
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 （小児科医長、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） 

・小関 直子 （小児科医師、平成16年卒） 

 

 

 

卒後臨床研修医  

18人（病院全体）  

 

 

 

専門外来 

・神経外来 （×2/月、高橋有美）  

・心臓外来 （×2/月、八鍬 聡）  

・喘息アレルギー外来 （高橋）  

・内分泌外来 （高橋）  

・血液外来 （鹿野）  

・心身症外来 （縄手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKR 札幌医療センター 

 

病院全体の医師数  93 人 

小児科医師数  7 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  0 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  81.6 人/日 

平均時間外外来数  4.1 人/日 (小児科医が診察したものです) 

 

年間入院患者数  2,157 人/年  

年間のべ入院患者数  13,713 人/年 (入院患者数×入院日数) 

年間時間外入院患者数  824 人/年 

 

年間分娩数  522 人/年 

年間低出生体重児(2,500g 未満)数  34 人/年 

極低出生体重児(1,500g 未満)数 2 人/年 

年間呼吸管理患者数 1 人/年 (ベビー以外 4人/年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文・著書など 
 
1. 縄手 満、小関直子、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 当院における子どもの

こころの診療の実際. KKR 札幌医療センター医学雑誌 6: 29-33, 2009 
2. 鹿野高明、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、高橋 豊: ロタウイルス胃腸炎による高尿

酸血症. 小児科臨床 62(8): 1881-1885, 2009 
3. 鹿野高明、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹郎、高橋 豊: 血液培養陽性の小児市中感染症

の２１入院例. 臨床小児医学 57: 11-14, 2009 
4. 高橋 豊、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 簡易型呼気 NO 測定

器による小児喘息の診断と管理. 小児科 50(13): 2175-2181, 2009 
5. 高橋 豊、渡辺 徹、森 俊彦、宇加江進、竹崎俊一郎、有賀 正、堤 裕幸、藤枝憲

二、崎山幸雄: 北海道の小児喘息患者の治療薬の動向と患児およびその保護者の QOL に

関する 2007 年アンケート調査結果 2001 年、2004 年の調査結果との比較.喘息 22: 
181-189, 2009 

6. 高橋 豊: ベッドサイドにおける呼気 NO 測定による小児喘息の診断と管理. 北海道小

児科医会会報 25: 5-9, 2009 
7. 鹿野高明、高橋 豊、田端祐一: 川崎病診断における brain natriuretic peptide(BNP)

測定の意義. 小児科臨床 63: 457-461, 2010 
 
 
学会発表 

全国学会 
 
1. 簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 小児喘息患者のシラカンバ特異

IgE 抗体陽性率と OAS の有症率. 第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会、岐阜、

2009/6/4-6 
2. 縄手 満、小関直子、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊、福田健志、橋本真理

子、窪田 満: 心因性腹痛の 1 例. 第 36 回日本小児栄養消化器肝臓学会、札幌、

2009/10/10-11 
3. 鹿野高明、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、高橋 豊: 新生児期ならびに乳

児期にビタミン K 欠乏性出血症により頭蓋内出血を示した 3 例. 第 36 回日本小児栄養

消化器肝臓学会、札幌、2009/10/10-11 
4. 簗詰紀子、小関直子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 気管支喘息 診断と

管理 難治病態と発作への対応 当院における小児喘息入院患者の年次変化(喘息様気管

支炎を含めて)/ 第 21 回日本アレルギー学会秋季臨床大会、秋田、2009/10/29-31 
 



5. 福本大輔、高橋 豊、山根真央、下田和子、上野幸子: 院内独自開発によるインシデン

ト報告システム. 第 58 回共済医学会、東京、2009/10/21-22 

6. 高橋 豊、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児の遷延性咳嗽患

者における呼気 NO 値の検討. 第 46 回日本小児アレルギー学会、福岡、2009/12/5-6 

7. 中野泰至、下条直樹、岡本美孝、河野陽一、高橋 豊 他: 食物アレルギー児における

代替医療の利用に関する調査 第 2報. 第 10 回食物アレルギー研究会、東京、2010/2/13 

 

 

地方学会、研究会、講演会など 

 

1. 簗詰紀子、小関直子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 当院における食物負

荷試験の実際について. 日本小児科学会北海道地方会第 275 回例会、札幌、2009/7/12 

2. 高橋 豊、簗詰紀子、小関直子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 簡易型呼気 NO 測定

器(NIOX MINO)を用いた小児喘息患児の診断と管理. 日本小児科学会北海道地方会第 275

回例会、札幌、2009/7/12 

3. 加藤玲子、縄手 満: 自閉症を伴ったネフローゼ症候群の治療の工夫. 第 6 回日本小児

心身医学会北海道地方会、札幌、2009/8/2 

4. 高橋 豊: 小児喘息の診断と管理〜特に炎症モニタリングの有用性について. 小児喘

息連携フォーラム、札幌、2009/8/4 

5. 小関直子: 健康小児に発症した MRSA 股関節炎の１例. 第７回豊平河畔小児医療研究会、 

札幌、2009/10/20 

6. 鹿野高明: 当院における菌血症の臨床的検討. 第７回豊平河畔小児医療研究会、札幌、

2009/10/20 

7. 吉岡幹朗: パネルディスカッション「新型インフルエンザ対策について」インフルエン

ザＡ感染症の動向及び重症例の紹介. 第 7 回北海道感染症対策セミナー、札幌、

2009/11/21 

8. 小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊、平山光久(市立札幌

整形): 市中感染型ＭＲＳＡによる骨髄炎の一例. 日本小児科学会北海道地方会第 276

回例会、札幌、2009/11/22 

9. 高橋 豊、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 簡易型呼気 NO 測定

器による小児喘息診療における有用性の検討. 第 35 回札幌市医師会医学会、札幌、

2010/2/21 

10.山中 樹、太田八千雄、窪田 満、穴倉廸彌、鹿野高明、布施茂登、成田光生、南雲 淳、 

須藤 章、渡辺 徹、椿原圭二: 札幌市の新しい小児救急体制の課題報告(第 6報). 第

35 回札幌市医師会医学会、札幌、2010/2/21 

 



11.高橋 豊: JPAC と呼気 NO による小児喘息の管理. 小児喘息フォーラム イン Sapporo、  

札幌、2010/1/9 

12.高橋 豊、簗詰紀子、小関直子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 簡易型呼気 NO 測定

器を用いた小児喘息患児診断と管理. 第 35 回札幌市医師会医学会、札幌、2010/2/21 

13.高橋 豊、簗詰紀子、小関直子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児の遷延性咳嗽患

者における呼気値の検討. 日本小児科学会北海道地方会第 277 回例会、旭川、2010/2/28 

14.津曲俊太郎、縄手 満、小関直子、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊、小柴 茂、

今井良吉、小林一豊: ドライフルーツによる食道異物の一例. 日本小児科学会北海道地

方会第 277 回例会、旭川、2010/2/28 

15.吉岡幹朗、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、鹿野高明、高橋 豊: ICU 管理を要した重

症インフルエンザ感染症の４例. 第 9 回札幌南部救急医療フォーラム、札幌、2010/3/19 

 

 

学会活動（委員会委員など）  

 

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 

日本アレルギー学会代議員 

日本アレルギー学会啓発活動専門部会委員 

日本小児アレルギー学会評議員 

日本アレルギー協会北海道支部幹事（事務局） 

日本小児科医会公衆衛生委員会委員 

北海道アレルギー研究会幹事 

北海道小児喘息研究会幹事（事務局） 

北海道小児 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 

 

 

 

 


