令和２年度 旭川医科大学病院 研修登録医受け入れ診療科・研修内容等一覧
番号

1

診療科名

第一内科

専門分野

受入可能数

6人

循環器、呼吸器、腎臓内科、脳神経内科

症例検討会
循環器内科：
毎週月曜17:30～、週2回各グループ
呼吸器内科：毎週月曜15:30～
腎臓内科：毎週月曜17:30～
腦神経内科：毎週月曜17:30～

全体 月14:00～
2

3

第二内科

第三内科

4 精神科神経科

5

小児科

6人

糖尿病内科、内分泌内科、膠原病内科、消化器
内科（肝・胆・膵内科）

6人

消化器病学、消化器内視鏡学、血液病学、腫瘍学

1人

臨床精神医学、睡眠医学、てんかん学

6人

指導教員

病棟回診
総回診（長谷部教授）：毎週火曜10:00～ 全般指導：長谷部教授

呼吸器内科：毎日8:00～

月曜15:30～

糖尿病・内分泌 月・火・水・金8:45～／水16:00～

その他
抄読会：
毎週火曜8:00～（循環器）、水曜8:00～（神経）
リサーチカンファレンス：毎週木曜18：30～
ハートチームカンファレンス：毎週金曜8：00～
脳卒中カンファレンス：毎週木曜8:00～

循環器内科：川村教授、川辺教授、竹内講師、
田邊学内講師、坂本学内講師、蓑島特任助教、
伊達助教、木谷特任助教
呼吸器内科：大崎教授、長内特任教授、山本学内講師、
佐々木学内講師、奥村助教、南助教
腎臓内科：藤野准教授、中川講師、松木学内講師
腦神経内科：澤田講師、斎藤学内講師、遠藤助教、浅野目診療助教
全般指導：太田教授
ｸﾘﾆｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 隔週月曜17:30～
糖尿病内科：坂上助教
抄読会 隔週月曜17:30～
内分泌内科：滝山准教授
膠原病内科：岡本助教
消化器内科：麻生講師
全般指導：奥村教授
ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 毎週火曜か水曜18:00頃～
消化器病学および消化器内視鏡学：
藤谷准教授、水上准教授、盛一講師、上野講師、
嘉島助教、後藤助教、澤田講師、安藤助教、河端助教、林助教
血液病学・腫瘍学：進藤講師、土岐助教
田村准教授
高崎助教
吉澤助教
ﾘｻｰﾁｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 火曜17:30～20:00
吉原助教
安田助教

膠原病 水16:30～
消化器 平日8:30～
(肝）月18:30～ (胆膵）水19:00～
毎週月曜14:00～
週1回 各グループ17:00～

総回診 月曜15:00～
グループ回診 毎日8:30～

週1回

総回診 火曜午後

総回診ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 火13:00～15:00

総回診 毎週火曜15:00～16:00

東教授、髙橋悟講師、棚橋講師、長屋講師准教授（周産母子センター）

ﾘｻｰﾁｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 火曜17:30～20:00

各診療ｸﾞﾙｰﾌﾟ回診 毎日

岡本講師（周産母子センター）、中右助教、長森助教

レビューレポート 水曜日17：30～（月1～2回）

小児感染・免疫、小児内分泌・糖尿病、小児循環 ｸﾘﾆｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 毎週水曜日17:30～
器、小児神経、小児血液・腫瘍、新生児

二井助教（周産母子センター）、鈴木滋助教、更科助教、鳥
海助教

6

7

血管２人
外科（血管・ 呼吸２人 血管外科、呼吸器外科（センターと重複）、乳腺外
呼吸・腫瘍） 乳腺２人 科（センターと重複）、小児外科
小児１人

外科（心臓大
心臓２人 心臓外科（成人）、心臓外科（小児）、
血管）

血管外科：毎週月7:45～
呼吸器外科：週1回
乳腺外科：週1回
小児外科：週1回
心臓血管合同カンファレンス：毎週火7：30～
心臓外科：毎週月7:45～
心臓血管合同カンファレンス：毎週火7：30
～

