
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  (小児科医員、平成20年卒、非医会員）  

・辻岡 孝郎  (小児科後期研修医、平成21年卒）  

・大島由季代  (小児科後期研修医、平成22年卒、非医会員）  

 

 

 

卒後臨床研修医 

初期研修医 14名  

後期研修医 13名  

 

 

 

専門外来  

・神経外来 (朝比奈直子)  (×2/月) 

・心臓外来 (古川卓朗)   (×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）  

・こころ外来 （縄手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR札幌医療センター  

 

病院全体の医師数  94 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  85 人/日 

平均時間外外来数  4 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  2,370 人/年  

年間のべ入院患者数  15,215 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  760 人/年 

 

 

年間分娩数  683 人/年  

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  87 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 6 人/年 

（新生児挿管 2 人、DPAP 4 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

論文・著書など 

 

1. 岩本圭祐、工藤絵理子、佐々木大輔、津曲俊太郎、縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、

鹿野高明、高橋 豊: 妊娠初期の妊婦健診では母体の梅毒血清反応が陰性であった先

天梅毒の一例. ＫＫＲ札幌医療センター医学雑誌 9: 64-66,2012 

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

高橋 豊: 当院における小児救急搬送例の検討. ＫＫＲ札幌医療センター医学雑誌 9: 

27-30,2012 

3. 簗詰紀子、工藤絵理子、佐々木大輔、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、縄手 満、

吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 小児アトピー性皮膚炎患者に対する教育入院の効果. 

ＫＫＲ札幌医療センター医学雑誌 9: 21-26,2012 

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: 小児

遷延性咳嗽患者における呼気 NO 値の検討. ＫＫＲ札幌医療センター医学雑誌 9: 

12-16,2012 

5. 鹿野高明、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、

高橋 豊: ビタミン K2 予防投与したが胆汁うっ滞性疾患によるビタミン K欠乏性頭蓋

内出血を示した 2例. 日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌 26: 1-4,2012 

6. 津曲俊太郎、加藤玲子、縄手 満、簗詰紀子、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きたした 12歳男児例. 小児科 53: 759-762,2012 

7. 鹿野高明、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、

高橋 豊: 北海道における RS ウイルス感染症流行の変化. 小児科臨床 65: 

2191-2195,2012 

8. 鹿野高明、高橋 豊: 二相性けいれんの経過をとったＨＨＶ－６急性脳症の 1 例. 臨

床小児医学 59: 30-35,2011 

9. 高橋 豊、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: 小児遷延性咳嗽患者とアレルギー性気道炎症の関わり. 札幌市医師会医学

雑誌 37: 165-166, 2012 

10. Koseki N, Teramoto S, Kaiho M, Gomi-Endo R, Yoshioka M, Takahashi Y, Nakayama 

T, Sawada H, Konno M, Ushijima H, Kikuta H, Ariga T, Ishiguroa I:Detection of 

Human Bocaviruses 1 to 4 from Nasopharyngeal. Swab Samples Collected from Patients 

with Respiratory Tract Infections. J Clin Microbiology50: 2118-2121, 2012 

 

 

 



11. Nakano T, Shimojo N, Okamoto Y, Ebisawa M, Kurihara K, Hoshioka A, Yamaguchi K, 

Ito K, Fujisawa T, Kameda M, Suehiro Y, Ogura H, Shibata R, Suzuki S, Takahashi 

Y, Ikeda M, Kohno Y: The use of complementary and alternative medicine by pediatric 

food-allergic patients in Japan. Int Arch Allergy Immunol 159: 410-415, 2012 

12. 扇谷陽子、菊池雅弘、村椿絵美、伊藤はるみ、水嶋好清、高橋広夫、三觜 雄、飯塚

進、大島美保、窪田 満、佐藤孝平、佐野仁美、澤田博行、高橋 豊、東館義仁、森

井真悠子、横澤正人、小田切孝人、矢野公一: Pandemic Influenza A(H1N1)2009 患者

の血清 HI 抗体価調査. 北海道公衆衛生学雑誌 16: 55-58, 2013 

 

 

 

学会発表 

全国学会 

 

1. 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: 小児アトピー性皮膚炎患者に対する教育入院の効果. 第 24 回日本アレルギ

ー学会春季臨床大会、大阪市、2012/5/12-13 

2. 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: 当科におけるアナフィラキシー症例の検討. 第 24 回日本アレルギー学会春

季臨床大会、大阪市、2012/5/12-13 

3. 縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 自閉症スペクトラム障害に合

併した摂食障害の治療戦略. 第 54 回日本小児神経学会、札幌市、2012/5/19 

4. 桑原正彦、中山義雄、近 利夫、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 真人、及川 馨: 平成 23 年度全国広域予

防接種実施体制に関する調査報告. 日本小児科医会総会フォーラム、札幌市、2012/6/9 

5. 中山義雄、鳥越貞義、佐藤雄一、仁田原義之、高橋 豊、寺田喜平、近 利雄、藤岡

雅司、和田紀之、薗部友良、片岡 正、峯 真人、及川 馨、桑原正彦: 平成 23 年イ

ンフルエンザ菌(Hi)・肺炎球菌全身感染症アンケート調査結果. 日本小児科医会総会

フォーラム、札幌市、2012/6/9 

6. 縄手 満、高橋 豊: 子どものこころの外来（児童精神外来）での漢方使用経験. 第

63 回日本東洋医学会、京都市、2012/6/29 

7. 大島由季代、縄手 満: 当センターの児童相談所通告例. 第 30 回日本小児心身医学会

学術集会、名古屋市、2012/9/8 

8. 簗詰紀子、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 治療に難渋して

いるコリン性蕁麻疹の 1例．第 49 回日本小児アレルギー学会、大阪市、2012/9/15-16 



9. 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: BCG 接種によるアナフィラキシーが疑われた 1 例. 第 49 回日本小児アレル

