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）
・岩田 正道 （医長、昭和 62 年卒）（平成 25 年 9 月～）
・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）（～平成 25 年 10 月）

・杉原

暁美

（医長、平成 6 年卒、独自採用、非医会員）

・小杉山清隆
・齋

（医長、平成 7 年卒）

秀二 （医長、平成 11 年卒、独自採用、非医会員）（平成 25 年 9 月～）

・田村 卓也 （医長、平成 13 年卒、独自採用、非医会員）
・土畠 智幸 （医長、平成 15 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月）
非常勤医師
・板倉

治

（昭和 61 年卒）：一般外来

・藤原ふみえ （平成 11 年卒）：一般外来
・及川 純子 （平成 18 年卒、独自採用、非医会員）（平成 26 年 2 月～）
：一般外来
・土畠 菜々 （平成 17 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月）
・鈴木 大真 （平成 17 年卒、独自採用、非医会員）（～平成 25 年 10 月）

卒後臨床研修医相当（卒後 3 年目以降）
6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

（×2/週）

・消化器・代謝 （×1/週）
・呼吸器

（×2/週）

・神経

（×1/週）

・腎臓

（×1/月）

・免疫

（×1/月）

・ 山田

雅文（平成 2 年卒）：免疫外来

・ 白石

秀明（平成 4 年卒）：神経外来

・ 大塚 耕右（平成 12 年卒）：神経外来
・ 岡本 孝之（平成 15 年卒）：腎臓外来、（平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月まで）

手稲渓仁会病院

病院全体の医師数

223 人

小児科医師数

17 人 (うち非常勤 3 人、後期研修医相当 6 名)

病院全体の病床数

562 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

61 人/日

平均時間外外来数

5 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
年間のべ入院患者数

1,332 人/年
15,008 人/年 (入院患者数×入院日数)

年間時間外入院患者数

362 人/年

年間分娩数

528 人/年

年間低出生体重児(2,500g 未満)数

150 人/年

極低出生体重児(1,500g 未満)数

11 人/年

年間呼吸管理患者数

24 人/年

手稲渓仁会病院
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