
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 （小児科医員、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） 

・伊藤  舞 （小児科後期研修医、平成 24 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、江川 潔、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  9 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  94.0 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  2,377 人/年  

年間のべ入院患者数  14,529 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  805 人/年 

 

年間分娩数  569 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  64 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 5 人/年 

年間呼吸管理患者数 6 人/年 

       （新生児挿管 0 人、DPAP  6 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

論文・著書など 

1. 高橋 豊: 喘息発症におけるウイルス感染症のかかわり. 呼吸 33: 1198-1203, 2014 

2. 星井桜子、荒木義則、楠 幸博、高橋 豊、八十嶋弘一: 2013 年度札幌市学校検尿の成 

   績. 北海道医報 1152: 18-19, 2014 

3. 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 

   遷延性咳嗽診療における呼気 NO 値とβ2反応性測定の意義. 札幌市医師会医学雑誌 39:  

   121-123, 2014 

4. 川村信明、飯塚 進、高橋 豊、東館義仁、中田修二、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 6報-. 札幌市医師会 

   医学雑誌 39: 117-118, 2014 

5. 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: 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)各機関との連携について.  

   札幌市医師会医学雑誌 39: 124, 2014 

6. 高橋 豊: 食物アレルギーup to date. 札医通信 561: 9-12, 2014 

7. 辻岡孝郎、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊、米川元晴: 乳児自己免疫好中球減少症に合 

   併した猫ひっかき病の 1例. 小児科 55: 1111-1116, 2014 

8. 草地麻実、鹿野高明、高橋 豊: 尿膜管遺残膿瘍の 1例. 小児科 56: 1-2, 2014 

9. 仁平寛子、鹿野高明、高橋 豊: 著明な電解質異常、低蛋白血症、発達遅滞を認めた重 

   症アトピー性皮膚炎の 1例. KKR 札幌医療センター医学雑誌 11: 76-79, 2014 

10.高島史樹、鹿野高明、岩本圭祐、大島由季代、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄田 満、吉岡 

   幹朗、高橋 豊、中田修二: 自然寛解が期待された乳児胆石症の 1例. KKR 札幌医療セ 

   ンター医学雑誌 11: 80-83, 2014 

 

 

学会発表 

 全国学会 

1. 高橋 豊、伊藤 舞、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: 乳児アトピー性皮膚炎における血清ビタミンＤ値の検討. 第 117 回日 

   本小児科学会、名古屋、2014/4/11-13 

2. 津曲俊太郎、伊藤 舞、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: 乳児アトピー性皮膚炎に対する入院スキンケア指導の効果. 第 26 回 

   日本アレルギー学会春季臨床大会、京都、2014/5/-11 

 

 



3. 板澤寿子、足立雄一、高橋 豊、三浦克志、海老澤元宏、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: 経口食物負荷試験による重症の誘発症状と特 

   異的 IgG 抗体価の関係. 第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会、京都、2014/5/-11 

4. 高橋 豊、伊藤 舞、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: 乳児アトピー性皮膚炎における血清ビタミン D値の検討. 第 26 回日 

   本アレルギー学会春季臨床大会、京都、2014/5/-11 

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

   高明、高橋 豊: 低年齢児に施行した食物経口負荷試験(OFC)の有用性と結果に影響す   

   る因子の検討. 第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会、京都、2014/5/-11 

6. 板澤寿子、足立雄一、高橋 豊、三浦克志、海老澤元宏、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: 経口食物負荷試験による誘発症状の重症度と 

   負荷試験中止時の総負荷量の関係. 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会、名古屋、 

   2014/6/28-29 

7. 大島由季代、縄手 満: 摂食障害児における家族背景. 第 32 回日本小児心身医学会学 

   術集会、大阪、2014/9/13 

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

   高明、高橋 豊: ロタウイルス関連小脳炎の 2歳女児例. 第 46 回日本小児感染症学会、 

   東京、2014/10/18 

9. 吉岡幹朗、伊藤 舞、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 及び CMV 抗体価. 第 34 回日本川崎病学会、東京、 

   2014/10/18-19 

10.高橋 豊、伊藤 舞、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: 小児喘息患者の呼気 NO 値はインフルエンザ罹患時にはウイルス型 

   に関わらず低下する. 第 51 回日本小児アレルギー学会、四日市、2014/11/8-9 

11.津曲俊太郎、伊藤 舞、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経口免疫療法中に好酸球性食道炎を発症した 

