
札幌厚生病院 

 

所属メンバー 

・今野武津子 （昭和 47 年卒） 
・高橋美智子 （昭和 58 年卒） 
・佐藤 孝平 （平成 3年卒） 

・戸板 成昭 （平成 8年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医 

 初期 10 名 

 

 

 

専門外来 

・消化器専門外来 （今野） 

・内分泌専門外来 （佐藤） 

・腎臓専門外来 （北大 佐々木聡） 

・神経外来 （北大 斉藤伸治） 

・心臓専門外来 （北大 古川卓朗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌厚生病院 

 

病院全体の医師数  108 人 

小児科医師数  4 人 (うち非常勤  0 人) 

 

病院全体の病床数  494 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)  1 床 

 

NICU としての認定     なし 

 

平均小児科外来数  52 人/日 

平均時間外外来数  2.8 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  958 人/年  

年間のべ入院患者数  8,083 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  236 人/年 

 

年間分娩数  141 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文・著書など 

 

1. 今野武津子: Helicobacter pylori と鉄欠乏性貧血. 日本ヘリコバクター学会誌 11: 

23-28, 2009 

2. 今野武津子: 特集 小児科医のための思春期医学・医療「鉄欠乏性貧血」. 小児科 50: 

1831-1836, 2009 

3. 佐藤孝平、今野武津子: 特集 子どものやせ・栄養不良への対応「消化器疾患」. 小児

内科 41: 1311-1315, 2009 

4. 戸板成昭、今野武津子: 特集 Helicobacter Year Book-Annual Review2008-「小児の

Helicobacter pylori 感染における話題」. Helicobacter Research 13: 229-233, 2009 

5. 高橋美智子、今野武津子: 1.食道「Sandifer 症候群」. 日本臨床 別冊 新領域別症候群

シリーズ No.11 消化管症候群(第 2班)版: 17-19, 2009 

6. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平、戸板成昭: 治療中に突然劇症化を来した小児潰瘍

性大腸炎の病態と治療. 札医通信増刊 No.261: 145-146, 2009 

7. 今野武津子: 特集 病態からみた免疫抑制薬の使い方 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、ク

ローン病). 小児内科 41: 1583-1587, 2009 

8. 今野武津子: 特集 日常診療で苦慮する疾患の注意点 8. Helicobacter pylori 感染関連

の思春期鉄欠乏性貧血. 小児科 50: 1295-1303, 2009 

9. 今野武津子: 特集 Helicobacter pylori Now 小児鉄欠乏性貧血. 日本臨床 67: 

2345-2351, 2009 

10.豊田 茂、河島尚志、今野武津子 他: 小児炎症性腸疾患におけるメサラジン(5-ASA)の

使用実態－全国他施設調査－. 日本小児栄養消化器肝臓学会 23: 16-23, 2009 

11.田尻 仁、友政 剛、今野武津子 他: 小児クローン病に対するインフリキシマブ使用

に関する見解. 日本小児科学会雑誌 113: 1755-1757, 2009 

12.戸板成昭、今野武津子: Helicobacter pylori の診断と臨床応用「小児領域の

Helicobacter pylori 感染」. 臨床検査 54: 192-194, 2010 

13.今野武津子、横田伸一、藤井暢弘: Helicobacter pylori の主要な感染経路は母子感染

である－randaom amplified polymorphic DNA fingerprinting 法による検討－. 日本ヘ

リコバクター学会誌 11: 59-65, 2010 

14.今野武津子: 特集小児炎症性腸疾患に対する治療の話題 3. 小児 Crohn 病の治療指針. 

小児科 51: 19-25, 2010 

 

 

 

 

 



学会発表 

全国学会 

 

1. 今野武津子: 小児クローン病治療指針案の検証－当科における治療成績. 第 112 回日本

小児科学会学術集会、奈良、2009/4 

2. 今野武津子、横田伸一: H.pylori 感染は母から児への伝播が優位である. 第 15 回日本

ヘリコバクター学会学術集会、東京、2009/6 

3. 今野武津子: 小児クローン病における長期予後. 第 31 回日本臨床栄養学会総会、神戸、

2009/9 

4. 戸板成昭、高田 晋、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 遺伝性膵炎の 2家系. 第 6 

回日本小児栄養消化器肝臓学会、札幌、2009/10 

5. 今野武津子、横田伸一、三野絵美、高橋美智子、佐藤孝平、藤井暢弘: Helicobacter pylori

関連鉄欠乏性貧血の発症機序に関する菌側要因の検討. 第 71 回日本血液学会学術集会、

京都、2009/10 

 

 

 地方学会 

 

1. 今野武津子: 小児のヘリコバクター・ピロリ感染症. 第 14 回広島小児外来研究会、広

島、2009/5 

2. 高田 晋、戸板成昭、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 過去 10 年間において当科

で経験した大腸ポリープ 20 例の検討. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札

幌、2009/7 

3. 今野武津子: 新米ママの育児講座. 育児のワンポイントアドバイス、札幌、2009/7 

4. 高田 晋、戸板成昭、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 当科で経験した大腸ポリー

プ 43 例の検討. 第 61 回北日本小児科学会、山形、2009/9 

5. 高橋美智子: 治療に難渋した重症クローン病の 8歳男. 第 27 回北海道クローン病検討

会、札幌、2009/11 

6. 戸板成昭、高田 晋、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 免疫抑制剤により副作用を

呈した炎症性腸疾患症例の検討. 第 22 回北海道小児リウマチ性疾患研究会、札幌、

2010/2 

7. 戸板成昭、高田 晋、佐藤孝平、高橋美智子、今野武津子: 遺伝性膵炎の 2家系. 日本

小児科学会北海道地方会第 277 回例会、旭川、2010/2 

8. 今野武津子、高橋美智子、佐藤孝平、戸板成昭: 当科クローン病患児 34 例の治療成績. 

第 35 回札幌市医師会医学会、札幌、2010/2 

 



その他社会貢献など 

 

今野武津子 

日本血液学会（専門医＆指導医、代議員）、日本小児科学会（専門医、代議員）、   

日本小児栄養消化器肝臓学会（運営委員）、日本ヘリコバクター学会（評議員、認定医）、

日本小児内視鏡研究会（世話人 ）、日本小児 IBD 研究会(世話人)、日本小児 H.pylori 研
究会(世話人)、日本小児血液学会、日本消化器内視鏡学会、日本炎症性腸疾患協会診療相

談医、北海道救急電話相談医、「新米ママの育児講座」相談医 


