
札幌厚生病院 

 

所属メンバー 

・今野武津子 （昭和 47 年卒） 
・高橋美智子 （昭和 58 年卒） 

・戸板 成昭 （平成 8年卒） 

・大倉 有加 （平成 13 年卒）（平成 24 年 2 月～） 

・藤原 伸一 （平成 16 年卒) 

 

 

 

卒後臨床研修医 

初期 11 名、後期 9 名 

 

 

 

専門外来 

・腎臓外来 （×1/月、佐々木聡） 

・神経外来 （×1/2 ヵ月、朝比奈直子） 

・消化器外来 （火曜と金曜の午後、今野武津子） 

・内分泌外来 （木曜午後、佐藤孝平） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

病院全体の医師数  124 人 

小児科医師数  4 人 (うち非常勤  人) 

 

病院全体の病床数  494 床 

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)  24 床 

NICU 病床数  0 床 

新生児病床数(NICU を除く)  2 床 

 

NICU としての認定      なし 

 

平均小児科外来数  45.3 人/日 

平均時間外外来数  2.1 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  733 人/年  

年間のべ入院患者数  8,016 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  93 人/年 

 

年間分娩数  126 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  9 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 0 人/年 

年間呼吸管理患者数 0 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

論文・著書など 

 

1. 今野武津子、高橋美智子、後藤田裕子、村岡俊二: 小児の H.pylori 感染症の内視鏡所

見－小児科医の立場から－. 胃と腸 46(9): 1353-1362, 2011 

2. Tomomasa T, Tajiri H, Konno M, et al: Leukocytapheresis in pediatric patients with 

lucerative colitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 53: 34-39, 2011 

3. 今野武津子: クローン病. 今日の小児治療指針 第 15 版大関武彦編集 医学書院: 

429-430, 2012 

4. 今野武津子: 下痢を認める患児のスクリーニング検査. 小児内科 43(増刊号): 322-324, 

2011 

5. 今野武津子: 薬の知識「小児におけるロキサチジンの用法用量」. 臨床消化器内科

27(4): 487-490, 2012 

6. 今野武津子: 潰瘍性大腸炎患児 72 例の臨床的検討. 第 36 回札幌市医師会医学会誌増刊 

No272: 141-142, 2011 

7. 戸板成昭、今野武津子: 小児の腹部触診のコツ. 小児内科 43 巻(増刊号): 149-141, 2011 

8. 藤原伸一、今野武津子: くり返す腹痛. 小児内科特集・ちょっと気になる症候のみかた

考え方 43(10): 1678-1680, 2011 

9. 今野武津子: 消化器－炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病). チャイルドヘルス

2011 特集子どもの病気・大人の病気 15(1): 15-17, 2012 

10.今野武津子 他: 小児のクローン病. 新版クローン病ってこんな病気－食生活から見直

す－福田能啓編集 診断と治療社: 140-146, 2012 

11.今野武津子: 「小児 IBD の現状」CD の寛解維持には栄養・食事療法が有効. CCJAPAN 66: 

74, 2012 

 

 

学会発表 

 全国学会 

 

1. 今野武津子、高橋美智子、戸板成昭: ヘリコバクター・ピロリ関連の思春期鉄欠乏性貧

血 30 例の特徴と除菌治療後の長期予後. 第 17 回日本ヘリコバクター学会、富山、2011/6 

2. 戸板成昭、今野武津子、高橋美智子: Helicobacter pylori 菌株は胃体部と幽門前庭部

で異なるのか－RAPD 法による検討. 第 17 回日本ヘリコバクター学会、富山、2011/6 

 

 



3. 藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子、長谷川貴、岩口佳史、市原 真、後藤

田裕子、村岡俊二: 部分的脾動脈塞栓術により脾機能亢進症の改善を認め、AZA を導入

した自己免疫性肝炎の 12 歳男児例. 第 28 回日本小児肝臓研究会、筑波、2011/7 

4. 今野武津子、戸板成昭、高橋美智子: 薬剤感受性試験に基づいた Helicobacter pylori

除菌療法の提唱. 第 114 回日本小児科学会、東京、2011/8 

5. 藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子: 好酸球性胃腸炎の 2 症例. 第 38 回日

本小児栄養消化器肝臓学会、盛岡、2011/10 

6. 今野武津子、藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子: 潰瘍性大腸炎患児 74 例の臨床的検討. 

第 38 回日本小児栄養消化器肝臓学会、盛岡、2011/10 

7. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子: IBD 患者に対する抗 TNF-α抗体製剤の

効果と合併症に関する検討. 第 12 回小児 IBD 研究会、東京、2012/2 

8. 木田秀幸、今野武津子: Helicobacter pylori 臨床分離株における除菌薬剤の耐性につ

いて. 第 27 回日本環境感染学会、福岡、2012/2 

9. 今野武津子: 小児クローン病における栄養療法の有用性. 講演会「小児クローン病治療

の実際」、東京、2011/8 

10.今野武津子、大塚宜一: 粘膜免疫からみた小児消化管疾患. 第 38 回日本小児栄養消化

器肝臓学会、盛岡、2011/10 

 

 

 地方学会 

 

1. 高橋美智子、藤原伸一、戸板成昭、今野武津子、後藤田裕子、村岡俊二: 自己免疫性膵

炎を合併したクローン病の１例. 第 282 回日本小児科学会北海道地方会、札幌、2011/11 

2. 今野武津子、藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、後藤田裕子、村岡俊二: H.pylori 胃炎

小児の臨床的・病理学的検討. 第 37 回札幌市医師会医学会、札幌、2012/2 

3. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子、長谷川貴、岩口佳史、市原 真、後藤

田裕子、村岡俊二: 部分的脾動脈塞栓術により脾機能亢進症の改善を認め、AZA を導入

した自己免疫性肝炎の 12 歳男児例. 第 283 回日本小児科学会北海道地方会、札幌、

2012/2 

4. 今野武津子: 小児の炎症性腸疾患の臨床. 函館小児科医会学術講演会、函館、2011/8 

5. 今野武津子: 小児のヘリコバクター・ピロリ感染症. 第 25 回北海道クラミジア・感染・

免疫研究会、札幌、2011/5 

6. 今野武津子: 小児のヘリコバクター・ピロリ感染. 第 8 回東区北区内科臨床談話会、札

幌、2011/11 

7. 今野武津子: 小児のヘリコバクター・ピロリ感染. 第８回しばれセミナー、札幌、2012/2 

 



8. 今野武津子: 新米ママの育児のアドバイス. 平成 23 年度新米ママの育児講座、札幌、

2011/11 

 

 

その他社会貢献など 

 

今野武津子 

・小児科学会代議員 

・日本血液学会指導医・専門医・代議員 

・日本小児栄養消化器肝臓学会運営委員 

・日本ヘリコバクター学会評議員・ピロリ菌感染認定医 

・日本小児 IBD 研究会世話人 

・日本小児内視鏡研究会世話人 

・北海道小児科医会常任理事 

・北海道小児消化器病フォーラム代表世話人 

・札幌市小児科医会幹事 

 

（ラジオ：AIR-G’ FM 北海道） 

1. 今野武津子: 小児のインフルエンザ. ヘルシーすまいる、2012/2/3 放送 

2. 今野武津子: 小児の便秘. ヘルシーすまいる、2012/2/10 放送 

3. 今野武津子: 新しい予防接種. ヘルシーすまいる、2012/2/17 放送 


