
別紙４

（№　1　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

外科
（選択・自由）

平田　哲
手術部
卒後臨床研修センター

39 ○ ３、４

内科
（必修・自由）

長谷部　直幸 旭川医科大学病院 40 ○ ４

内科
（必修・自由）

佐藤　伸之 旭川医科大学病院 34 ○ ４

内科
（必修・自由）

長内　忍 旭川医科大学病院 35 ○ ４

内科
（必修・自由）

川辺　淳一 旭川医科大学 32 ×

内科
（必修・自由）

竹内　利治 旭川医科大学病院 18 ○ ４

内科
（必修・自由）

藤野　貴行 旭川医科大学病院 17 ○ ２、４

内科
（必修・自由）

田邊　康子 旭川医科大学病院 27 ×

内科
（必修・自由）

坂本　央 旭川医科大学病院 25 ×

内科
（必修・自由）

山本　泰司 旭川医科大学病院 28 ×

内科
（必修・自由）

澤田　潤 旭川医科大学病院 19 ○ ４

内科
（必修・自由）

蓑島　暁帆 旭川医科大学病院 20 ○ ４

内科
（必修・自由）

齋藤　司 旭川医科大学病院 17 ○ ４

内科
（必修・自由）

中川　直樹 旭川医科大学病院 23 ○ ４

内科
（必修・自由）

松木　孝樹 旭川医科大学病院 18 ×

内科
（必修・自由）

伊達　歩 旭川医科大学病院 16 ×

内科
（必修・自由）

木谷　祐也 旭川医科大学病院 10 ×

内科
（必修・自由）

鹿野　耕平 旭川医科大学病院 8 ×

内科
（必修・自由）

平井　理子 旭川医科大学病院 12 ×
第一内科
特任教員
（特任助教）

日本内科学会認定内科医、日本
呼吸器学会呼吸器専門医

第一内科(リハビリテーショ
ン科)
助教

日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会循環器専門医、
日本心臓リハビリテーション指
導士

第一内科
特任教員
（特任助教）

日本内科学会認定内科医、日本
心血管インターベンション治療
学会認定医

大学院・診療助教 日本内科学会認定内科医

第一内科
助教

日本内科学会認定医，日本神経
学会専門医，日本脳卒中学会専
門医
H25.11 指導医のための教育ワー
クショップ受講

第一内科
講師

内科学会総合内科専門医、腎臓
学会専門医・指導医、透析医学
会専門医・指導医、高血圧指導
医・専門医、循環器学会専門医
H21.3 第1回旭川医科大学病院研
修指導医のためのワークショッ
プ受講
H21.11 プログラム責任者養成講
習会受講

第一内科(透析センター)
助教

日本内科学会認定医・総合内科
専門医、日本腎臓学会専門医、
日本透析医学会専門医、日本循
環器学会専門医

第一内科
呼吸器センター
助教

内科学会総合内科専門医、呼吸
器学会専門医

第一内科
講師

日本内科学会内科認定医、日本
神経学会専門医、日本神経学会
指導医、日本脳卒中学会認定脳
卒中専門医
Ｈ23.11 第4回旭川医科大学病院
指導医のための教育ワーク
ショップ受講

第一内科
特任教員
（特任講師）

内科学会認定医、循環器学会認
定専門医
H24.11 第5回旭川医科大学病院
指導医のための教育ワーク
ショップ受講

第一内科
准教授

内科学会総合内科専門医、循環
器学会専門医、腎臓学会専門
医、腎臓学会指導医
H21.3 第1回旭川医科大学病院指
導医のための教育ワークショッ
プ受講

第一内科
助教

内科学会総合内科専門医、循環
器学会専門医、植え込み型除細
動機両室ペーシング専門医

第一内科
助教

内科学会総合内科専門医、循環
器学会専門医、不整脈学会専門
医

第一内科
特任教員
（特任教授）

内科学会総合内科専門医・指導
医、呼吸器学会呼吸器専門医・
指導医、呼吸器内視鏡学会気管
支鏡専門医・指導医、がん治療
認定医機構がん治療認定医
H29.2　北海道医師会指導医のた
めの教育ワークショップ受講

生化学講座（統合生命科学
分野）
第一内科（兼）
教授

内科学会認定内科医

第一内科
講師

内科学会総合内科専門医、循環
器学会専門医、心血管インター
ベンション治療学会専門医・指
導医、日本高血圧学会専門医
第8回旭川医科大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

理事
手術部長・教授
センター長

第2回旭川医科大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

第一内科
教授

内科学会総合内科専門医・指導
医、循環器学会専門医・指導
医、呼吸器学会専門医、指導
医、高血圧指導医・専門医、老
年医学会指導医・専門医
H11.12 研修指導医のためのワー
クショップ受講

教育センター
第一内科（兼）
教授

内科学会認定内科医、循環器学
会専門医、不整脈学会専門医
H21.3 第1回旭川医科大学病院指
導医のための教育ワークショッ
プ受講

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号
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（№　2　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科
（必修・自由）

遠藤　寿子 旭川医科大学病院 14 ×

内科
（必修・自由）

浅野目　明日香 旭川医科大学病院 12 ×

内科
（必修・自由）

山内　敦司 旭川医科大学 21 ×

内科
（必修・自由）

鹿原　真樹 旭川医科大学 13 ×

内科
（必修・自由）

麻生　和信 旭川医科大学病院 29 ○ ４

内科
（必修・自由）

牧野　雄一 旭川医科大学病院 29 ○ ４

内科
（必修・自由）

岡田　充巧 旭川医科大学病院 27 ○ ４

内科
（必修・自由）

岡本　健作 旭川医科大学病院 27 ○ ４

内科
（必修・自由）

北野　陽平 旭川医科大学病院 26 ○ ４

内科
（必修・自由）

滝山　由美 旭川医科大学病院 35 ○ ２、４

内科
（必修・自由）

玉木　陽穂 旭川医科大学病院 20 ○ ４

内科
（必修・自由）

小林　厚志 旭川医科大学病院 22 ○ ※救急科

内科
（必修・自由）

髙橋　賢治 旭川医科大学病院 19 ○ ４

内科
（必修・自由）

奥村　利勝 旭川医科大学病院 36 ○ ４

内科
（必修・自由）

鳥本　悦宏 旭川医科大学病院 37 ×

内科
（必修・自由）

藤谷　幹浩 旭川医科大学病院 31 ○ ４

内科
（必修・自由）

水上　裕輔 旭川医科大学病院 30 × ２、４

腫瘍センター　教授

日本肝臓学会専門医、日本血液
学会血液指導医、日本消化器内
視鏡学会指導医、日本消化器病
学会指導医、日本消化器病学会
消化器専門医、日本内科学会指
導医、日本臨床腫瘍学会指導医

第三内科　准教授

H24.4世界消化器病学会
（WGO)Train the Ttrainers
Workshop 受講、第4回旭川医科
大学病院指導医のための教育
ワークショップ受講、日本内科
学会指導医、日本消化器病学会
指導医、日本消化器内視鏡学会
認定専門医、日本臨床腫瘍学会
暫定指導医、日本消化器がん検
診学会指導医、日本肝臓学会専
門医

第三内科　准教授

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医

第二内科(救急）
講師

第二内科
助教

日本内科学会総合内科専門医、
日本消化器病学会専門医
H21.2 第7回指導医のrための
ワークショップ受講（北海道・
北海道医師会主催）

第三内科　教授
総合診療部長

日本内科学会認定医・指導医、
日本糖尿病学会専門医、日本消
化器病学会指導医、日本プライ
マリーケア学会指導医
日本医師会 指導医のための教育
ワークショップ受講

第二内科
講師

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本消化器病学会専門
医・指導医、日本消化器内視鏡
学会専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第二内科
准教授

日本D15:G16内科学会総合内科専
門医・認定医、日本内分泌学会
専門医・指導医、日本甲状腺学
会専門医、日本糖尿病学会専門
医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第二内科
助教

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本肝臓学会専門医、
日本消化器学会専門医、日本消
化器内視鏡学会専門医
第8回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

医育統合センター
教授

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本リウマチ学会専門
医・指導医、日本内分泌学会専
門医・指導医

第二内科
講師

日本内科学会認定医、日本肝臓
学会専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第二内科
講師

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本リウマチ学会専門
医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第一内科
特任教員
（特任講師）

日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会循環器専門医

第一内科
特任教員
（特任助教）

日本内科学会認定内科医、日本
再生医療学会再生医療認定医、
日本透析医学会透析専門医、日
本内科学会総合内科専門医

第二内科
准教授

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医・指導医、日本
消化器内視鏡学会専門医、日本
肝臓学会専門医・指導医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ

第一内科(リハビリテーショ
ン科)
助教

日本内科学会認定内科医、日本
内科学会総合内科専門医、日本
神経学会神経内科専門医

第一内科(リハビリテーショ
ン科)
診療助教

日本内科学会認定内科医。日本
神経学会神経内科専門医
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内科
（必修・自由）

