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卒後臨床研修医
0名

専門外来
・神経外来（×2～3/月、北大小児科 朝比奈直子・中島 翠）
・心臓外来（×2/月、北大小児科
・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）

武井黄太）

KKR 札幌医療センター
病院全体の医師数

97 人

小児科医師数

8 人 (うち非常勤

病院全体の病床数

450 床

小児科病床数(NICU、ベビーを除く)
NICU 病床数

34 床
3床

新生児病床数(NICU を除く)
NICU としての認定

0 人)

床
なし

平均小児科外来数
平均時間外外来数
年間入院患者数
年間のべ入院患者数

83 人/日
4 人/日 (小児科医が診察したものです)
2,625 人/年
14,606 人/年 (入院患者数×入院日数)

年間時間外入院患者数

855 人/年

年間分娩数

600 人/年

年間低出生体重児(2,500g 未満)数

61 人/年

極低出生体重児(1,500g 未満)数

3 人/年

年間呼吸管理患者数

7 人/年
(新生児挿管 1 人

DPAP1 人 年長児挿管 5 人)

KKR 札幌医療センター
論文、著書など
1. 高橋 豊、小関直子、縄手 満、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、澤田博行、遠藤理香、
石黒信久 Human metapneumovirus と respiratory syncytial virus による下気道感染症
による入院患児の退院後における喘鳴性疾患罹患に関する検討. 喘息 23: 80-84, 2010
2. 吉岡幹朗: EB ウイルス感染症(総説). KKR 札幌医療センター医学雑誌 7: 3-11, 2010
3. 佐藤有紀、高橋 豊、鹿野高明、吉岡幹朗、縄手 満、簗詰紀子、月永一郎、横関真由
美、深澤雄一郎、鈴木 昭、川村脩子. BCG 接種後に生じた全身性丘疹状結核疹の 2 例.
KKR 札幌医療センター医学雑誌 7: 54-56, 2010
4. 福本大輔、山根真央、下田和子、上野幸子、高橋 豊: 院内独自開発によるインシデン
ト報告システム. KKR 札幌医療センター医学雑誌 7: 24-27, 2010
5. 鹿野高明、高橋 豊、小柴 茂、今井良吉、川村脩子: 先天性喘鳴で発症した乳児舌根
嚢胞の 1 例(図説). 小児科 51: 1213-1214, 2010
6. Iguchi A, Kobayashi R, Naito H, Shikano T, Ishikawa Y and Kobayashi K: High
susceptibility to severe infectious complications at reinduction chemotherapy in
patients

who

relapse

after

stem

cell

transplantation.

Transplantation

Procedings42: 1857-61, 2010
7. 高橋 豊: 疾患に対する薬剤の選び方・使い方と注意 感染症 アデノウイルス感染症.
小児内科 42: 331-334, 2010
8. 縄手 満、加藤玲子、津曲俊太郎、 簗詰紀子、 吉岡幹朗、 鹿野高明、 高橋 豊、 橋
本真里子、窪田 満: 心因性腹痛の 1 例. 小児栄養消化器肝臓学会雑誌 24: 14-19, 2010
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. 札幌市医師会医学会誌 35: 201-202,
2010
10.山口真規子、鹿野高明、月永一郎、小椋裕之、高橋 豊: 顔面の丹毒(図説). 小児科 52:
135-136, 2011
11.高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児非
アトピー型喘息 呼気 NO 値を指標として. 小児科 52: 89-94, 2011
12.簗詰紀子、川原朋乃、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊、衣川佳数、沢田博行:
血漿交換療法が奏功したフェノバルビタールによる薬剤性過敏症症候群の 4 ヵ月女児例.
小児科 52: 115-120, 2011

学会発表
全国学会
1. 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
2．高橋 豊、小関直子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児の非アトピー型
喘息における呼気 NO 値の検討. 第 22 回日本アレルギー学会春期臨床大、東京、
2010/5/8-9
3．吉岡幹朗、簗詰紀子、縄手 満、鹿野高明、高橋 豊、小関直子、石黒信久、矢野公一:
小児科病棟スタッフにおける新型インフルエンザワクチン接種前後での抗体価の推移.
第 58 回日本ウイルス学会、徳島、2010/11/7-9
4. 高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手

