
 

KKR 札幌医療センター 

 

所属メンバー 

・高橋  豊 （副病院長兼小児センター長、昭和 50 年卒） 
・鹿野 高明 （小児科部長、昭和 52 年卒） 
・吉岡 幹朗 （小児科医長、平成 4 年卒） 
・縄手  満 （小児科医長、平成 10 年卒） 
・簗詰 紀子 （小児科医長、平成 10 年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

13 人（病院全体） 

 

 

 

専門外来 

・神経外来（朝比奈直子、×2/月） 

・心臓外来（八鍬 聡、×2/月） 

・喘息アレルギー外来（高橋） 

・内分泌外来（高橋） 

・血液外来（鹿野） 

・心身症外来（縄手） 

 



 

KKR 札幌医療センター 
 

病院全体の医師数           75 人（うち研修医  7 人） 

小児科医師数  5 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  450 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  34 床 

NICU病床数  2 床 

新生児病床数(NICUを除く)  床 

 

NICU としての認定      なし 

 

平均小児科外来数  83.5 人/日 

平均時間外外来数  2.0 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数           2,196 人/年（うち新生児    344 人）  

年間のべ入院患者数  12,900 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数         662 人/年（新生児入院除く） 

 

年間分娩数  487 人/年 

年間低出生体重児(2,500g未満)数  50 人/年 

極低出生体重児(1,500g未満)数 1 人/年 

年間呼吸管理患者数           3 人/年（新生児）（うちnasal DPAP 2 名） 
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横浜市、2008/12/4-5 

高橋 豊、渡辺 徹、宇加江進、有賀 正、堤 裕幸、藤枝憲二、崎山幸雄: 道内小児

喘息患者とその保護者の QOL に関する 2007 年アンケート調査 1. 2001 年、2004 年調査

2. 

3. 

4. 

伝性 C3 欠損症の分子病態. 第

5. 

1

年、2004 年調査との比較. 第 45 回日本小児アレルギー学会、横浜市、2008/12/4-5 

 

地方学会 

1. 及び 2007 年調査結果—. 小児

2. 

考えた 13 歳男性例. 第 20 回北海道小児リウマチ性疾患研究会、札幌市、

3. 佐藤泰征: 痙攣重積にて救急搬送された4ケ月男児例. 第5回札幌南部救急医療フォー

4. 搬送された 2歳女児例. 第 5 回札幌南部救急医療フ

6. 障害の治療. 第 5 回日本小児

心身医学会北海道地方会学術集会、札幌市、2008/8/3 

7. 動量の評価. 第 5 回日本小児心身医学会北海道

8. 児への看護. 第 5 回日本小児心身医学会北

9. egulation of EBNA-1 promoter Qp. 北海道小児オータムセミナー、札幌市、

2008/9/20 

との治療薬剤の比較. 第 20 回日本アレルギー学会春期臨床大会、東京都、2008/6/12-14 
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小児喘息患者とその保護者の QOL に関する 2007 年アンケート調査 2. 2001 年、2004 年

調査との QOL の比較. 第 20 回日本アレルギー学会春期臨床大会、東京都、2008/6/12-14 

大倉有加、竹崎俊一郎、山田雅文、川村信明、貴田みゆき、縄手 満、高橋 豊、有賀

正: 自検例 3家系の解析と文献報告症例から推測した遺

40 回日本小児感染症学会、名古屋市、2008/11/15-16 

高橋 豊、渡辺 徹、宇加江進、有賀 正、堤 裕幸、藤枝憲二、崎山幸雄: 道内小児

喘息患者の治療薬と、患児とその保護者の QOL に関する 2007 年アンケート調査-200

 

 

高橋 豊: 小児喘息患児と保護者の実態調査—2001．2004

喘息フォーラム 2008 in Sapporo、札幌市、2008/1/12 

縄手 満, 佐藤泰征, 盛一享徳, 鹿野高明, 高橋 豊: 抗けいれん剤による薬剤誘発

性ループスと

2008/2/23 

ラム、札幌市、2008/3/7  

縄手 満: 意識喪失、徐脈にて救急

ォーラム、札幌市、2008/3/7  

5. 縄手 満: 芸術療法の実際. こころの研究会、札幌市、2008/4/16 

縄手 満: 精神発達遅滞、広汎性発達障害を合併した摂食

 

山越 霞、縄手 満: 摂食障害患者の運

地方会学術集会、札幌市、2008/8/3 

南須原亜希、縄手 満: 学童前期の摂食障害

海道地方会学術集会、札幌市、2008/8/3 

吉岡幹朗: R

 



 

 

10. 害

11.

た全身性丘疹状結核疹の 1 例. 第 6 回豊平河畔小児医療研究会、 

12. . 日本小児科

学会北海道地方会第 273 回例会、札幌市、2008/11/30 

講演 

 

 高橋 豊: 小児喘息の診断と治療. 十勝小児科医会、帯広市、2008/4/22 
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縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 精神発達遅滞、広汎性発達障

を合併した摂食障害の治療. 第 6 回豊平河畔小児医療研究会、札幌市、2008/11/7 

佐藤有紀、高橋 豊、鹿野高明、吉岡幹朗、縄手 満、簗詰紀子、横関真由美、月永一

郎: BCG 接種後に生じ

札幌市、2008/11/7 

縄手 満, 簗詰紀子, 吉岡幹朗, 鹿野高明, 高橋 豊: C３欠損症の１例

 

 

 

 

1. 高橋 豊: 喘息と喘鳴の間. アンファン会講演会、札幌市、2008/1/26 

2. 高橋 豊: 小児喘息について. アレルギー週間講演会、札幌市、2008/4/12
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