盛一　健太郎 旭川医科大学病院 24 ×

内科
（必修・自由）

進藤　基博 旭川医科大学病院 23 ○

内科
（必修・自由）

田邊　裕貴 旭川医科大学病院 26 ○ ４

内科
（必修・自由）

澤田　康司 旭川医科大学病院 17 ○

内科
（必修・自由）

後藤　拓磨 旭川医科大学病院 17 ○ ４

内科
（必修・自由）

嘉島　伸 旭川医科大学病院 17 × ４

内科
（必修・自由）

上野　伸展 旭川医科大学病院 16 ○

内科
（必修・自由）

安藤　勝祥 旭川医科大学病院 13 × ４

内科
（必修・自由）

林　明宏 旭川医科大学病院 13 ×

内科
（必修・自由）

河端　秀賢 旭川医科大学病院 13 ×

内科
（必修・自由）

土岐　康通 旭川医科大学病院 12 ×

内科
（必修・自由）

畑山　真弓 旭川医科大学病院 12 ×

第三内科　助教
日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器病
内視鏡学会専門医

第三内科　特任助教
日本内科学会認定医・専門医、
日本血液学会専門医

第三内科　医員
日本内科学会認定医、日本血液
学会専門医

地域医療支援及び専門医育
成推進講座　特任講師

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本消化器内視鏡学会
専門医・指導医、日本消化器病
学会専門医
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第三内科　助教

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会消化器病認定医、日本
消化器内視鏡学会専門医、日本
肝臓学会肝臓専門医、日本がん
治療認定医機構がん治療認定医

地域がん治療連携講座
特任助教

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器病
内視鏡学会専門医

第三内科　講師

総合内科専門医、紹介病専門
医、肝臓専門医、消化器内視鏡
指導医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第三内科　助教

日本内科学会認定医、日本消化
器内視鏡学会専門医、日本消化
器病学会専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第三内科　助教（学内講
師）

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本消化器病学会専門
医、日本消化器内視鏡学会専門
医・指導医

遠隔医療・介護共同研究講
座　特任准教授

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医・指導医、日本
消化器内視鏡学会認定専門医・
指導医、日本消化管学会専門
医・指導医、日本消化器がん検
診学会専門医

第三内科　講師

第4回北海道厚生農業協同組合連
合会臨床研修指導医ワーク
ショップ受講、日本内科学会総
合内科専門医・指導医、日本血
液学会血液専門医・指導医、日
本臨床腫瘍学会がん薬物療法専
門医、日本臨床腫瘍学会指導
医、日本がん治療認定医機構が
ん治療認定医・暫定教育医、日
本輸血・細胞治療学会認定医、
日本造血細胞移植学会造血細胞
移植認定医、細胞治療認定管理
師

第三内科　講師

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本ヘリコバ
クター学会ピロリ菌専門医、日
本がん治療認定医機構がん治療
認定医、日本臨床腫瘍学会がん
薬物療法専門医、日本消化管学
会胃腸科専門医、臨床遺伝専門
医、日本肝臓学会肝臓専門医、
日本内科学会総合内科専門医、
日本家族性腫瘍学会家族性腫瘍
カウンセラー、日本カプセル内
視鏡
第13回 国際医療福祉大学・高邦
会グループ臨床研修指導医養成
ワークショップ
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（№　4　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科
（必修・自由）

長谷部　拓夢 旭川医科大学病院 12 ×

内科
（必修・自由）

山本　昌代 旭川医科大学病院 12 ×

内科
（必修・自由）

高橋　慶太朗 旭川医科大学病院 11 ×

内科
（必修・自由）

久野木　健二 旭川医科大学病院 10 ×

内科
（必修・自由）

佐々木　貴弘 旭川医科大学病院 10 ×

内科
（必修・自由）

林　秀美 旭川医科大学病院 10 ×

精神科
（選択・自由）

田村　義之 旭川医科大学 23 ○ ２、４

精神科
（選択・自由）

高崎　英気 旭川医科大学病院 19 ○ ４

精神科
（選択・自由）

吉澤　門土 旭川医科大学 12 ×

精神科
（選択・自由）

吉原　慎佑 旭川医科大学病院 10 ×

精神科
（選択・自由）

安田　麻美 旭川医科大学 8 ×

小児科
（選択・自由）

東　　寛 旭川医科大学病院 40 × ３

小児科
（選択・自由）

長屋　建 旭川医科大学病院 25 ○ ４

小児科
（選択・自由）

高橋　悟 旭川医科大学病院 29 ○ １、４

小児科
（選択・自由）

棚橋　祐典 旭川医科大学病院 29 ○ ４

小児科
（選択・自由）

岡本　年男 旭川医科大学病院 22 ○ ２、４

小児科
（選択・自由）

鈴木　滋 旭川医科大学病院 17 ×

小児科
（選択・自由）

更科　岳大 旭川医科大学病院 17 ×

小児科
（選択・自由）

長森　恒久 旭川医科大学病院 18 ×

小児科
（選択・自由）

中右　弘一 旭川医科大学病院 19 ×

小児科
（選択・自由）

二井　光麿 旭川医科大学病院 14 ×

小児科
（選択・自由）

岡　秀治 旭川医科大学病院 11 ×

外科
（選択・自由）

東　信良 旭川医科大学病院 35 ○ ４

小児科　助教 日本小児科学会専門医

外科（血管・呼吸・腫瘍）
教授

心臓血管外科専門医・修練指導
医、胸部外科専門医、脈管専門
医、外科専門医
第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

小児科　助教
日本小児科学会専門医、感染症
学会専門医

小児科　助教
日本小児科学会専門医、日本小
児循環器専門医

周産母子ｾﾝﾀｰ　助教
日本小児科学会専門医、周産期
専門医（新生児）

周産母子ｾﾝﾀｰ　講師（学
内）

日本小児科学会専門医、日本周
産期新生児医学界周産期（新生
児）専門医
第11回 小児科医のための臨床研
修指導医講習会受講

小児科　助教
日本小児科学会専門医、日本糖
尿病学会専門医、内分泌代謝科
（小児科）専門医

小児科　助教
日本小児科学会専門医、日本血
液学会専門医、小児血液・がん
専門医

周産母子ｾﾝﾀｰ　准教授

日本小児科学会専門医、日本周
産期新生児医学界周産期（新生
児）専門医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

小児科　講師

日本小児科学会小児専門医、日
本小児神経学会専門医、てんか
ん専門医
第2回 小児科医のための臨床研
修指導医講習会
令和元年度プログラム責任者養
成講習会受講

小児科　講師

日本小児科学会小児専門医、日
本内分泌代謝科（小児科）専門
医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

精神科神経科　助教
精神保健指定医、日本精神神経
学会専門医

精神医学講座　助教 精神保健指定医

小児科　特命教授
日本小児科学会専門医、日本輸
血・細胞治療学会認定医

精神医学講座　准教授
日本精神神経学会指導医、精神
保健指導医、日本睡眠学会睡眠

精神科神経科　助教
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ

精神医学講座　助教
精神保健指定医、日本精神神経
学会専門医・指導医、総合病院

第三内科　医員
日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医

第三内科　医員
日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内
視鏡専門医

第三内科　医員
日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本肝臓学会
専門医

第三内科　医員

日本内科学会認定医・総合内科
専門医、日本消化器病学会専門
医、日本肝臓学会専門医
第8回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

第三内科　医員
日本内科学会総合内科専門医・
認定医、血液専門医、がん薬物
療法専門医

光学医療診療部　医員

日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、日本
消化管学会胃腸科専門医・指導
医、日本食道学会食道科認定
医、日本ヘリコバクター学会H.
pylori（ピロリ菌）感染症認定
医
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（№　5　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科
（選択・自由）

内田　恒 旭川医科大学病院 33 ○ ※客員

外科
（選択・自由）

平澤　雅敏 旭川医科大学病院 29 ○ ４

外科
（選択・自由）

古屋　敦宏 旭川医科大学病院 28 ○ ４

外科
（選択・自由）

齋藤　幸裕 旭川医科大学病院 25 ○ ４

外科
（選択・自由）

菊地　信介 旭川医科大学病院 11 ○ ４

外科
（選択・自由）

内田　大貴 旭川医科大学病院 18 ○ ２、４

外科
（選択・自由）

宮城　久之 旭川医科大学病院 17 ○ ４

外科
（選択・自由）

多田　裕樹 製鉄記念室蘭病院 9 ○ ４

外科
（選択・自由）

吉田　有里 旭川医科大学病院 10 ○ ４

外科
（選択・自由）

石井　大介 旭川医科大学病院 8 ○ ４

外科
（選択・自由）

紙谷　寛之 旭川医科大学病院 24 ○ ４

外科
（選択・自由）

木村　文昭 旭川医科大学病院 18 × ※客員

外科
（選択・自由）

石川　成津矢 旭川医科大学病院 23 ×

外科
（選択・自由）

角　泰雄 旭川医科大学 26 ○ ４

外科
（選択・自由）

長谷川　公治 旭川医科大学病院 23 ○ ４

外科
（選択・自由）

谷　誓良 旭川医科大学病院 14 ×

外科
（選択・自由）

庄中　達也 旭川医科大学病院 20 ○ ４

外科
（選択・自由）

松下　和香子 旭川医科大学 10 ×

外科
（選択・自由）

大谷　将秀 旭川医科大学病院 9 ○ ※救急科

外科
（選択・自由）

古川　博之 旭川医科大学病院 39 ○ ４

外科
（選択・自由）

今井　浩二 旭川医科大学病院 20 ○ ４

外科
（選択・自由）

松野　直徒 旭川医科大学病院 33 × ２

外科
（選択・自由）

萩原　正弘 旭川医科大学病院 17 ○ ４

外科
（選択・自由）

髙橋　裕之 旭川医科大学病院 14 ○ ４

外科　助教

日本外科学会専門医、救急医学
会専門医、日本消化器病学会専
門医
第6回 北海道厚生農業協同組合
連合会臨床研修指導医ワーク
ショップ受講

外科　助教

外科専門医
第7回 北海道厚生農業協同組合
連合会臨床研修指導医ワーク
ショップ受講

外科　教授

日本外科学会認定指導医、
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科　助教

日本外科学会専門医、日本消化
器病専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科　講師
日本館機能学会専門医、日本外
科学会指導医、指導医講習会受
講予定

