研究会、札幌市、2011/7/2 

2. 窪田 満、佐藤泰征、小林徳雄: 第 5 回北海道先天代謝異常症治療研究会、札幌市、 

2011/08/05 

3. 南雲 淳: 北海道における川崎病患者の長期管理実態調査～フォロー期間、評価方法、 

フォロー終了方法、内科への移行に関するアンケート結果～. 北海道川崎病研究会、札 

幌市、2011/9/10 

4. 土畠智幸: 特別講演「地域中核病院における多職種チームによる小児在宅医療システ 

ム」. 第 22 回横浜小児感染症懇話会、横浜市、2011/9 

5. 窪田 満、中山雅之、小笠原由法、出村 守、飯塚 進: 与薬依頼票、保護者の登園届、 

医師の意見書に関して. 札幌市乳幼児園医協議会、札幌市、2011/11/1 

6. 窪田 満: 新生児マス・スクリーニングの今後. 第 63 回北海道公衆衛生学会、札幌市、 

2011/11/10 

7. 荻原重俊、土畠菜々、土畠智幸、杉原暁美、中島泰志、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、 

衣川佳数: 重篤な臨床像を呈した乳児期早期 パルボウイルス感染症の一例. 日本小児 

科学会北海道地方会第 282 回例会、札幌市、2011/11/27 

8. 田原麻由、中島泰志、荻原重俊、伊東幸恵、北村勝誠、土畠智幸、土畠菜々、杉原暁美、 

佐々木康、南雲 淳、窪田 満、提島俊一、衣川佳数: マクロライド抵抗性マイコプラ 

ズマ肺炎に対するステロイド治療. 小児科学会北海道地方会第 282 回例会、札幌市、 

2011/11/27 



9. 窪田 満、中山雅之、小笠原由法、出村 守、飯塚 進: 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－3.  

第 37 回札幌市医師会医学会、札幌市、2012/2/19 

10.窪田 満: 先天代謝異常症を見逃さないために. 函館小児科医会学術講演会、函館、  

2012/2/24 

11.伊東幸恵、衣川佳数、土畠智幸、杉原暁美、中島泰志、佐々木康、南雲 淳、窪田 満: 

乳児特発性僧帽弁腱索断裂の 3例. 日本小児科学会北海道地方会第 283 回例会、旭川市、 

2012/03/11 

12.大上佳奈、大森教雄、荻原重俊、田原麻由、北村勝誠、土畠菜々、土畠智幸、杉原暁美、 

中島泰志、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、久間木悟、衣川佳数: 発熱が遷延したパル 

ボウィルス関連関節炎の 1 例. 日本小児科学会北海道地方会第 283 回例会、旭川市、 

2012/3/11 

13.大森教雄、大上佳奈、荻原重俊、田原麻由、北村勝誠、土畠菜々、土畠智幸、杉原暁美、 

中島泰志、佐々木康、南雲 淳、窪田 満、久間木悟、衣川佳数: 全身状態不良を来た 

し A群溶連菌性感染症が疑われた 3ヶ月の乳児の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 

283 回例会、旭川市、2012/3/11 

 

 

 

 


