
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） 

・大島由季代 （小児科後期研修医、平成 22 年卒、非医会員） 

・岩本 圭祐 （小児科後期研修医、平成 23 年卒、非医会員） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

0 名 

 

 

 

専門外来 

・神経外来 （×2/月、大塚耕右） 

・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  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)  0 床 

 

NICU としての認定      あり（新生児特定集中治療室管理料 2） 

 

平均小児科外来数  89.4 人/日 

平均時間外外来数  3.9 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  2,340 人/年  

年間のべ入院患者数  14,825 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  793 人/年 

 

年間分娩数  578 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  59 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                    4 人/年（新生児挿管  2 人、DPAP  2 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

論文・著書など 

1. 高橋 豊、大島由季代、辻岡孝郎、津曲俊太郎、簗詰紀子、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. 札幌市医師会医学雑誌 38: 57-58, 2013 

2. 川村信明、飯塚 進、高橋 豊、東館義仁、中田修二、長谷直樹、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 報－. 

札幌市医師会医学雑誌 38: 63-64, 2013 

3. 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）. 札幌市医

師会医学雑誌 38: 73-74, 2013 

4. 高橋 豊、及川 馨（監）: インフルエンザ. ビジュアル予防接種マニュアル. 日本小

児医事出版社: 58-60, 2013 

5. 渡部裕人、鹿野高明、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、高橋 豊: 縦隔血腫を来した血友病 Aの一例. 共済医報 62: 315-320, 2013 

6. 鹿野高明: 日経メディカルクイズ「1 才 3 ヶ月女児。無熱性けいれん、下痢」. Nikkei 

Medical 25: 91-92, 2013 

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

橋 豊: 肺炎球菌 7価結合型ワクチン 3回接種後に血清型 23F 肺炎球菌による化膿性股

関節炎に罹患した 1例. 日本小児科学会雑誌 117: 778-782, 2013 

8. 縄手 満: 子どものこころの外来（児童精神外来）における漢方薬の処方. Phil 漢方 45: 

20-23, 2013 

9. 縄手 満、簗詰紀子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 子どもの心の外来（児童精神外来）における漢方薬の処方. KKR 札幌医療センター

医学雑誌 10: 44-47, 2013 

10.簗詰紀子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 食物アレルギーに関する急速経口免疫療法. KKR 札幌医療センター医学雑誌 10: 

48-54, 2013 

11.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: 当院におけるアナフィラキシー症例の検討. 食物アレルギー研究会会誌 13: 57-58, 

2013 

12.高橋 豊: 小児喘息の発症とウイルス感染. Breathlet 10: 10-11, 2014 

13.吉岡幹朗: ワクチンで予防できる子どもの病気. 医療と介護ナビ 2014（冬春号）: 75, 

2014 

 

 



14.辻岡孝朗、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: 入院症例における急性巣状細菌性腎炎と急性腎盂腎炎の臨床像の比較. 日本小児

科学会雑誌 118: 475-480, 2014 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 岸本健治、佐野弘純、鈴木大介、安田一恵、大島由季代、鹿野高明、高橋 豊、小林良

二、小林邦彦: 先天性葉酸吸収不全症に伴う続発性免疫不全を来した一乳児例. 第 116

回日本小児科学会、広島市、2013/4/19-21 

2. 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: インフルエンザ罹患時における小児喘息患者の呼気 NO 値の検討－第 2 報. 第 25

回日本アレルギー学会春季臨床大会、横浜市、2013/5/11-12 

3. 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: 強制オッシレーション法（MostGraph）による呼吸抵抗検査の検討. 第 25 回日本ア

レルギー学会春季臨床大会、横浜市、2013/5/11-12 

4. 岩本圭祐、縄手 満、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: A 郡溶連菌関連小児自己免疫神経性心疾患（PANDAS）の一例. 第 55 回日本小児神経

学会学術集会、大分市、2013/5/31-6/1 

5. 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: 札幌市に

おける細菌性髄膜炎発生状況とインフルエンザ菌・肺炎球菌ワクチン接種状況に関する

調査研究. 日本小児科医会総会フォーラム、大阪市、2013/6/9 

6. 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 24 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、大阪市、2013/6/9 