外科　助教
日本外科学会専門医、日本消化
器外科学会専門医

移植医工学治療開発講座
特任助教

救急科　診療助教
令和元年度指導医のための教育
ワークショップ受講

外科　教授
第3回 神戸大学医師臨床研修指
導医講習会受講

外科　講師

外科専門医、消化器病専門医、
がん治療認定医
第6回旭川医科大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

外科　助教 日本外科学会専門医

外科（心臓）　教授

日本外科学会認定医、日本外科
学会指導医、心臓血管外科専門
医、心臓血管外科専門医指導医
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

客員助教
外科専門医、 心臓血管外科専門
医

外科（心臓）　助教
外科専門医、 心臓血管外科専門
医

外科（血管・呼吸・腫瘍）
医員

日本外科学会外科専門医
平成29年度指導医のための教育
ワークショップ受講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
医員

第10回　旭川医科大学病院指導
医のための教育ワークショップ
受講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
医員

第10回　旭川医科大学病院指導
医のための教育ワークショップ
受講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
助教

外科専門医、心臓血管外科専門
医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
助教

外科専門医、心臓血管外科専門
医、脈管専門医
平成28年度指導医のための教育
ワークショップ受講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
講師(学内)

第12回 北海道大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
助教

外科専門医
第8回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
講師

外科専門医、消化器外科専門
医、消化器病専門医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
講師

第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

外科（血管・呼吸・腫瘍）
客員准教授

心臓血管外科専門医、外科専門
医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科
（選択・自由）

横尾　秀樹 旭川医科大学 27 ×

整形外科
(救急・自由)

松野　丈夫 旭川医科大学病院 48 ×

整形外科
(救急・自由)

伊藤　浩 旭川医科大学病院 32 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

熱田　裕司 旭川医科大学病院 39 ×

整形外科
(救急・自由)

阿部　里見 旭川医科大学病院 21 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

神保　静夫 旭川医科大学病院 22 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

能地　仁 旭川医科大学病院 27 ○ ※客員

整形外科
(救急・自由)

丹代　晋 旭川医科大学病院 23 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

柴田　宏明 旭川医科大学病院 13 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

入江　徹 旭川医科大学病院 26 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

妹尾　一誠 旭川医科大学病院 19 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

佐々木　祐介 旭川医科大学病院 17 ○ ４

整形外科
(救急・自由)

西田　恭博 旭川医科大学病院 17 ○ ４

皮膚科
（自由）

山本　明美 旭川医科大学病院 35 ○ １、４

皮膚科
（自由）

菅野　恭子 旭川医科大学病院 19 ×

皮膚科
（自由）

岸部　麻里 旭川医科大学病院 20 ○ ４

皮膚科
（自由）

土井　春樹 旭川医科大学病院 14 ×

皮膚科
（自由）

藤井　瑞恵 旭川医科大学病院 12 ×

皮膚科
（自由）

林　　圭 旭川医科大学病院 8 ×

皮膚科
（自由）

井川　哲子 旭川医科大学病院 11 ○ ４

泌尿器科
（自由）

柿崎　秀宏 旭川医科大学病院 37 ○ ４

泌尿器科
（自由）

北　雅史 旭川医科大学病院 21 ○ ４

泌尿器科
（自由）

玉木　岳 旭川医科大学病院 20 ○ ４

泌尿器科
（自由）

堀　淳一 旭川医科大学病院 19 ○ ４

泌尿器科
（自由）

和田　直樹 旭川医科大学病院 19 ○ ４

腎泌尿器外科　講師

日本泌尿器科学会認定泌尿器科
指導医・専門医、内視鏡外科学
会技術認定医、日本がん治療認
定医、緩和ケア研修会
第8回 北海道プライマリ・ケア
ネットワーク指導医講習会受講

腎泌尿器外科　助教

日本泌尿器科学会認定泌尿器科
指導医・専門医
平成24年度指導医のための教育
ワークショップ受講

腎泌尿器外科　講師

日本泌尿器科学会指導医・専門
医
第8回 北海道プライマリ・ケア
ネットワーク指導医講習会受講

皮膚科　講師

皮膚科専門医
第10回　旭川医科大学病院指導
医のための教育ワークショップ
受講

腎泌尿器外科　教授

日本泌尿器科学会認定泌尿器科
指導医・専門医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

腎泌尿器外科　講師

日本泌尿器科学会認定泌尿器科
指導医・専門医
平成23年度指導医のための教育
ワークショップ受講

皮膚科　助教 皮膚科専門医

皮膚科　助教 皮膚科専門医

皮膚科　助教 皮膚科専門医

皮膚科　教授

皮膚科専門医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講
H28年度プログラム責任者養成講
習会受講

皮膚科　助教 皮膚科専門医

皮膚科　講師

皮膚科専門医
第8回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　講師
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　助教
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　助教
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　講師
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　医員
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　講師（学内）
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　学内講師

日本整形外科学会専門医、障害
者スポーツ医
第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　学内講師

脊椎脊髄病医、日本整形外科学
会専門医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　客員准教授

日本整形外科学会専門医、ス
ポーツ医、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医
第10回 北海道大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

理事 日本整形外科学会専門医

整形外科　教授

日本整形外科学会専門医
第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

整形外科　客員教授
日本整形外科学会専門医、脊椎
脊髄病医

外科学講座　准教授
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（№　7　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

泌尿器科
（自由）

渡邊　成樹 旭川医科大学病院 16 ○ ４

眼科
（自由）

吉田　晃敏 旭川医科大学病院 40 ×

眼科
（自由）

廣川　博之 旭川医科大学病院 39 ×

眼科
（自由）

石子　智士 旭川医科大学病院 31 ○ ４

眼科
（自由）

木ノ内　玲子 旭川医科大学病院 29 ○ ４

眼科
（自由）

柳　靖雄 旭川医科大学病院 25 ×

眼科
（自由）

西川　典子 旭川医科大学病院 20 ×

眼科
（自由）

中林　征吾 旭川医科大学病院 14 ×

眼科
（自由）

石居　信人 旭川医科大学病院 14 ×

眼科
（自由）

大野　晋治 旭川医科大学病院 12 ×

眼科
（自由）

善岡　尊文 旭川医科大学病院 12 ×

眼科
（自由）

神谷　隆行 旭川医科大学病院 11 ×

眼科
（自由）

下内　昭人 旭川医科大学病院 10 ×

眼科
（自由）

宋　勇錫 旭川医科大学病院 9 ×

眼科
（自由）

大前　恒明 旭川医科大学病院 14 ×

眼科
（自由）

川口　ゆりや 旭川医科大学病院 9 ×

眼科
（自由）

宇都宮　嗣了 旭川医科大学病院 10 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

原渕　保明 旭川医科大学病院 38 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

林　達哉 旭川医科大学病院 34 ○ ４

耳鼻咽喉科
（自由）

片田　彰博 旭川医科大学病院 27 ○ ４

耳鼻咽喉科
（自由）

高原　幹 旭川医科大学病院 26 ○ ４

耳鼻咽喉科
（自由）

岸部　幹 旭川医科大学病院 23 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

熊井　琢美 旭川医科大学病院 12 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

山木　英聖 旭川医科大学病院 10 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

寒風澤　知明 旭川医科大学病院 9 ×

耳鼻咽喉科
（自由）

野崎　結 旭川医科大学病院 10 ×

産婦人科
（選択・自

由）
片山　英人 旭川医科大学病院 28 ○ ４

産婦人科
（選択・自

由）
加藤　育民 旭川医科大学病院 28 ×

産婦人科
（選択・自

由）
宮本　敏伸 旭川医科大学病院 27 ×

産婦人科
（選択・自由）

市川　英俊 旭川医科大学病院 21 ×

産婦人科
（選択・自由）

横浜　祐子 旭川医科大学病院 22 ×

産婦人科
（選択・自由）

吉澤　明希子 旭川医科大学病院 15 ×

産婦人科
（選択・自由）

高橋　知昭 旭川医科大学病院 26 ○ ２、４

産科婦人科　病院助教 日本産婦人科学会専門医

周産母子センター　助教 日本産婦人科学会専門医

産科婦人科　助教
日本産婦人科学会専門医
平成20年度指導医のための教育
ワークショップ受講

周産母子センター　講師 日本産婦人科学会専門医

産科婦人科　講師 日本産婦人科学会専門医

産科婦人科　助教 日本産婦人科学会専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医

産科婦人科　講師

日本産婦人科学会専門医
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
講師

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
特任助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
准教授

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日
本頭頸部外科学会頭頸部がん専
門医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
講師

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日
本気管食道科学会認定医、日本
頭頸部外科学会頭頸部がん専門
医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
講師

