
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 （新生児科部長、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） 

・津曲俊太郎 （小児科後期研修医、平成20年卒、非医会員） 

・佐々木大輔 （小児科後期研修医、平成20年卒） 

・工藤絵理子 （小児科後期研修医、平成21年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

初期研修医 1年目 8名 

初期研修医 2年目 7名 

 

 

 

専門外来 

・神経外来 （×2～3/月、朝比奈直子・中島 翠）  

・心臓外来 （×2/月、古川卓朗）  

・喘息アレルギー外来 （高橋）  

・内分泌外来 （高橋）  

・血液外来 （鹿野）  

・こころ外来 （縄手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

病院全体の医師数  93 人 

小児科医師数  8 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  3 床 

新生児病床数(NICUを除く)  3 床 

 

NICU としての認定      なし 

 

平均小児科外来数  87.5 人/日 

平均時間外外来数  4.8 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  2,702 人/年  

年間のべ入院患者数  16,853 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  1,062 人/年 

 

年間分娩数  670 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  61 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 3 人/年 

年間呼吸管理患者数 14 人/年 

（新生児挿管 3 人、DPAP 4 人、それ以外挿管 7 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

論文、著書など 

 

1. 山口真規子、高橋 豊、横関真由美、鈴木 昭: 目で見る小児科 BCG 接種後に生じた

丘疹状結核疹(図説). 小児科 52: 397-398, 2011 

2. 鹿野高明、高橋 豊: 入院患者からみた RS ウイルスとインフルエンザの流行状況の変

遷. 小児科臨床 64: 2007-2010, 2011 

3. 鹿野高明、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 2009/2010 インフル

エンザシーズンに当院で経験した air leak を伴った Influenza virus A(H1N1)pdm によ

る肺炎 5例. 小児科臨床 64: 2343-2347, 2011 

4. 高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 2009/2010

インフルエンザシーズンにインフルエンザ Aに罹患した小児喘息患者における呼気 NO

値の検討. 小児科学会雑誌 115: 1796-1798, 2011 

5. 鹿野高明、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、高橋 豊: 入院患

者からみたロタウイルス感染症流行状況の変遷. 小児科臨床 64: 973-976, 2011 

6. 縄手 満: 【発達障害にともなう二次障害～予防と対応のコツ～】 状態別対応のコツ 

不登校・引きこもり. チャイルド ヘルス 14: 1708-1710, 2011 

7. 簗詰紀子、加藤玲子、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 当院に

おける入院食物経口負荷試験の検討と特異的経口耐性誘導の経験. ＫＫＲ札幌医療セ

ンター医学雑誌 8: 33-38, 2011 

8. 高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児の

非アトピー型喘息の検討. 札幌市医師会医学雑誌36: 209-210, 2011 

9. Okura Y, Yamada M, Takezaki S, Nawate M, Takahashi Y, Kida M, Kawamura N and Ariga 

T: Novel compound heterozygous mutations in the C3 gene: hereditary C3 deficiency. 

Pediatrics International 53: e16–e19，2011 

10.Teramoto S, Koseki N, Yoshioka M, Matsunami Y, Yanazume N, Nawate M, Shikano T, 

Takahashi Y, Kikuta H, Ishiguro N: WU Polyomavirus Infection Confirmed by Genetic 

and Serologic Tests in an Infant With Bronchitis. The Pediatric Infectious Disease 

Journal 30: 918, 2011 

 

 



学会発表 

全国学会 

 

1. 高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、大倉有

加、有賀 正: 滑膜炎を合併した C3 欠損症の 1例. 第 23 回日本アレルギー学会春期臨

床大会、千葉、2011/5/14-15 

2. 津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊:ハムス 

ター咬傷によりアナフィラキシーを来した 12歳男児例. 第 23回日本アレルギー学会春

期臨床大会、千葉、2011/5/14-15 

3. 中山義雄、清水 信、佐藤雄一、仁田原義之、高橋 豊、寺田喜平､薗部友良、藤岡雅

司、和田紀之、片岡 正、峯正人、及川 馨、桑原将彦: 予防接種同時接種アンケート

調査結果. 第22回日本小児科医会総会フォーラム、岐阜、2011/6/11 

4. 工藤絵理子、吉岡幹朗: 2009/2010 シーズンの小児新型インフルエンザ A(H1N1)入院患

者 209 例の臨床的検討‐季節性インフルエンザとの比較を含めて-. 第 52 回日本臨床ウ

イルス学会、三重、2011/6/11-12 

5. 縄手 満: チック障害に対するリスペリドンの使用経験. 第 60 回共済医学会、東京、

2011/10/19-20 

6. 高橋 豊、工藤絵理子、佐々木大輔、津曲俊太郎、簗詰紀子、 縄手 満、吉岡幹朗、 

 鹿野高明: 喘息発作時の小児喘息呼気NO値の検討. 第48回日本小児アレルギー学会、福

岡、2011/10/28-30 

7. 工藤絵理子、吉岡幹朗: プレベナー3回接種後に Streptococcus pneumoniae 23F 型によ

る化膿性股関節炎を発症した 1例. 第 43 回日本小児感染症学会、岡山、2011/10/29-30 

8. 高橋 豊、渡辺 徹、宇加江進、有賀 正、堤 裕幸、崎山幸雄: 北海道の小児喘息患

児2015例のJPACを用いたコントロール状況の検討. 第61回アレルギー学会秋期学術大

会、東京、2011/11/10-12 

9. 大倉有加、山崎康博、竹崎俊一郎、山田雅文、小林一郎、佐々木聡、山田 豊、神岡一

郎、高橋 豊、有賀 正: C3欠損症における遺伝子変異と臨床像の相関の検討. 第61回

アレルギー学会秋期学術大会、東京、2011/11/10-12 

10.津曲俊太郎、直 亨則、工藤絵理子、佐々木大輔、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿

野高明、高橋 豊: アデノウイルス37型による致死的肺炎を来した新生児の1例. 第54

回日本感染症学会中日本地方会学術集会、奈良、2011/11/24-26 

 

