函館中央病院
所属メンバー
・木田

毅

（総合周産期センター長、昭和 60 年卒）

・中島

美佳

（小児科医長、平成 5 年卒）

・佐々木真樹

（小児科科長、平成 2 年卒）

・石倉亜矢子

（小児科医長、平成 8 年卒）

・岸田

真

（小児科医長、平成 18 年卒、非医会員）

・水上

晋

（診療部長、昭和 59 年卒）

・廣瀬三恵子

（小児科非常勤、平成 9 年卒）

・高梨久仁子 （小児科医長、平成 16 年卒）
・山田

豊

（臨床顧問、昭和 47 年卒）
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函館中央病院
病院全体の医師数

88 人

小児科医師数

12 人（うち非常勤 2 人）

病院全体の病床数

527 床

小児科病床数（ＮＩCU，ベビー除く）
ＮＩＣＵ病床数

28 床
9床

新生児病床数

18 床

ＮＩＣＵとして認定

あり

平均小児科外来数

87.8 人

平均時間外外来数

1.5 人

年間入院患者数

9,976 人

年間のべ入院患者数
年間時間外入院患者数
年間分娩数

137,156 人
2,029 人
621 人／年

年間低出生体重児 （2,500ｇ未満）数

92 人

極低出生体重児

16 人

（1,500ｇ未満）数

年間呼吸管理患者数

66 人 （のべ 2,458 人）

函館中央病院
論文・著書など
1. 中島美佳: 函館中央病院医誌「地方の総合周産期センターにおける新生児科医としての
臨床遺伝専門医の役割」
2. 石倉亜矢子「子ども虐待の画像診断 エビデンスに基づく医学診断と調査・捜査のため
に」ポール・K・クラインマン 編 小熊栄二監修
明石書店 2016 年 12 月 5 日
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学会発表
全国学会
1. 中島美佳: 新規 FNB1 遺伝子変異を同定した頭蓋前頭鼻症候群の女児. 日本小児科学会
（第 119 回、札幌）
2. 中 島 美 佳 : A familial case of brain malformation with marker chromosome.
International congress of Human Genetics 2016（京都）
3. 中島美佳: 22g11.2 遠位欠失症候群の 1 女児例. 小児遺伝学会
4. 石倉亜矢子: ER で見逃されているネグレクト

－見逃さないコツ

の小児科におけるネグレクトを考える」. 日本小児救急医学会
台）, 2016.7.2

地方学会
・函館小児科医会症例検討会①②
・平成 28 年度道南医学会
・2016 年青函小児科懇談会
・渡島医師会講演会

社会貢献
佐々木真樹
北海道小児救急医療研修会講師

２０１６．１１．２４

岸田真
食物アレルギー研修会講師

２０１６．８．１０

教えます「総合病院
第 30 回学術集会（仙

中島美佳
NCPR インストラクター1 回
廣瀬三恵子
1. 2016/3/10 北海道自閉症協会道南分会勉強会 講師
自閉症スペクトラムの合併症と薬の使い方：主にてんかん･睡眠障害について
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
2. 2016/04/22 道南発達障害を考える会 講師
発達障害のある子どもの育て支援
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
3. 2016/07/21 渡島特別支援教育研究会 講師
発達障害 医療から学校へ期待すること
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
4. 2016/12/15 北海道自閉症協会道南分会勉強会 講師
心理検査の使い方･考え方
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
5. 2017/01/26 函館市教育委員会 特別支援教育研修会 講師
発達障害概論
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
6. 2017/03/24 道南発達障害を考える会 講師
自閉症スペクトラムの困難を理解する
函館中央病院小児科 廣瀬三恵子
7. 函館児童相談所 嘱託医
函館市教育支援委員会 就学指導部会委員
北海道教育長渡島教育局 特別支援教育専門家チーム
北海道警察函館方面本部生活安全課 少年サポートチーム委員
石倉亜矢子
1. 2016.7.27 北海道警察 函館方面本部研修会 「子ども虐待：当院での取り組み
～他機関連携における医療機関の取り組みと虐待を疑った際の対応～」
2. 2016.9.21 ゾンタクラブ卓話 「私が函館で RIFCR 研修が広まってほしい理由」
3.

2016.9.23 道南発達障がいを考える会 「アメリカ・オレゴン州の児童保護・家族支
援を取り巻く

4. 2016.10.4

状況視察の報告（速報）」

平成 28 年度函館地区里親推進フォーラム

「医療機関で出会う困難をかか

えた子どもや妊婦やその家族」
5. 2016.10.19 函館教育大学 講義（北海道子どもの虐待防止協会道南支部）
「函館中央病院での虐待予防のとりくみ～院内児童虐待防止委員会の活動～」

6. 2016.11.8 北海道養護教員会渡島支部

「子ども虐待：函館中央病院での取り組み～保

健室の先生たちに知っておいてほしいこと～」
7. 2016.12.7

道南地区高等学校養護教員研究会

院の小児科医からみた

函館中部高等学校にて

「函館中央病

思春期のこどもたち～保健室の先生に知っておいてほしいこ

と～」
8. 2017.1.31

上磯中学校区

子どもを育てる会

「小児科医療の現場からみた児童生徒

の心の問題～医療と学校の連携を考える～」
9. 2017.3.4 ゾンタローズデー講演会

「子どもが子どもでいるために

組める虐待予防～性虐待からも目を背けてはいけない～」
10.函館性暴力被害防止対策協議会 実務者会議メンバー 2017.3～
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