日本耳鼻咽喉科学会専門医
第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

眼科　医員 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
教授

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日
本アレルギー学会認定医

眼科　助教 眼科専門医

眼科　講師 眼科専門医

眼科　講師 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

眼科　講師（学内） 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

眼科　助教 眼科専門医

医工連携総研講座　教授

眼科指導医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

医工連携総研講座　特任准
教授

眼科指導医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

眼科　教授 眼科専門医

腎泌尿器外科　助教

日本泌尿器学会指導医・専門医
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

学長 眼科指導医

経営企画部　教授 眼科専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

産婦人科
（選択・自由）

寳田　健平 旭川医科大学病院 14 ×

産婦人科
（選択・自由）

金井　麻子 旭川医科大学病院 17 ○ ４

産婦人科
（選択・自由）

水無瀬　学 旭川医科大学病院 11 ○ ４

産婦人科
（選択・自由）

中西　研太郎 旭川医科大学病院 11 ×

産婦人科
（選択・自由）

板橋　彩 旭川医科大学病院 10 ×

放射線治療学
(救急・自由)

中島　香織 旭川医科大学病院 26 ×

核医学
(救急・自由)

沖崎　貴琢 旭川医科大学病院 22 ○ ４

放射線治療学
(救急・自由)

山品　将祥 旭川医科大学病院 18 ×

放射線診断学
(救急・自由)

渡邊　尚史 旭川医科大学病院 17 ○ ４

放射線診断学
(救急・自由)

八巻　利弘 旭川医科大学病院 20 ○ ４

核医学
(救急・自由)

中山　理寛 旭川医科大学病院 16 ×

放射線診断学
(救急・自由)

藤本　弥臣 旭川医科大学病院 13 ×

放射線診断学
(救急・自由)

石戸谷　俊太 旭川医科大学病院 13 ×

放射線診断学
(救急・自由)

高林　江里子 旭川医科大学病院 15 ×

放射線治療学
(救急・自由)

青木　友希 旭川医科大学病院 9 ×

放射線診断学
(救急・自由)

富田　唯 旭川医科大学病院 8 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

岩崎　寛 旭川医科大学病院 45 ○ ※名誉教授

麻酔科
（救急・選
択・自由）

笹川　智貴 旭川医科大学病院 19 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

黒澤　温 旭川医科大学病院 18 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

神田　浩嗣 旭川医科大学病院 17 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

遠山　裕樹 旭川医科大学病院 16 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

神田　恵 旭川医科大学病院 16 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

高橋　桂哉 旭川医科大学病院 15 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

飯田　高史 旭川医科大学病院 15 ○ ４

麻酔科蘇生科
講師

麻酔科専門医・指導医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
学内講師

麻酔科専門医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
学内講師

麻酔科専門医・指導医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

手術部
准教授

麻酔科専門医・指導医
第3回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
准教授

麻酔科専門医・指導医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
講師

麻酔科専門医・指導医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

放射線科　助教 日本医学放射線学会専門医

麻酔科蘇生科
名誉教授

麻酔科専門医・指導医、ペイン
クリニック認定医
第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
准教授

麻酔科専門医・指導医
第3回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

放射線科　助教
日本医学放射線学会放射線診断
専門医、日本核医学会医学専門
医

放射線科　助教
日本医学放射線学会放射線診断
専門医

放射線部　助教
日本医学放射線学会・日本放射
線腫瘍学会治療専門医

放射線科　助教

放射線診断専門医、IVR専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

放射線科　講師

日本医学放射線学会診断専門
医、核医学専門医、PET核医学認
定医、日本医学放射線学会研修
指導者、第１種放射線取扱主任
者

放射線部　助教
日本医学放射線学会放射線診断
専門医

放射線科　教授

放射線診断専門医、日本核医学
認定医、第一種放射線取扱主任
者、PET核医学認定医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

放射線科　講師 放射線治療専門医

放射線科　助教

放射線診断専門医
第3回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

産科婦人科　助教 日本産婦人科学会専門医

産科婦人科　助教 日本産婦人科学会専門医

放射線科　講師
放射線治療専門医、放射線腫瘍
学会認定医、第一種放射線取扱
主任者

産科婦人科　助教 日本産婦人科学会専門医

産科婦人科　助教

日本産婦人科学会専門医
第４回北海道厚生農業協同組合
連合会臨床研修指導医ワーク
ショップ受講

産科婦人科　助教
日本産婦人科学会専門医
第149回臨床研修指導医講習会受
講
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科
（救急・選
択・自由）

小野寺　美子 旭川医科大学病院 14 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

菅原　亜美 旭川医科大学病院 13 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

佐古　澄子 旭川医科大学病院 12 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

林　健太郎 旭川医科大学病院 13 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

鷹架　健一 旭川医科大学病院 11 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

久良木ルーテ彩来 旭川医科大学病院 9 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

鷹架　博之 旭川医科大学病院 8 ○ ４

麻酔科
（救急・選
択・自由）

平川　啓 旭川医科大学病院 11 ×

麻酔科
（救急・選
択・自由）

矢野　喜一 旭川医科大学病院 9 ×

脳神経外科
（救急・選
択・自由）

安栄　良悟 旭川医科大学病院 25 ○ ４

脳神経外科
（救急・選
択・自由）

和田　始 旭川医科大学病院 29 ○  ４

脳神経外科
（救急・選
択・自由）

広島　覚 旭川医科大学病院 20 ○ ４

脳神経外科
（救急・選
択・自由）

齋藤　仁十 旭川医科大学病院 17 ×

脳神経外科
（救急・選
択・自由）

上森　元気 旭川医科大学病院 12 ○ ４

救急
（救急・自由）

藤田　智 旭川医科大学病院 39 ○ ４

救急
（救急・自由）

小北　直宏 旭川医科大学病院 34 ○ ４

救急
（救急・自由）

岡田　基 旭川医科大学病院 28 ○ ２、４

救急
（救急・自由）

中嶋　駿介 旭川医科大学病院 12 ○ ４

救急
（救急・自由）

高氏　修平 旭川医科大学病院 20 ○ ４

救急
（救急・自由）

丹保　亜希仁 旭川医科大学病院 17 ○ ２、４

救急
（救急・自由）

川田　大輔 旭川医科大学病院 18 ○ ４

救急科
助教

消化器内視鏡学会専門医・消化
器病学会専門医、救急専門医・
総合内科専門医・呼吸療法専門
医、集中治療専門医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

集中治療部
講師

麻酔科指導医・救急科専門医・
集中治療専門医、日本急性血液
浄化指導医・日本蘇生学会指導
医
第6回 旭川医科大学指導医のた
めのワークショップ受講

救急科
助教

救急科専門医
第9回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

集中治療部
准教授

麻酔科専門医、麻酔科指導医、
ICU専門医、救急専門医
第5回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

救急科
准教授

救急科専門医、内科専門医、循
環器専門医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

救急科
助教

第8回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

脳神経外科
助教

脳神経外科専門医、脳卒中専門
医、血管内治療専門医

脳神経外科
助教

第7回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

救急科
教授

麻酔指導医、救急専門医、集中
治療専門医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

脳神経外科
講師

脳神経外科専門医
第2回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

脳神経外科
助教

脳神経外科専門医、脳卒中専門
医、血管内治療学会指導医
第3回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

脳神経外科
助教

脳神経外科専門医
第4回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医・指導医

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医・指導医

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医

手術部
講師

麻酔科専門医・指導医

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医
第10回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

麻酔科蘇生科
助教

麻酔科専門医・指導医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

救急
（救急・自由）

小林　厚志 旭川医科大学病院 21 ○ ４

救急
（救急・自由）

石橋　佳 旭川医科大学病院 11 ○ ４

救急
（救急・自由）

堀越　佑一 旭川医科大学病院 11 ×

救急
（救急・自由）

川口　哲 旭川医科大学病院 10 ×

救急
（救急・自由）

井尻えり子 旭川医科大学病院 10 × ※留学中

救急
（救急・自由）

衛藤　由佳 旭川医科大学病院 9 ×

救急
（救急・自由）

吉田　有里 旭川医科大学病院 10 ○ ※第一外科

救急
（救急・自由）

大谷　将秀 旭川医科大学病院 9 ○ ４

救急
（救急・自由）

黒嶋　健起 旭川医科大学病院 8 ×

救急
（救急・自由）

佐藤　剛 旭川医科大学病院 12 ×

リハビリ
（自由）

大田　哲生 旭川医科大学病院 29 ○ ４

リハビリ
（自由）

及川　欧 旭川医科大学病院 25 ○ ４

リハビリ
（自由）

遠藤　寿子 旭川医科大学病院 13 ○ ４

内科
（必修・自由）

奥村　利勝 旭川医科大学病院 34 ○ ※第三内科

検査
（自由）

藤井　聡 旭川医科大学病院 38 ○ ４

検査
（自由）

赤坂　和美 旭川医科大学病院 30 ○ ４

検査
（自由）

斉藤　江里香 旭川医科大学病院 16 ×

病理
（自由）

武井　英博 旭川医科大学病院 28 ×

臨床検査・輸血部
講師

日本内科学会専門医、循環器専
門医、超音波専門医・指導医、
脈管専門医、日本臨床検査専門
医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

臨床検査医学講座
教育センター　助教

病理診断科長
教授

指導医講習会受講予定、病理学
会専門医、臨床細胞学会専門
医、内科専門医、保険医、呼吸
器内科専門医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
助教