 

 

 

 



 地方学会  

 

1. 高橋 豊: 食物アレルギー:最近の話題. 平成23年度アレルギー週間記念事業講演会、

札幌、2011/4/9 

2. 高橋 豊: 食物アレルギー:最近の話題. 平成23年度アレルギー週間記念事業講演会、

旭川、2011/5/21   

3. 簗詰紀子: 当院における入院食物経口負荷試験の解析と特異的経口耐性誘導療法の経

験. 第 15 回北海道アレルギー研究会、札幌、2011/6/25 

4. 縄手 満、工藤絵理子、佐々木大輔、津曲俊太郎、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 当センターの児童相談所通告例. 第 281 回日本小児科学会北海道地方会、札幌、

2011/6/26 

5. 縄手 満: NaSSA 小児使用例. 明治製菓ファルマ社内講演、札幌、2011/7/19 

6. 縄手 満: ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬の小児使用経験 

子どものこころ研究会、札幌、2011/7/20 

7. 縄手 満: ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬の小児使用経験 

第８回日本小児心身症医学会北海道地方会、札幌、2011/7/31 

8. 高橋 豊: 「食物アレルギーの最新情報」経口食物負荷試験による診断と経口耐性誘導

療法. 第233回家庭医学講座、札幌、2011/9/10  

9. 津曲俊太郎: ハムスター咬傷後に発疹、呼吸障害を来した 12 歳男児例. 第 12 回札幌南

部救急フォーラム、札幌、2011/10/14  

10.佐々木大輔: 当院における小児救急搬送例の検討. 第 12 回札幌南部救急フォーラム、

札幌、2011/10/14  

11.高橋 豊: 喘息・アレルギー疾患-最近の話題. 第3回小児地域連携フォーラム、札幌、

2011/11/1 

12.津曲俊太郎、工藤絵理子、佐々木大輔、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 当院のアナフィラキシー症例の検討. 第 3 回小児地域連携フォーラム、札幌、

2011/11/1 

13.高橋 豊: アレルギーなんてこわくない. 道薬検セミナー、札幌、2011/11/5 

14.鹿野高明: 入院患者数からみた RS ウイルス流行時期の変化. 第 9 回豊平河畔小児医療

研究会、札幌、2011/11/8 

15.縄手 満: AD/HD とその周辺. ストラテラ学術講演会、札幌、2011/11/11 

16.簗詰紀子、工藤絵理子、佐々木大輔、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊. アトピー性皮膚炎患者に対する教育入院の効果. 日本小児科学会北海道地方

会第282回例会、札幌、2011/11/27 

17.高橋 豊: 小児アレルギー疾患の診断と治療. 旭川小医アレルギー勉強会、旭川、

2012/1/17  



18.高橋 豊: 小児アレルギー疾患:最近の話題. 函館小児科医会学術講演会、函館、

2012/1/27 

19.高橋 豊、工藤絵理子、佐々木大輔、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、 

鹿野高明: 小児遷延性咳嗽患者における呼気NO値の検討. 第37回札幌市医師会医学会、

札幌、2012/2/19 

20.川村信明、飯塚 進、高橋 豊、東館義仁、中田修二、富樫武弘、渡辺 徹: 小児に対

するインフルエンザ菌及び肺炎球菌ワクチン接種の推進に関する調査研究-第 4-. 第 37

回札幌市医師会医学会、札幌、2012/2/19   

21.津曲俊太郎、直 亨則、工藤絵理子、佐々木大輔、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿

野高明、高橋 豊: アデノウイルス 37 型による致死的肺炎を来した新生児の 1例. 日

本小児科学会北海道地方回第 283 回例会、旭川、2012/3/11 

22.工藤絵理子、津曲俊太郎、佐々木大輔、縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊、渡辺一彦: 両下腿浮腫を主訴に受診したビタミン B1 欠乏症の 1例. 日本小児

科学会北海道地方回第 283 回例会、旭川、2012/3/11 

 

 

その他社会貢献など 

 

高橋 豊  

日本小児科学会代議員 

日本小児科学会社会保険委員会委員 

日本小児アレルギー学会理事 

日本アレルギー協会北海道支部幹事（事務局） 

日本小児科医会公衆衛生委員会委員 

北海道アレルギー研究会幹事  

北海道小児最新医療研究会幹事 

北海道小児リウマチ性疾患研究会幹事 

北海道小児科医会常任理事 

札幌市小児科医会幹事 

北海道社会保険審査委員 

特別児童扶養手当審査委員 

 