満、吉岡幹郎、鹿野高明、寺本

忍、

石黒信久: 乳幼児下気道感染における検出ウイルスと喘鳴との関わり. 第 60 回日本ア
レルギー学会秋期学術大会、東京、2010/11/25-27
5．高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹郎、鹿野高明: インフ
ルエンザ罹患時における小児喘息患児の呼気 NO 値の検討. 第 47 回日本小児アレルギー
学会、横浜、2010/12/4-5

地方会、研究会、講演会など
1. 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 1 例. 日本小児科学会北海
道地方会第 277 回例会、旭川、2010/2/28
2．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. 日本小児科学会北海道地方会第 277 回例会、旭川、
2010/2/28
3. 縄手 満: 退院できない咳嗽から被虐が判明した症例.こころの研究会、札幌、
2010/6/16
4．簗詰紀子: 当科における食物経口負荷試験の実際と特異的経口耐性誘導療法の一経験.
第 2 回小児地域連携フォーラム、札幌、2010/10/5
5．高橋

豊: 呼気 NO 測定による小児喘息の診断と管理～遷延性咳嗽も含めて～. 第 2 回

小児地域連携フォーラム、札幌、2010/10/5

6．内村有希、松田亜希、鎌田早苗、荒田美紀、岩城紀子、成澤玲江、縄手 満: 一般小児
病棟における、被虐待児の生活を整える援助－治療理解と関わりを統一するカンファレ
ンスを行って－. 第 7 回日本小児心身医学会北海道地方会、札幌、2010/8/1
7．縄手 満 : 自殺企図を認めたアスペルガー症候群、摂食障害の女児例. 第７回豊平河
畔小児医療研究会、札幌、2010/11/10
8．高橋 豊: 小児喘息の診断と治療. 夜間急病センター看護師研修会、札幌、2010/10/19
9．高橋 豊: 食物アレルギーの最近の話題. 平成 22 年度アレルギー週間記念講演会、帯
広、2010/5/22
10.高橋

豊: KKR 札幌医療センターにおける医療安全とリスクマネジメント. 平成 22 年度

清田区支部･豊平区支部合同医療尾安全管理研修会、札幌、2010/1/28
11.高橋 豊、津曲俊太郎、加藤玲子、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明: 小児の
非アトピー型喘息における呼気 NO 値の検討. 第 36 回札幌市医師会医学会、札幌、
2011/2/20
12.山中 樹、太田八千雄、窪田
須藤

章、渡辺

満、穴倉迪彌、鹿野高明、布施茂登、成田光生、南雲

淳、

徹、中田修二、椿原圭二: 札幌市の新しい小児救急医療体制の課題報

告(第 7 報). 第 36 回札幌市医師会医学会、札幌、2011/2/20
13.加藤玲子、縄手 満、津曲俊太郎、簗詰紀子、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 様々な
膠原病を引き起こした C3 欠損症について. 北海道小児リウマチ性疾患研究会、
2011/2/26
14.山口真規子、佐藤有紀、加藤玲子、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野
高明、高橋 豊、横関真由美、月永一郎、鈴木 昭: BCG 接種後に生じた全身性丘疹状
結核疹の 3 例. 日本小児科学会北海道地方会第 280 回例会、旭川、2011/2/27
15.加藤玲子、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 当院で
経験した PFAPA 症候群の治療経過について. 日本小児科学会北海道地方会第 280 回例会、
旭川、2011/2/27
16.簗詰紀子、加藤玲子、津曲俊太郎、縄手 満、吉岡幹朗、鹿野高明、高橋 豊: 当院に
おける入院食物経口負荷試験の解析と特異的経口耐性誘導療法の経験. 日本小児科学
会北海道地方会第 280 回例会、旭川、2011/2/27
17.縄手 満: 話題提供. ストラテラ学術講演、2011/3/25
18.鹿野高明、加藤玲子、津曲俊太郎、簗詰紀子、縄手 満、吉岡幹朗、高橋 豊: 軽症胃
腸炎に伴った乳児の良性無熱性けいれん. 札幌市小児科医会研究会、札幌、2011/3/22

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