7. 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 24 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、大阪市、2013/6/9 

8. 吉岡幹朗、仁平寛子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、縄手 満、簗詰紀子、鹿野

高明、高橋 豊: 川崎病における EBV 抗体値. 第 33 回日本川崎病学会、岡山市、 

2013/9/27-28 

9. 津曲俊太郎、岩本圭祐、大島由季代、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊、浜崎和朗、倉 秀治: 関節腔内に米粒体を認めた少関節型若年性突発性関節炎の 2

才女児例. 第 23 回日本小児リウマチ学会総会・学術集会、さいたま市、2013/10/11-13 

 



10.伊藤 舞、吉岡幹朗、仁平寛子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手

満、鹿野高明、高橋 豊: 当院に入院した胃腸炎関連痙攣の臨床的検討. 第 18 回日本

神経感染症学会、宮崎市、2013/10/11-12 

11.高橋 豊、岩本圭祐、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: 小児遷延性咳嗽患者診療における呼気 NO 値およびβ2 反応性の検討. 第 50 回日

本小児アレルギー学会、横浜市、2013/10/19-20 

12.簗詰紀子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 3 歳未満に施行した食物経口負荷試験の有用性について. 第 50 回日本小児アレルギ

ー学会、横浜市、2013/10/19-20 

13.津曲俊太郎、岩本圭祐、大島由季代、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 強制オッシレーション法（MostGraph）により喘息患児の評価. 第 50 回日本小児ア

レルギー学会、横浜市、2013/10/19-20 

14.大島由季代、伊藤 舞、岩本圭祐、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野

高明、高橋 豊: シクロスポリンが奏功した組織球性壊死性リンパ節炎の 1症例. 第 45

回日本小児感染症学会、札幌市、2013/10/26-27 

15.高橋 豊、岩本圭祐、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: 小児遷延性咳嗽患者における呼気 NO 値の検討. 第 63 回日本アレルギー学会秋期学

術大会、東京、2013/11/28-30 

16.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: 全国における経口食物負荷試験による誘発症

状に関する前向き調査. 第 63 回日本アレルギー学会秋期学術大会、東京、 

2013/11/28-30 

17.津曲俊太郎、岩本圭祐、大島由季代、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 当院における小児喘息入院患者の年次変化（喘息性気管支炎を含めて）. 第 63 回

日本アレルギー学会秋期学術大会、東京、2013/11/28-30 

18.簗詰紀子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 3 歳未満に施行した食物経口負荷試験の有用性について. 第 14 回食物アレルギー研

究会, 東京, 2014/1/26 

 

 

地方学会 

1. 簗詰紀子: コリン性蕁麻疹の一小児例. 第 17 回北海道アレルギー研究会、札幌市、 

2013/6/1 

2. 津曲俊太郎: 食物アレルギーに対する急速経口免疫療法について. 地域連携医・症例検

討会、札幌市、2013/7/27 

 



3. 岩本圭祐、縄手 満: 中学卒業と同時に増悪した社会不安障害の 1例. 第 10 回日本小児

心身医学会北海道地方会、札幌市、2013/7/28 

4. 高島史樹、鹿野高明、仁平寛子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手

満、吉岡幹朗、高橋 豊、中田修二（なかた小児科）: 保存的療法が奏功した乳児胆石

症の一例. 第 5 回北海道小児消化器病フォーラム、札幌市、2013/9/7 

5. 岩本圭祐、縄手 満、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 最近 5年間に当院にて PEAPA と診断された 13 例まとめ. 第 11 回豊平河畔小児医療

研究会、札幌市、2013/11/7 

6. 大島由季代、縄手 満: 児童精神状態における漢方薬の使用状況. EBM&Kampo 抑肝散 in 

札幌、札幌市、2013/11/30 

7. 簗詰紀子、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 3 歳未満に施行した食物経口負荷試験の有用性. 日本小児科学会北海道地方会第

288 回例会、札幌市、2013/12/8 

8. 津曲俊太郎、岩本圭祐、大島由季代、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 食物アレルギーに対する急速経口免疫療法について. 日本小児科学会北海道地方

会第 288 回例会、札幌市、2013/12/8 

9. 岩本圭祐、縄手 満、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊: 最近 5 年間に当院にて PEAPA 症候群と診断された 12 例の検討. 日本小児科学会北

海道地方会第 288 回例会、札幌市、2013/12/8 

10.高橋 豊、岩本圭祐、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: 小児遷延性咳嗽患者診療における呼気 NO 値およびβ2 反応性の検討. 第 39 回札

幌市医師会医学会、札幌市、2014/2/16 

11.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研究調査－第 5 報－. 