第11回 新潟医師臨床研修指導医
講習会受講

総合診療部長
第三内科　教授

日本内科学会認定医・指導医、
日本糖尿病学会専門医、日本消
化器病学会指導医、日本プライ
マリーケア学会指導医
日本医師会 指導医のための教育
ワークショップ受講

臨床検査・輸血部
教授

内科認定医、循環器専門医、高
血圧専門医、動脈硬化専門医
第13回 北海道大学病院指導医の
ための教育ワークショップ受講

救急科
助教

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
教授

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門医
第5回 慶応義塾大学医学部臨床
研修指導医養成のための研修会
受講

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
助教

第3回 指導医のための教育ワー
クショップ受講

救急科（兼）
助教

第10回　旭川医科大学病院指導
医のための教育ワークショップ
受講

救急科
助教

令和元年度指導医講習会「指導
医のための教育ワークショッ
プ」受講

救急科
助教

救急科
助教

救急科
助教

集中治療部　助教

救急医学講座
講師

日本内科学会総合内科専門医・
認定医、日本リウマチ学会専門
医・指導医、日本消化器病学会
専門医、日本内分泌学会専門
医、日本救急医学会救急科専門
医
第6回　旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

救急科
助教

外科専門医、乳腺専門医
北海道医師会指導医のための教
育ワークショップ受講
（2017/2/11～12）

救急科
助教
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（№　11　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

病理
（自由）

谷野　美智枝 旭川医科大学病院 27 ×

病理
（自由）

湯澤　明夏 旭川医科大学病院 8 ×

外科
（選択・自由）

北田　正博 旭川医科大学病院 33 ○ ２、４

内科
（必修・自由）

佐々木　高明 旭川医科大学病院 19 ○ ４

内科
（必修・自由）

奥村　俊介 旭川医科大学病院 14 ×

内科
（必修・自由）

南　幸範 旭川医科大学病院 9 ×

内科
（必修・自由）

吉田　遼平 旭川医科大学病院 9 ×

外科
（選択・自由）

岡崎　智 旭川医科大学病院 9 ×

内科
（必修・自由）

風林　佳大 旭川医科大学病院 11 ×

内科
（必修・自由）

平井　理子 旭川医科大学病院 11 ×

緩和ケア
（自由）

阿部　泰之 旭川医科大学病院 19 ×

- 本間　大 旭川医科大学病院 23 ○ ※臨床指導業務無

- 蒔田　芳男
遺伝子診療カウンセリン

グ室
32 ○ ※臨床指導業務無

- 野津　司 旭川医科大学 31 ○ ※臨床指導業務無

精神科 直江　寿一郎 旭川圭泉会病院 42 ○ ３、４

精神科 猪俣　光孝 旭川圭泉会病院 40 ○ ４

精神科 直江　綾子 旭川圭泉会病院 39 ○ ４

精神科 田端　一基 旭川圭泉会病院 23 ○ ４

精神科 森川　文淑 旭川圭泉会病院 16 ○ ４

精神科 飯田　愛弓 旭川圭泉会病院 11 ○ ４

精神科 鈴木　太郎 旭川圭泉会病院 21 ○ ４

選択（皮膚
科）

橋本　喜夫 旭川厚生病院 37 ○ ３、４

内科（血液・
腫瘍内科）

佐藤　一也 旭川厚生病院 28 ○ ４

救急・選択
（麻酔科）

菊地　信明 旭川厚生病院 32 ○ ４

選択（病理診
断科）（ＣＰ

Ｃ）
佐藤　啓介 旭川厚生病院 31 ○ ４

理事長・院長
精神保健指定医、社団法人日本精神
科病院協会臨床研修指導医養成研修
受講

主任部長

第10回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、平
成30年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会、
日本病理学会専門医、日本病理学会
専門医研修指導医、日本臨床細胞学
会細胞診専門医、死体解剖資格認定

診療部長（兼）臨床研修、ｾ
ﾝﾀｰ長（兼）、主任部長

第2回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
皮膚科学会専門医、日本東洋医学会
認定専門医、日本東洋医学学会認定
指導医

主任部長

第5回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、平成
26年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会、日
本内科学会総合内科専門医、日本血
液学会専門医、日本臨床腫瘍学会指
導医、日本がん治療認定医機構認定

診療部長（兼）、主任部長
第1回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
麻酔科学会指導医

診療副部長
北海道地区精神科七者懇臨床研修指
導医講習会受講

診療副部長
精神保健指定医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

医長
精神保健指定医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

副院長
精神保健指定医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

副院長
精神保健指定医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

診療部長
精神保健指定医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

教育センター
教授

日本小児科学会認定医、日本人
類遺伝学会・日本遺伝カウンセ
リング学会臨床遺伝指導医
第1回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ

教育センター
地域医療教育学講座
教授

第6回 北海道プライマリ・ケア
ネットワーク指導医講習会

地域医療再生フロンティア
研究室　特任助教

日本内科学会認定医、呼吸器専
門医

緩和ケア診療部
副部長

緩和医療専門医

国際医療支援センター　教
授

皮膚科専門医
第3回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

呼吸器センター
助教

日本内科学会認定医

呼吸器センター
助教

日本乳がん検診制度管理中央機
構マンモグラフィ読影進呈医

感染制御部　助教 日本内科学会認定医

呼吸器センター
講師（学内）

内科認定医、日本呼吸器学会呼
吸器専門医
第6回 旭川医科大学病院指導医
のための教育ワークショップ受
講

教育研究推進ｾﾝﾀｰ
講師（学内）

内科認定医、呼吸器専門医

呼吸器センター
講師（学内）

日本内科学会認定医、呼吸器専
門医

病理部長
教授

指導医講習会受講予定、日本病
理学会専門医、病理専門医研修
指導医、日本臨床細胞学会専門
医、日本臨床検査医学会専門医

病理部　講師
病理専門医、細胞診専門医、神
経病理専門医

呼吸器センター
乳腺疾患センター長
准教授

外科指導医、消化器外科指導
医、呼吸器外科指導医、乳腺外
科専門医、胸部外科指導医、乳
腺指導医
平成21年度指導医のための教育
ワークショップ受講
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（№　12　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科（循環器
科）

貴田岡　享 旭川厚生病院 26 ○ ４

救急・選択
（整形外科）

川口　哲 旭川厚生病院 32 ○ ４

内科（血液・
腫瘍内科）

稲村　純季 旭川厚生病院 20 ○ ４

内科（血液・
腫瘍内科）

塚田　和佳 旭川厚生病院 8 ×

内科（代謝・
内分泌内科）

三浦　貴徳 旭川厚生病院 30 ○ ４

内科（代謝・
内分泌内科）

本間　玲子 旭川厚生病院 31 ○ ４

内科（代謝・
内分泌内科）

飯田　高久 旭川厚生病院 28 ○ ４

内科（呼吸器
科）

秋葉　裕二 旭川厚生病院 35 ○ ４

内科（呼吸器
科）

西垣　豊 旭川厚生病院 31 ○ ４

内科（呼吸器
科）

遠藤　哲史 旭川厚生病院 13 ○ ４

内科（呼吸器
科）

辻榮　克也 旭川厚生病院 11 ×

内科（消化器
科）

後藤　充 旭川厚生病院 23 ○ ４

内科（消化器
科）

斎藤　義徳 旭川厚生病院 34 ○ ４

内科（消化器
科）

佐藤　智信 旭川厚生病院 23 ×

内科（消化器
科）

藤永　明裕 旭川厚生病院 15 ×

内科（消化器
科）

河本　徹 旭川厚生病院 14 ×

内科（消化器
科）

田中　一之 旭川厚生病院 11 ×

内科（消化器
科）

岡田　哲弘 旭川厚生病院 10 ×

内科（消化器
科）

本田　宗也 旭川厚生病院 7 ×

内科（循環器
科）

小川　裕二 旭川厚生病院 36 ○ ４

内科（循環器
科）

鈴木　孝英 旭川厚生病院 19 ×

内科（循環器
科）

浅野目　晃 旭川厚生病院 14 ○ ４

内科（循環器
科）

平井　俊浩 旭川厚生病院 12 ○ ４

内科（循環器
科）

柴山　佳一郎 旭川厚生病院 11 ×

小児科・救急 白井　勝 旭川厚生病院 33 ○ ４

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医

診療部長（兼）周産期母
子、医療ｾﾝﾀｰ、統括部長
（兼）、主任部長

第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本小児科学会専門医、日本周産期新
生児医学会周産期新生児専門医暫定
指導医、新生児蘇生法「専門」ｺｰｽｲﾝ
ｽﾄﾗｸﾀｰ、日本小児科学会指導医

部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰ
ﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医、日本慢性完
全閉塞ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ専門家会議 認定術
者

医長

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会総合内科専門医、日本循環
器学会専門医、日本内科学会JMECCｲﾝ
ｽﾄﾗｸﾀｰ、日本救急医学会ICLSﾃﾞｨﾚｸ
ﾀｰ、ICD/CRT研修修了者

医長

第10回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本内科学会総合内科専門医、日本心
血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医、日
本循環器学会専門医

医長
日本内科学会総合内科専門医、緩和ｹ
ｱ研修修了者

医長 日本内科学会認定内科医

副院長（兼）、心臓血管ｶﾃｰ
ﾃﾙ、治療ｾﾝﾀｰ長

第2回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
循環器学会専門医、日本内科学会認
定内科医、日本高血圧学会特別正会
員、日本高血圧学会専門医指導医