ギー学会、大阪市、2012/9/15-16 

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

鹿野高明: 小児非アトピー型喘息における呼気 NO 値の検討. 第 49 回日本小児アレル

ギー学会、大阪市、2012/9/15-16 

11. 板澤寿子、足立雄一、高橋 豊、三浦克志、海老沢元宏、上原由美子、伊藤浩明、亀

田 誠、喜多村哲朗、楠目和代、手塚純一郎: 全国における食物アレルギーに対する

経口食物負荷試験の実態調査. 第 49 回日本小児アレルギー学会、大阪市、2012/9/15-16 

12. 岩本圭祐、吉岡幹朗: 新生児期に一過性白血球増多を呈したクラインフェルター症候

群の１例. 第 57 回日本未熟児新生児学会•学術集会、熊本市、2012/11/5-27 

13. 高橋 豊、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿

野高明: 小児喘息発作時における呼気 NO 値の検討. 第 62 回日本アレルギー学会秋期

学術大会、大阪市、2012/11/29-12/1 

14. 津曲俊太郎、大島由季代、辻岡孝郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 当科におけるアナフィラキシー症例の検討. 第 13 回食物アレルギー学会研究

会、東京都、2013/1/27 

 

 

 

地方学会 

 

1. 簗詰紀子: 食物アレルギーの経口免疫療法. 第 16 回北海道アレルギー研究会、札幌市、

2012/6/23 

2. 岩本圭祐、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿

野高明、高橋 豊: 当院におけるカポジ水痘様発疹症 12 例のまとめ. 日本小児科学会

北海道地方回第 284 回例会、札幌市、2012/6/24 

3. 田口満里、成澤玲江、縄手 満: 小児病棟におけるこころの問題を抱える子どもに対

する病棟保育士の役割と関わり. 第 9 回日本小児心身症学会北海道地方会、札幌市、

2012/7/29 

4. 大島由季代: 診断に苦慮した胆嚢捻転の 1 例. 第 10 回豊平河畔小児医療研究会、札幌

市、2012/11/8 

5. 鹿野高明: 当院で入院加療した 24 年間の腸重積 187 症例から学んだこと. 第 10 回豊

平河畔小児医療研究会、札幌市、2012/11/8 



6. 辻岡孝郎、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 急性巣状細菌性腎炎 9 例の検討～急性腎盂腎炎との比較. 日本小児科学会北

海道地方会第 285 回例会、札幌市、2012/12/2 

7. 大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 胆嚢捻転症の 7 歳男児例. 日本小児科学会北海道地方会第 285 回例会、札幌

市、2012/12/2 

8. 高橋 豊、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿

野高明: 小児喘息発作時における呼気 NO 値の検討. 第 38 回札幌市医師会医学会、札

幌市、2013/2/17 

9. 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 5-. 第

38 回札幌市医師会医学会、札幌市、2013/2/17 

10. 飯塚 進、川村信明、高橋 豊、東館義仁、中田修二、長谷直樹、渡辺 徹: 札幌市

の小中学校･幼稚園･保育園における食物アナフィラキシー対策網(第 2報). 第 38 回札

幌市医師会医学会、札幌市、2013/2/17 

11. 大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高

橋 豊: 胆嚢捻転症の 7 歳男児例. 第 1 回北海道小児外科フォーラム、札幌市、 

2013/2/22 

12. 岩本圭祐、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿

野高明、高橋 豊: A 群溶血性連鎖球菌感染症に伴う一過性精神症状を呈した男児例. 

日本小児科学会北海道地方回第 286 回例会、札幌市、2013/2/24 

13. 吉岡幹朗、岩本圭祐、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、鹿

野高明、高橋 豊: 川崎病における EBV 抗体価. 日本小児科学会北海道地方会第 286

回例会、札幌市、2013/2/24 

 

 

 

講演 

 

1. 高橋 豊: 小児アレルギー性疾患の最近の話題. 十勝小児科医会、帯広市、2012/4/17 

2. 高橋 豊: 小児アレルギー性疾患:最近の話題. 耳鼻咽喉科病診連携会、帯広市、

2012/5/19 

3. 高橋 豊: 平成 24 年診療報酬改定要望書と改訂内容について. 札幌市小児科医会、札

幌市、2012/6/26 

4. 簗詰紀子: 当科における食物経口負荷試験と経口免疫療法の現状. 第 8 回北海道小児

最新医療フォーラム、札幌市、2012/7/28 



5. 高橋 豊: 喘息と喘鳴の間〜小児喘息の診断と治療. 北海道臨床呼吸器セミナー、札

幌市、2012/9/29 

6. 高橋 豊: 学校･園におけるアレルギー疾患時への対応. 旭川市医師会、学校医･園医

部会講演会、旭川市、2012/10/12 

7. 高橋 豊: アレルギー・喘息疾患:最近の話題. 第 4 回小児連携フォーラム、札幌市、

2012/10/30 

8. 吉岡幹朗: 川崎病と EB ウイルス. 第 4 回小児連携フォーラム、札幌市、2012/10/30 

9. 縄手 満: 「子どものこころの悩み」. 人権擁護委員会第３次研修、札幌市（合同庁

舎）、2012/11/28 

 

 

 

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）  

日本小児科医会予防接種委員会委員  

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 

 

縄手 満 

 豊平区児童虐待予防・防止ネットワーク会議相談員 

 

  


