
札幌厚生病院                     

 

所属メンバー 

・今野武津子 （臨床顧問、昭和 47 年卒） 

・高橋美智子 （主任部長、昭和 58 年卒） 

・戸板 成昭 （部長、平成 8 年卒） 

・藤原 伸一 （医長、平成 16 年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

0 名 

 

 

 

専門外来 

・腎臓外来（×1/月） 

・神経外来（×1/月） 

・内分泌外来（×4/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

 

病院全体の医師数  136 人 

小児科医師数  4 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  519 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)  0 床 

 

NICU としての認定     なし 

 

平均小児科外来数  35 人/日 

平均時間外外来数  0.9 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  593 人/年  

年間のべ入院患者数  6,559 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  60 人/年 

 

年間分娩数  104 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  11 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: Crohn 病. 小児科診療第 77 増刊号 vol 77: 692-695, 2014 

2. 今野武津子: 鉄剤不応性/再発性鉄欠乏性貧血に対する Helicobacter pylori 除菌療法.  

   プリンシプル血液疾患の臨床 新戦略による貧血治療 中山書店 金倉譲編集: 19-22,  

   2014     

3. 今野武津子: 胃・十二指腸潰瘍. 小児栄養消化器肝臓病学 日本小児栄養消化器肝臓学 

   会編集 診断と治療社: 211-213, 2014  

4. Takako Osaki, Mutsuko Konno, Michiko Takahashi, Shinichi Fujiwara and Shigeru  

   Kamiya: Analysis of intra-familial transmission of Helicobacter pylori in Japanese  

   families. J Medical Microbiolgy 64: 67-73, 2015 

5. 横田伸一、今野武津子: 特集ヘリコバクター感染症の最新の知見 H.pylori 感染と鉄欠 

   乏性貧血. 臨床と微生物 42(2): 69-74, 2015 

6. 今野武津子、藤原伸一、池田雅彦、高橋美智子: 小児難治性潰瘍性大腸炎におけるタク 

   ロリムス療法の治療成績. 札幌市医師会医学雑誌 札医通信増刊 No.293: 135-136, 2014 

7. 今野武津子: 小児の Helicobacter pylori 感染症. 室医会報 16: 63-68, 2014 

8. 佐々木実咲、今野武津子、佐藤繁樹: 他院からの胃液塗抹培地輸送によるピロリ菌培養 

   の試みと小児におけるピロリ菌の薬剤感受性試験の成績. 北臨技会誌 2: 9-11, 2014 

9. 佐々木実咲、今野武津子、佐藤繁樹: 輸送培地を用いた遠隔地からの胃液によるピロリ 

   菌培養の試み. 北農村学会誌 46: 139-142, 2014 

 

 

学会・研究会 

1. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子: 当科における炎症性腸疾患に対するイ 

   ンフリキシマブの治療成績. 日本小児科学会北海道地方会第 290 回例会、旭川市、2014/6  

2. 戸板成昭、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子、山上英樹、益子博幸、寺門洋平、市原 

   真、岩口佳史、後藤田裕子、村岡俊二、浜崎和朗: Li-Fraumeni 症候群の 1家系. 日本 

   小児科学会北海道地方会第 291 回例会、札幌市、2014/12 

3. 藤原伸一、今野武津子、戸板成昭、高橋美智子、服部哲夫、土山厚志: 中学生を対象と 

   したピロリ菌集団検診と除菌の試みー芽室町 Study. 日本小児科学会北海道地方会第 

   292 回例会、札幌市、2015/2 

4. ザマン シンシア、大崎敬子、今野武津子: 家族から分離した Helicobacter pylori 複 

   数菌株の宿主感染性の比較. 第 20 回日本ヘリコバクター学会、東京都、2014/6 

5. 佐々木実咲、今野武津子、高橋美智子、戸板成昭、藤原伸一、佐藤繁樹: 菌分離培養に 

   より H.pylori 感染症と診断し得た 5小児例. 第 64 回北海道農村医学会、湧別、2014/10 



6. 藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子: 生検胃粘膜の迅速ウレアーゼ試験や抗 

   体検査などで陰性を呈したが、培養での菌体分離により Helicobacter pylori 感染症と 

   診断し得た 5症例. 第 66 回北日本小児科学会、旭川市、2014/9 

7. 藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子: Helicobacter pylori 感染における診 

   断法の検討-偽陰性を呈する症例をどう診断するかー. 第 6 回北海道小児消化器病フォ 

   ーラム、札幌市、2014/10 

8. 高橋美智子、戸板成昭、藤原伸一、今野武津子: 大腸全摘・回腸嚢肛門(管）吻合術を 

   施行した潰瘍性大腸炎 12 症例の臨床的検討. 第 41 回日本小児栄養消化器肝臓学会、東 

   京都、2014/10 

9. 藤原伸一、戸板成昭、高橋美智子、今野武津子, 横田伸一: 都市と農村における小児の 

   Helicobacter pylori 感染率と感染経路に関する研究. 第 63 回日本農村医学会、つくば 

   市、2014/11 

10.今野武津子、高橋美智子、戸板成昭、藤原伸一: 大腸全摘・回腸嚢肛門(管）吻合術を 

   施行した潰瘍性大腸炎 16 例. 第 40 回札幌市医師会医学会、札幌市、2015/2 

11. 古田芳一、大崎敬子、今野武津子、小林一三: ピロリ菌の家族内感染におけるゲノム 

   進化. 第 88 回日本細菌学会、岐阜市、2015/3 

シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ 

1. 戸板成昭、横田伸一、藤原伸一、高橋美智子、今野武津子: 単一宿主における胃内の 

   Helicobacter pylori の clonality の検討. 第 20 回日本ヘリコバクター学会、東京都、 

   2014/6 

 

 

講演会・セミナー 

1. 今野武津子: 小児 IBD は成人 IBD とここが違う-小児 IBD 診療 28 年間の経験よりー. 第 

   43 回名古屋クローン病研究会、名古屋、2014/9 

2. 戸板成昭: 小児炎症性腸疾患の初期症状に関する検討. 札幌市小児科医会学術講演会、 

   札幌市、2015/3 

3. 今野武津子: 新米ママの育児に関するアドバイス. 平成 26 年度新米ママの育児講座、 

   札幌市、2014/9 

 

 

 

 

 

 