医長
日本内科学会認定内科医、緩和ｹｱ研
修修了者

医長

日本内科学会認定内科医、日本がん
治療認定医機構認定医、日本消化器
内視鏡学会専門医、日本胆道学会認
定指導医、緩和ｹｱ研修修了者

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、緩和ｹｱ研修修了者

診療部長

第4回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本内科学会認定
医、緩和ｹｱ研修修了者

主任部長

第1回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会認定医、日本内科学会認定
内科医、日本肝臓学会専門医、緩和ｹ
ｱ研修修了者

主任部長

日本消化器内視鏡学会指導医、日本
消化管学会胃腸科指導医、日本消化
器がん検診学会指導医、日本ｶﾌﾟｾﾙ内
視鏡学会認定医、日本医師会認定産
業医、日本医師会認定健康ｽﾎﾟｰﾂ医、

主任部長

第7回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会認定内科医、日本呼吸器学
会専門医、日本臨床腫瘍学会暫定指
導医、緩和ｹｱ研修修了者

医長

第9回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会総合内科専門医、日本呼吸
器内視鏡学会気管支鏡専門医、日本
呼吸器学会専門医、緩和ｹｱ研修修了
者

医長
日本内科学会認定内科医、緩和ｹｱ研
修修了者

主任部長

第7回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会総合内科専門医、日本糖尿
病学会専門医、日本糖尿病学会研修
指導医、日本糖尿病協会登録医、緩
和ｹｱ研修修了者

部長

臨床研修指導医講習会、日本内科学
会総合内科専門医、日本ﾘｳﾏﾁ財団登
録医、日本ﾘｳﾏﾁ学会指導医、緩和ｹｱ
研修修了者

副院長（兼）、健診ｾﾝﾀｰ長

第1回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
呼吸器学会指導医、日本内科学会認
定医、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾄﾞｸﾀｰ、日本
呼吸器学会専門医、緩和ｹｱ研修修了
者

部長

旭川医科大学指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会総合内科専門
医、日本血液学会専門医、日本消化
器病学会専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、日本血液学

医長
日本内科学会認定内科医、日本血液
学会専門医

主任部長
第3回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会総合内科専門医、日本ﾘｳﾏﾁ
財団登録医、日本ﾘｳﾏﾁ学会指導医

主任部長

第8回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
循環器学会専門医、日本内科学会認
定医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会専門医

主任部長

第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本整形外科学会専門医、日本整形外
科学会認定脊椎脊髄病医、日本脊椎
脊髄病学会指導医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

小児科・救急 佐藤　敬 旭川厚生病院 29 ○ ４

小児科・救急 竹田津　原野 旭川厚生病院 29 ○ ４

小児科・救急 真鍋　博美 旭川厚生病院 24 ○ ４

小児科・救急 野原　史勝 旭川厚生病院 19 ×

小児科・救急 土田　悦司 旭川厚生病院 18 ×

小児科・救急 高橋　弘典 旭川厚生病院 18 ×

小児科・救急 佐藤　雅之 旭川厚生病院 11 ×

小児科・救急 高橋　健太 旭川厚生病院 8 ×

小児科・救急 山木　ゆかり 旭川厚生病院 7 ×

小児科・救急 沖　潤一 旭川厚生病院 41 ○ ４

外科・救急、
選択（乳腺外

科）
赤羽　弘充 旭川厚生病院 33 ○ ４

外科・救急 栁田　尚之 旭川厚生病院 31 ○ ４

外科・救急 芝木　泰一郎 旭川厚生病院 28 ○ ４

外科・救急 腰塚　靖之 旭川厚生病院 18 ○ ４

外科・救急 大野　陽介 旭川厚生病院 14 ○ ４

外科・救急 深作　慶友 旭川厚生病院 13 ○ ４

外科・救急、
選択（乳腺外

科）
池上　淳 旭川厚生病院 34 ○ ４

救急・選択
（整形外科）

堀籠　圭子 旭川厚生病院 28 ○ ４

救急・選択
（整形外科）

八島　英基 旭川厚生病院 28 ○ ４

救急・選択
（整形外科）

花香　恵 旭川厚生病院 12 ×

産婦人科 光部　兼六郎 旭川厚生病院 28 ○ ４

産婦人科 吉田　俊明 旭川厚生病院 33 ○ ４

産婦人科 小田切　哲二 旭川厚生病院 20 ○ ４

産婦人科 飯沼　洋一郎 旭川厚生病院 15 ○ ４

産婦人科 野﨑　綾子 旭川厚生病院 13 ×

部長

第11回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本産科婦人科学会専門医、日本産科
婦人科内視鏡学会技術認定医、日本
婦人科腫瘍学会専門医、ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ
Certificate of console surgeon 取

医長

第8回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
産科婦人科学会専門医、ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ
Certificate of console surgeon 取
得

医長
日本産科婦人科学会専門医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、
緩和ｹｱ研修修了者

医長
日本整形外科学会専門医、日本骨粗
鬆症学会認定医

副院長（兼）、主任部長

第3回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本産科婦人科
学会専門医、日本産科婦人科内視鏡
学会技術認定医、母体保護法指定
医、日本がん治療認定医機構がん治

周産期母子、医療ｾﾝﾀｰ、統
括部長（兼）、主任部長

第3回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
産科婦人科学会専門医、母体保護法
指定医、緩和ｹｱ研修修了者

部長

第3回北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導医
講習会、平成20年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養
成講習会、日本外科学会専門医、日
本乳癌学会専門医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読
影認定医師

診療部長
第2回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
整形外科学会専門医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、主任部長
第5回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
整形外科学会専門医、日本整形外科
学会認定脊椎脊髄病医

部長
第13回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ日本
外科学会専門医、日本移植学会移植
専門医、緩和ｹｱ研修修了者

医長

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
外科学会専門医、日本内視鏡外科学
会技術認定医(大腸）、日本消化器外
科学会専門医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、緩和ｹｱ研修修

医長
第142回臨床研修指導医講習会、日本
外学会専門医、日本消化器外科学会
専門医、緩和ｹｱ研修修了者

副院長（兼）、緩和ｹｱ、ｾﾝ
ﾀｰ長（兼）、化学療法、ｾﾝ
ﾀｰ長（兼）、主任部長、
（乳腺外科）

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、平成
25年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会、日
本外科学会専門医、日本消化器外科
学会認定医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定
医師、日本乳癌学会認定医、日本消

主任部長

第1回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
外科学会専門医、日本消化器外科学
会認定医、日本内視鏡外科学会技術
認定医(胃)、緩和ｹｱ研修修了者

部長

第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本外科学会指導医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読
影認定医師、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾄﾞｸ
ﾀｰ、日本外科学会専門医、緩和ｹｱ研
修修了者

医長

医長 緩和ｹｱ研修修了者

嘱託

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
小児科学会専門医、日本小児神経学
会専門医、日本てんかん学会認定医
（臨床専門医）

部長
日本小児科学会専門医、新生児蘇生
法「専門」ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

部長

日本小児科学会専門医、日本腎臓学
会指導医、日本腎臓学会専門医、
PALSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、日本小児科学会指導
医

医長
日本小児科学会指導医、日本小児科
学会専門医、日本腎臓学会専門医、
PALS provider

部長

新臨床研修指導医養成講習会、日本
小児科学会専門医、日本小児科学会
指導医、PALS　provider、PFCCS
provider

部長
第9回指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
小児科学会専門医、日本小児科学会
指導医

部長

日本小児科学会専門医、日本周産期
新生児医学会専門医、新生児蘇生法
「専門」ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、日本小児科学
会指導医

部長

第50回臨床研修指導医養成講習会、
日本小児科学会専門医、PALS
provider、新生児蘇生法「専門」ｺｰｽ
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、日本小児科学会指導医
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（№　14　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

産婦人科 中嶋　えりか 旭川厚生病院 12 ×

産婦人科 杉山　沙織 旭川厚生病院 9 ×

選択（皮膚
科）

小松　成綱 旭川厚生病院 22 ○ ４

選択（形成外
科）

山尾　健 旭川厚生病院 15 ○ ４

選択（泌尿器
科）

森　達也 旭川厚生病院 38 ○ ４

選択（泌尿器
科）

松ケ瀬　安邦 旭川厚生病院 27 ○ ４

選択（泌尿器
科）

石﨑　淳司 旭川厚生病院 15 ○ ４

選択（耳鼻咽
喉科）

畑山　尚生 旭川厚生病院 36 ○ ４

選択（耳鼻咽
喉科）

吉崎　智貴 旭川厚生病院 20 ○ ４

選択（眼科） 小川　俊彰 旭川厚生病院 27 ○ ４

選択（眼科） 髙野　了滋 旭川厚生病院 18 ×

救急・必修
（麻酔科）

髙畑　治 旭川厚生病院 35 ○ ４

救急・必修
（麻酔科）

柳田　翼 旭川厚生病院 28 ×

救急・必修
（麻酔科）

大友　重明 旭川厚生病院 17 ×

救急・必修
（麻酔科）

赤坂　直哉 旭川厚生病院 15 ○ ４

救急・必修
（麻酔科）

塚田　朗 旭川厚生病院 11 ×

救急・必修
（麻酔科）

島田　舞衣 旭川厚生病院 9 ×

選択（緩和ｹｱ
科）

菅原　かおり 旭川厚生病院 30 ○ ４

選択（緩和ｹｱ
科）

河村　勝義 旭川厚生病院 30 ×

選択（緩和ｹｱ
科）

福原　敬 旭川厚生病院 40 ○ ４

選択（健康管
理科）

有里　智志 旭川厚生病院 34 ×

選択（健康管
理科）

大村　卓味 旭川厚生病院 36 ○ ４

選択（健康管
理科）

大谷　嘉己 旭川厚生病院 34 ○ ４

選択（健康管
理科）

新野　峰久 旭川厚生病院 37 ×

選択（健康管
理科）

奥山　修兒 旭川厚生病院 39 ×嘱託
日本消化器内視鏡学会指導医、日本
医師会認定産業医

部長

第5回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
内科学会認定内科医、日本消火器病
学会専門医、日本肝臓学会専門医・
指導医、日本消化器内視鏡学会専門
医、緩和ｹｱ研修修了者