   1 例. 第 51 回日本小児アレルギー学会、四日市、2014/11/8-9 

12.津曲俊太郎、伊藤 舞、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: 重症乳児アトピー性皮膚炎に対する入院スキンケア指導の検討～食物 

   アレルギーとの関連性について～. 第 51 回日本小児アレルギー学会、四日市、 

   2014/11/8-9 

 

 

 

 

 



地方学会 

1. 伊藤 舞、縄手 満、岩本圭祐、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: 環軸椎回旋固定位を呈した川崎病の 1例. 第 290 回日本小児科学会北 

   海道地方会、札幌、20141/6/22 

2. 大島由季代、縄手 満: 地域連携を行っているマルトリートメントの 1例. 第 11 回日 

   本小児心身医学会北海道地方会、札幌、2014/7/27 

3. 津曲俊太郎、伊藤 舞、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: 発熱・痙攣重積で救急搬送された 1歳 9ヶ月男児例. 南部救急フォー 

   ラム、札幌、2014/10/6 

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

   高明、高橋 豊: ロタウイルス小脳炎の 2歳女児例. 第 22 回北海道小児感染症研究会、 

   札幌、2014/10/25 

5. 伊藤 舞、吉岡幹朗、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、瀬川雅史: 偽性低アルドステロン症を認めた巨大尿管症の 1例. 第 291 

   回日本小児科学会北海道地方会、札幌、2014/12/7 

6. 津曲俊太郎、伊藤 舞、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経口免疫療法中に好酸球性食道炎を発症した 

   1 例. 第 291 回日本小児科学会北海道地方会、札幌、2014/12/7 

7. 草地麻実、鹿野高明、伊藤 舞、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: 卵黄腸管嚢胞の 1例. 第 292 回日本小児科学会北 

   海道地方会、札幌、2015/2/22 

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

   高明、高橋 豊、白石秀明、江川 潔、大塚耕右、鳴神雅史: 特徴的な画像所見を認め 

   た Alexander 病の一例. 第 292 回日本小児科学会北海道地方会、札幌、2015/2/22 

 

 

講演 

1. 高橋 豊: 食物アレルギーなんか怖くない. アレルギー週間記念講演会、札幌、 

   2014/4/19 

2. 高橋 豊: 食物アレルギー:最新の知見. 苫小牧市食物アレルギー対応フォーラム、苫 

   小牧、2014/5/13 

3. 高橋 豊: 食物アレルギー児への対応. 厚真町アレルギー対応研修会、厚真町、 

   2014/6/10 

4. 高橋 豊: 学校における食物アレルギー児への対応. 小樽市学校医部会研修会、小樽、 

   2014/6/26 

 



5. 縄手 満: 札幌地域の発達障害児への取り組み. 全国ストラテラ講演会ツアー、札幌、 

   2014/7/6 

6. 高橋 豊: 食物アレルギー児への対応. 北海道保育園看護職研修会、札幌、2014/7/12 

7. 高橋 豊: アレルギー児への対応～エピペンの私用や多様化する現状～. 北広島市保 

   育士研修会、北広島、2014/7/17 

8. 高橋 豊: 食物アレルギーup to date-学校における食物アレルギー対応を含めて. 第 6 

   回小児地域連携フォーラム、札幌、2014/7/17 

9. 高橋 豊: 食物アレルギーup to date. 秋期全道栄養士研修大会、札幌、2014/10/25 

10.高橋 豊: 食物アレルギーにおける緊急時の対応. 北見市教育・保育施設職員研修会、 

   札幌、2014/11/22 

11.吉岡幹朗: 川崎病に関する話題. 日本血液製剤機構 川崎病勉強会、札幌、2014/12/15 

12.高橋 豊: 食物アレルギーup to date～アトピー性皮膚炎を含めて～. 札幌市西区・手 

   稲区支部合同学術講演会、札幌、2015/1/22 

13.高橋 豊: 食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の最新知見. 小児アレルギーフォーラ 

   ム in 釧路、釧路、2015/2/6 

14.高橋 豊: 食物アレルギー児への対応～アトピー性皮膚炎を含めて～. 第 20 回札幌北 

   東部小児医療研究会、札幌、2015/2/7 

15.高橋 豊: 食物アレルギーup to date～アトピー性皮膚炎を含めて～. 平成 26 年度札 

   幌市皮膚科医会研修会、札幌、2015/3/28 

 

 

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 

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 

 