毎日 午前（術前）午後（術後）
時刻は不定

血管外科：東教授、古屋講師、内田学内講師、菊地助教
呼吸器外科、乳腺外科：
北田病院教授、石橋講師、岡崎助教
小児外科：平澤学内講師、宮城学内講師

心血：麻酔科との術前カンファレンス（毎週金17:00～）
心血：循環器内科との合同症例検討会（毎週月18:30～）

心臓外科：紙谷教授、石川講師、中西助教、伊勢助教、
若林助教（ラボ担当：小山助教）

心血：Ｍ＆Ｍ conference（週１回毎週木7：20～）
外科学講座合同：GROUND RUOUND（２月1回）
抄読会（毎週１回）
心臓：ラボミーティング（毎月月１回水18：00～）

毎日 午前（術前）午後（術後）
時刻は不定

心血：麻酔科との術前カンファレンス（毎週金17:00～）
心血：循環器内科との合同症例検討会（毎週月18:30～）

心血：Ｍ＆Ｍ conference（週１回毎週木7：20～）
外科学講座合同：GROUND RUOUND（２月1回）
抄読会、合併症検討会 金曜8：00～

毎週火曜7:45～
8

消化管外科/
肝胆膵・移植
外科

4人

肝胆膵外科、移植外科、一般外科
消化管外科、内視鏡外科

総回診(肝胆膵・移植) 月曜8：:00～ 肝胆膵・移植外科：古川教授、松野特任教授、横尾准教授
今井講師、萩原助教、高橋助教
毎週木曜8:00～
毎週木曜18:00～
（消化器内科・外科合同カンファレンス）
全体検討会：週1回
各専門ｸﾞﾙｰﾌﾟにおける検討会：週1～2回

総回診(消化管) 水曜8：:00～
各診療科回診 毎日午前中
各専門ｸﾞﾙｰﾌﾟごとに毎日

毎週水曜18:30～

毎週木曜13:00～

9

整形外科

4人

股関節、上肢、下肢、脊柱、骨軟部腫瘍

10

皮膚科

2人

皮膚科一般

2人

腎・尿路・性器腫瘍、尿路結石、神経泌尿器科、 毎週火曜8:00～9:00(入院)
小児泌尿器科、女性泌尿器科、副腎外科、ロボッ 毎週金曜7:30～8:30(入院)
ト支援腹腔鏡下手術
毎週金曜13:30～15:30(外来)

11

泌尿器科

抄読会（毎週１回）
血管：米韓日Web conference（月１回）

総回診 毎週金曜8:30～9:00

消化管外科：角教授、長谷川講師、庄中助教、谷助教、
宮本助教、松下特任助教、大谷助教
伊藤教授
小林講師 入江学内講師 谷野講師
丹代講師
神保助教 阿部学内講師 三好特任講師
清水特任助教 妹尾特任助教 西田助教 佐々木特任助教
佐藤助教 柴田特任助教
山本教授
岸部講師
井川講師 菅野特任助教
飯沼助教
土井助教
藤井助教
林助教
柿崎教授
北講師
玉木講師
和田講師
堀助教
渡邊助教

カンファレンス 月曜7:30～8:30

臨床ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、皮膚病理ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 水曜日17:30～