部長

群馬大学医学部附属病院臨床研修指
導医養成講習会、日本胸部外科学会
指導医、日本外科学会指導医、日本
呼吸器外科学会専門医、日本呼吸器
外科学会評議員、肺がんCT検診認定

嘱託 日本医師会認定産業医

主任部長
日本外科学会認定医、緩和ｹｱ研修修
了者

嘱託

第25回新臨床研修指導医養成講習
会、平成17年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講
習会、日本内科学会認定内科医、日
本血液学会専門医、日本血液学会指
導医、緩和ｹｱ研修修了者

主任部長
日本人間ﾄﾞｯｸ学会人間ﾄﾞｯｸ認定医、
日本核医学会PET核医学認定医、日本
医師会認定産業医

医長
日本麻酔科学会専門医、緩和ｹｱ研修
修了者

医長
日本麻酔科学会専門医、緩和ｹｱ研修
修了者

主任部長
第4回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
緩和医療学会認定医、緩和ｹｱ研修修
了者

部長
日本麻酔科学会指導医、緩和ｹｱ研修
修了者

医長
日本麻酔科学会指導医、日本ﾍﾟｲﾝｸﾘ
ﾆｯｸ学会専門医、日本区域麻酔学会認
定医

医長
第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮﾌﾟ、日本
麻酔科学会専門医、日本麻酔科学会
指導医

主任部長 第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

嘱託 視覚障害者用補装具適合判定医師

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科　主任部長

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
麻酔科学会指導医、日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学
会専門医、日本救急医学会認定ICLS･
BLSｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ICLS北海道認定ｲﾝｽ
ﾄﾗｸﾀｰ、緩和ｹｱ研修修了者

医長

第12回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日
本泌尿器科学会指導医専門医、日本
泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術
認定医、日本内視鏡外科学会泌尿器
腹腔鏡技術認定医、泌尿器ﾛﾎﾞｯﾄ支援

副院長
臨床研修指導医養成講習会、日本耳
鼻咽喉科学会専門医

主任部長
臨床研修指導医養成講習会、日本耳
鼻咽喉科学会専門医

主任医長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
形成外科学会専門医

院長
第2回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
泌尿器科学会指導医専門医、日本透
析医学会指導医、緩和ｹｱ研修修了者

主任部長（兼）、人工透析
室、主任部長

第9回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
泌尿器科学会指導医専門医、日本ﾛ
ﾎﾞｯﾄ外科学会専門医、泌尿器ﾛﾎﾞｯﾄ支
援手術ﾌﾟﾛｸﾀｰ

医長

日本産科婦人科学会専門医、日本産
科婦人科学会指導医、日本周産期・
新生児医学会母体・胎児専門医、新
生児蘇生法「専門」ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、日
本超音波医学会専門医、緩和ｹｱ研修

医長
日本産科婦人科学会専門医、母体保
護法指定医、新生児蘇生法「専門」
ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、緩和ｹｱ研修修了者

部長
旭川医科大学指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本皮膚科学会専門医
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（№　15　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

選択（放射線
科）

高邑　明夫 旭川厚生病院 35 ○ ４

選択（放射線
科）

平松　一秀 旭川厚生病院 32 ○ ４

選択（病理診
断科）

木村　昭治 旭川厚生病院 46 ×

内科（糖尿病
内分泌内科）

安孫子　亜津子 旭川赤十字病院 28 ○ ４

内科（糖尿病
内分泌内科）

辻　賢 旭川赤十字病院 17 ×

内科（糖尿病
内分泌内科）

髙橋　耕平 旭川赤十字病院 9 ×

内科（血液・
腫瘍内科）

小沼　祐一 旭川赤十字病院 24 ○ ４

内科（血液・
腫瘍内科）

酒井　俊郎 旭川赤十字病院 18 ○ ４

内科（血液・
腫瘍内科）

佐藤　健 旭川赤十字病院 7 ×

内科（腎臓内
科）

小林　広学 旭川赤十字病院 21 ○ ４

内科（腎臓内
科）

松久　優雅 旭川赤十字病院 20 ○ ４

内科（腎臓内
科）

山下　智久 旭川赤十字病院 14 ○ ４

内科（腎臓内
科）

西沢　慶太郎 旭川赤十字病院 10 ×

内科（循環器
内科）

西原　昌宏 旭川赤十字病院 20 ○ ４

内科（循環器
内科）

野澤　幸永 旭川赤十字病院 26 ○ ４

内科（循環器
内科）

飛澤　利之 旭川赤十字病院 12 ○ ４

内科（循環器
内科）

井垣　勇祐 旭川赤十字病院 8 ×

内科（消化器
内科）

長谷部　千登美 旭川赤十字病院 40 ○ ３、４

内科（消化器
内科）

藤井　常志 旭川赤十字病院 31 ○ ４

内科（消化器
内科）

阿部　真美 旭川赤十字病院 19 ○ ４

内科（消化器
内科）

石川　千里 旭川赤十字病院 18 ○ ４

内科（消化器
内科）

杉山　祥晃 旭川赤十字病院 15 ○ ４

内科（消化器
内科）

松崎　伸幸 旭川赤十字病院 13 ×

内科（消化器
内科）

相馬　学 旭川赤十字病院 9 ×

内科（消化器
内科）

齋藤　敦 旭川赤十字病院 8 ×

医師

医師

部長

北海道医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会認定内科医、日
本消化器病学会専門医、日本消化器
内視鏡学会専門医・指導医

副部長

第11回北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導医
講習会、日本内科学会総合内科専門
医、日本消化器病学会専門医、日本
消化器内視鏡学会専門医・指導医、
日本肝臓学会専門医、日本がん治療

医師 プライマリ・ケア認定医

副院長

第1回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会総合
内科専門医、日本肝臓学会専門医・
指導医、日本消化器病学会専門医・
指導医、日本消化器内視鏡学会専門

部長

第7回日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会、日本消化器病学会専門
医・指導医、日本消化器内視鏡学会
専門医・指導医、日本超音波学会専
門医・指導医、日本消化器がん検診

部長

北海道医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会認定医、日本消
化器病学会専門医、日本肝臓学会専
門医、日本内科学会総合内科専門
医、日本消化器内視鏡学会専門医・

副部長
日本医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会認定医、日本循
環器学会専門医

副部長

第29回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本内科学会総合内科
専門医・指導医、日本循環器学会認
定循環器専門医、日本心血管イン
ターベンション治療学会認定医

医師 日本内科学会認定

医師

第11回札幌医科大学附属病院臨床研
修指導医養成講習会、日本内科学会
総合内科専門医、日本腎臓学会専門
医、日本透析医学会専門医、日本循
環器学会専門医、日本高血圧学会専

医師
日本内科学会認定内科医、日本透析
医学会専門医、日本腎臓学会専門医

部長
北海道医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本循環器学会専門医、日本
内科学会総合内科専門医

医師 日本内科学会認定内科医

部長

第13回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本内科学会総合内科
専門医、日本循環器学会専門医、日
本透析医学会専門医・指導医、日本
腎臓学会腎臓専門医

副部長

第12回札幌医科大学附属病院臨床研
修指導医養成講習会、日本内科学会
認定医、日本透析医学会専門医、日
本腎臓学会専門医、日本循環器学会
専門医

医師

部長

第13回札幌医科大学付属病院臨床研
修指導医養成講習会、日本造血細胞
移植学会造血細胞移植認定医、日本
血液学会認定血液専門医、日本内科
学会認定内科医

副部長

第12回北海道医師会指導医のための
教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本造血細胞移植学
会造血細胞移植認定医、日本血液学
会認定血液専門医・指導医、日本内
科学会認定内科医

嘱託
日本病理学会専門医、日本病理学会
専門医研修指導医

部長

第１回旭川医科大学病院指導医のた
めの教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会総
合内科専門医、日本糖尿病学会専門
医・指導医、日本糖尿病協会療養指
導医

副部長
日本内科学会認定医、日本糖尿病学
会専門医、日本糖尿病協会療養指導
医

主任部長
第3回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
医学放射線学会放射線科専門医、日
本腫瘍放射線学会認定医

主任部長

第3回臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
医学放射線学会放射線診断専門医、
日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ学会専門
医、日本医学放射線学会研修指導
者、日本核医学会核医学専門医、日
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科（呼吸器
内科）