第 39 回札幌市医師会医学会、札幌市、2014/2/16 

12.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 3 報）. 第 39 回

札幌市医師会医学会、札幌市、2014/2/16 

13.大島由季代、伊藤 舞、岩本圭祐、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野

高明、高橋 豊: シクロスポリンが奏功した組織球性壊死性リンパ節炎の 1症例. 第 26

回北海道小児リウマチ性疾患研究会、札幌市、2014/2/22 

14.津曲俊太郎、岩本圭祐、大島由季代、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋

豊、浜崎和朗、倉 秀治: 関節腔内に米粒体を認めた少関節型若年性突発性関節炎の 2

歳女児例. 日本小児科学会北海道地方会第 289 回例会、札幌市、2014/2/23 

 

 



講演 

1. 高橋 豊: 食物アレルギー. 札幌市医師会「家庭医学講座」、札幌市、2013/7/27 

2. 高橋 豊: 食物アレルギーについて. 自治労北海道本部第 23回児童保育集会、札幌市、

2013/8/31 

3. 高橋 豊: 食物アレルギーの診断と治療. 室蘭市医師会学術講演会、室蘭市、2013/9/3 

4. 高橋 豊: 食物アレルギーについて. 小樽市医師会小児科医部会学術講演会、小樽市、 

2013/9/9 

5. 高橋 豊: 喘息・アレルギー疾患:最近の話題. 第 5 回小児地域連携フォーラム、札幌

市、2013/9/19 

6. 縄手 満: こころの外来の所信から診断まで. 第 5 回地域連携フォーラム、札幌市、 

2013/9/19 

7. 高橋 豊: 食物アレルギーの診断と治療. 第 33 回東北・北海道小児科医会連合会総会、

札幌市、2013/10/6 

8. 高橋 豊: 食物アレルギーの経口免疫療法. 第 927 回市立札幌病院学術研究科医、札幌

市、2013/11/14 

9. 簗詰紀子: 食物アレルギーに対する当科の取り組み. 札幌市小児科医会学術講演会、札

幌市、2013/11/9 

10.高橋 豊: 食物アレルギーについて－アトピー性皮膚炎も含めて－. 浜通り小児科医

会、いわき市、2013/11/21 

11.高橋 豊: 食物アレルギーの最近の知見. 小児救急医療フォーラム、千歳市、 

2013/12/10 

12.高橋 豊: 乳児の病気やアレルギーの反応. 平成 25 年度保育専門講座、札幌市、 

2013/12/10 

13.高橋 豊: 食物アレルギーについて. 北海道栄養教諭・学校栄養職員冬季研究会、札幌

市、2014/1/9 

14.簗詰紀子: 学校生活における食物アレルギーの対応について. 札幌市学校医協議会講

習会、札幌市、2014/1/29 

15.高橋 豊: 食物アレルギーの最新の知見. 帯広市学校保健会第 35 回医学講演会、帯広

市、2014/2/20 

 

 

 

 

 

 

 



その他社会貢献など 

・高橋 豊: 日本小児科学会代議員 

・高橋 豊: 日本小児アレルギー学会理事 

・高橋 豊: 日本アレルギー協会北海道支部幹事（事務局） 

・高橋 豊: 日本小児科医会予防接種委員会委員 

・高橋 豊: 北海道アレルギー研究会幹事 

・高橋 豊: 北海道小児最新医療研究会幹事 

・高橋 豊: 北海道小児リウマチ性疾患研究会幹事 

・高橋 豊: 北海道小児科医会常任理事 

・高橋 豊: 札幌市小児科医会幹事 

・高橋 豊: 北海道社会保険審査委員 

・高橋 豊: 特別児童扶養手当審査委員 

・吉岡幹朗: 北海道小児感染症研究会世話人 

・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 