研究ミーティング 水曜日18:30～
抄読会 金曜

令和２年度 旭川医科大学病院 研修登録医受け入れ診療科・研修内容等一覧
毎週月曜日 朝7：30～

12

眼科

5人

13

耳鼻咽喉科

5人

14

産科婦人科

3人

15

放射線科

2人

16 麻酔科蘇生科

6人

吉田学長
柳教授
石子教授 木ノ内准教授
花田講師
石羽澤講師
西川助教
中林助教
大前助教
大野助教
善岡助教
神谷助教
下内助教
宇都宮助教
原渕教授
高原講師
毎週木曜7:30～（入院・手術症例検討会） 毎週火曜14:00～ 教授総回診
林特任教授 片田准教授
耳鼻咽喉科・頭頸部外科、神経耳科、気管食道
山木助教
寒風澤助教
河野助教
毎週火曜8:00～（外来患者症例検討会）
毎週木曜14:00～ 特任教授回診
岸部講師
科、アレルギー科
毎週月・水・金曜9:30～ 通常回診 熊井特任講師
毎週月曜17:00～18:30
毎週月曜14:00～16:00
片山准教授
高橋講師
加藤講師
周産期医学、生殖内分泌学、婦人科腫瘍、更年期
宮本講師
横浜助手
市川助教
金井助教
放射線診断学：八巻助教学内講師、渡邊学内講師、
放射線診断学、核医学：火・水・木朝8：00～ 毎週月曜午後
放射線治療、週1～2回
石戸谷助教、藤本助教、高林助教
放射線診断学、核医学、放射線腫瘍学
核医学：沖崎准教授、中山助教
放射線腫瘍学：中島病院教授、山品講師
手術後患者回診 月～金9:00～12:00 笹川准教授 黒澤准教授 神田准教授
月～金8:15～ 麻酔症例カンファレンス
遠山講師
阿部准教授（緩和医療） 神田恵講師
月～金8:45～ 緩和ケア症例カンファレンス 緩和入院患者回診
臨床麻酔、ペインクリニック、緩和医療
第4水曜日12:30～ 緩和ケア他職種ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
月～金9:00～12:00, 13:00～17:00
網膜硝子体、角膜、緑内障、斜視・弱視

毎日
土曜日 グループ回診

月２回 金曜日 朝7：30～ 抄読会

毎週火曜18:00～ 抄読会・ﾘｻｰﾁｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等
毎週金曜7:30～ 輪読会

金17:00 心臓血管外科との術前カンファレンス
月・金7:45 麻酔科抄読会
第３水曜日7:45 緩和ケア抄読会

手術前患者回診 月～金15:00～17:00

17

18

脳神経外科

救急科

4人

5人

脳血管障害、脳腫瘍、機能的脳神経外科、血管
内治療

臨床ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 月・火・木8:00～
脳卒中ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 木曜8:00～
ﾘｻｰﾁｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、てんかんｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、
がんｶﾝﾌｧﾚﾝｽ （随時連絡）
毎朝8:00～ 日々の検討会
月曜12:30～ １週間の入院症例検討会

病棟回診 毎日
総回診 毎週木曜9:00～

病棟：入院症例がいる場合毎日
集中治療部：毎日

救急医学、救急救命処置、集中治療医学、体外循環

鎌田教授（脳機能マッピング・てんかん・脳腫瘍）
抄読会 第2・4火曜8：30～（随時連絡）
安栄講師（覚醒下手術・脳腫瘍）
和田講師（脳血管内治療）
広島学内講師（血行再建術・MVD・顔面けいれん・三叉神経痛）
救急科：
受入可能数は同時期に5名
藤田教授
岡田准教授
丹保講師 抄読会 毎週月・水曜日
小林講師
高氏助教
中嶋助教
石橋助教
堀越助教 研修医レクチャー 毎週金曜
川口助教
大谷先生
松倉先生
集中治療部 ： 小北准教授 、 川田講師 、 衛藤助教、中西先生

19

20

リハビリテーション科

1人

リハビリテーション医学、電気生理学（筋電図等）、
義肢装具学、神経科学

毎週月曜日8：30～

2人

合計

77人

一般外科病理、細胞診断

及川助教

遠藤助教

抄読会 毎週木曜日8：00～

谷野教授

湯澤教授

月1回 泌尿器科、婦人科、
外科とのカンファレンス

あった入院患者の病棟診察等を実施

月曜～金曜16：30～（30分ほど）

病理部
病理診断科

リハビリテーション科の病棟は無し 大田教授
リハビリテーション科に依頼の
病棟回診無し

武井教授