須藤　悠太 旭川赤十字病院 12 ○ ４

内科（呼吸器
内科）

本田　宏幸 旭川赤十字病院 9 ×

内科（脳神経
内科）

浦　茂久 旭川赤十字病院 24 ○ ４

内科（脳神経
内科）

上床　尚 旭川赤十字病院 10 ○ ４

小児科 諏訪　清隆 旭川赤十字病院 29 ○ ４

小児科 森田　啓介 旭川赤十字病院 31 ○ ４

小児科 向井　徳男 旭川赤十字病院 30 ○ ４

外科 真名瀬　博人 旭川赤十字病院 31 ○ ４

外科 平　康二 旭川赤十字病院 38 ○ ４

外科 市村　龍之助 旭川赤十字病院 25 ○ ４

外科 西上　耕平 旭川赤十字病院 19 ○ ４

外科 山本　和幸 旭川赤十字病院 15 ×

外科 高野　博信 旭川赤十字病院 12 ×

整形外科 加茂　裕樹 旭川赤十字病院 38 ○ ４

整形外科 髙橋　滋 旭川赤十字病院 31 ○ ４

整形外科 岡安　浩宣 旭川赤十字病院 7 ×

形成外科 丹代　功 旭川赤十字病院 23 ○ ４

形成外科 堀越　久子 旭川赤十字病院 11 ○ ４

脳神経外科 牧野　憲一 旭川赤十字病院 41 ○ ４

脳神経外科 瀧澤　克己 旭川赤十字病院 30 ○ ４

脳神経外科 櫻井　寿郎 旭川赤十字病院 27 ×

脳神経外科 竹林　誠二 旭川赤十字病院 27 ○ ４

脳神経外科 小林　徹 旭川赤十字病院 24 ○ ４

脳神経外科 小林　理奈 旭川赤十字病院 23 ×

脳神経外科 栗栖　宏多 旭川赤十字病院 14 ×

副部長
第6回札幌医科大学付属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本脳神経外科
学会専門医、日本脳卒中学会専門医

医師
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医

医師
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医

副院長
平成18年度第2回国立病院機構臨床指
導医講習会、日本脳神経外科学会認
定医、日本脳卒中学会認定医

部長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会専門医

副部長
第6回札幌医科大学付属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本脳神経外科
学会専門医

部長
第15回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本形成外科学会認定
医

医師
第10回旭川医科大学病院指導医のた
めの教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本形成外科学
会専門医

院長

第5回北海道医師会指導医のための教
育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本脳神経外科学会認
定医、日本救急医学会認定医、日本
脳卒中学会専門医

部長

第5回日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会、日本整形外科学会専門
医、日本整形外科学会リウマチ医、
日本脊椎脊髄病学会認定医、脊椎脊
髄外科指導医

部長
第14回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本整形外科学会ス
ポーツ医、日本整形外科学会専門医

医師

医師
第15回北海道大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本外科学会専門
医、日本がん治療認定医

医師

日本外科学会専門医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器外科学会専
門医、日本内視鏡外科学会 技術認定
（消化器・一般外科）

医師 日本外科学会専門医

副院長

第1回日本赤十字社病院長連盟北海道
ブロック、臨床研修指導医養成講習
会、精中委ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ、日本外科学会
専門医、日本消化器外科学会認定医

統括部長

第1回日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会、日本外科学会認定医・専
門医・指導医、日本消化器外科学会
認定医・専門医・指導医、日本救急
医学会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ（ＩＣ

部長

第10回北海道大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本外科学会認定
医、専門医、指導医、日本消化器外
科学会専門医、指導医、日本がん治
療認定医機構がん治療認定医、日本

部長

第5回北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講
習会、日本小児科学会専門医、日本
小児神経科学会専門医、日本てんか
ん学会認定医、臨床遺伝専門医

部長
第20回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本小児科学会専門医

部長

第5回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本小児科学会専
門医・指導医、日本内分泌学会内分
泌代謝科（小児科）専門医・指導医

医師
日本内科学会認定内科医、日本化学
療法学会抗菌化学療法認定医

部長

第11回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本神経学会専門医・
指導医、日本内科学会総合内科専門
医、プライマリ・ケア認定医、日本
認知症学会専門医

医師
第14回北海道大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本神経学会専門
医、日本内科学会総合内科専門医

副部長

第10回旭川医科大学病院指導医のた
めの教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本内科学会総
合内科専門医・指導医、日本呼吸器
学会呼吸器専門医
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（№　17　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

脳神経外科 後藤　秀輔 旭川赤十字病院 7 ×

心臓血管外科 大滝　憲二 旭川赤十字病院 38 ○ ４

心臓血管外科 上山　圭史 旭川赤十字病院 33 ○ ４

心臓血管外科 小山　基弘 旭川赤十字病院 24 ○ ４

心臓血管外科 伊藤　佳永 旭川赤十字病院 7 ×

心臓血管外科
（呼吸器外

科）
福永　亮朗 旭川赤十字病院 24 ○ ４

泌尿器科 堀田　裕 旭川赤十字病院 29 ○ ４

泌尿器科 宮本　慎太郎 旭川赤十字病院 17 ×

産婦人科 玉手　健一 旭川赤十字病院 37 ○ ４

産婦人科 中田　俊之 旭川赤十字病院 32 ○ ４

産婦人科 宮川　博栄 旭川赤十字病院 19 ○ ４

眼科 太田　勲男 旭川赤十字病院 35 ○ ４

眼科 籠川　浩幸 旭川赤十字病院 27 ○ ４

眼科 片岡　信也 旭川赤十字病院 25 ○ ４

耳鼻咽喉科 藤田　豪紀 旭川赤十字病院 34 ○ ４

耳鼻咽喉科 長峯　正泰 旭川赤十字病院 24 ○ ４

耳鼻咽喉科 高林　宏輔 旭川赤十字病院 15 ○ ４

皮膚科 木ノ内　基史 旭川赤十字病院 32 ○ ４

皮膚科 斉藤　剛史 旭川赤十字病院 8 ×

救急・麻酔科 小林　巌 旭川赤十字病院 33 ○ ４

救急・麻酔科 國本　雅之 旭川赤十字病院 36 ○ ４

救急・麻酔科 四十物　摩呼 旭川赤十字病院 27 ○ ４

救急・麻酔科 飛世　史則 旭川赤十字病院 21 ○ ４

救急・麻酔科 大友　元 旭川赤十字病院 16 ○ ４

救急・麻酔科 川島　如仙 旭川赤十字病院 12 ○ ４医師

第9回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本麻酔科学会専
門医、麻酔科標榜医、日本航空医療
学会認定指導者

部長
第8回ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講習会、
日本麻酔科学会専門医、麻酔科標榜
医

部長

日本麻酔科学会指導医・専門医、日
本集中治療学会専門医、日本心臓血
管麻酔学会、経食道心エコー認定
医、麻酔標榜医

副部長

第4回北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講
習会、日本内科学会総合内科専門
医、日本救急医学会専門医、日本航
空医療学会　医師指導者

医師

副院長

第1回日本赤十字病院長連盟北海道ブ
ロック、臨床研修指導医養成講習
会、日本麻酔科学会指導医、日本救
急科学会専門医、麻酔科標榜医

部長
第12回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本脳神経外科学会専
門医、日本脳卒中学会専門医

部長
第1回日本赤十字病院長連盟北海道ブ
ロック、臨床研修指導医養成講習
会、日本耳鼻咽喉科学会専門医

副部長
札幌医科大学附属病院臨床研修指導
医養成講習会、日本耳鼻咽喉科学会
専門医

部長

北海道医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本皮膚科学会専門医、日本
小児科学会専門医、がん治療認定医
暫定教育医

部長
北海道医師会指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ、日本眼科学会専門医、眼科
PDT認定医、日本眼科学会指導医

副部長
第1回日本赤十字病院長連盟北海道ブ
ロック、臨床研修指導医養成講習
会、日本眼科学会専門医

部長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

部長

日本産婦人科学会専門医・指導医、
日本臨床細胞学会細胞診専門医、日
本がん治療認定医、日本婦人科腫瘍
専門医、日本産科婦人科学会内視鏡
技術認定医、日本母体保護法指定医

副部長
第6回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、細胞診専門医、産
婦人科専門医

部長
第4回北海道大学病院指導医のための
教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本眼科学会専門医

部長

第1回日本赤十字病院長連盟北海道ブ
ロック、臨床研修指導医養成講習
会、日本泌尿器科学会指導医、日本
泌尿器科学会専門医

副部長

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本がん治療認定機構がん治療認定
医、日本泌尿器科学会/日本泌尿器内
視鏡学会、泌尿器腹腔鏡技術認定医

部長
第8回日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会、日本産婦人科認定医、母
子保護法指定医

副部長
日本病院会臨床研修指導医養成講習
会、日本外科学会専門医、日本心臓
血管外科専門医

医師

部長

第28回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会、日本外科学会認定医・
専門医・指導医、日本呼吸器外科学
会専門医、日本消化器外科学会専門
医・指導医、精中委マンモグラフィ

医師

部長

第4回日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会、日本外科学会認定医・外
科専門医、日本胸部外科学会認定
医、日本心臓血管外科専門医

部長

第5回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本外科学会認定
医・専門医 、日本循環器学会専門
医、心臓血管外科学会専門医、日本
胸部外科学会認定医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

救急・麻酔科 橋詰　勇祐 旭川赤十字病院 8 ×

放射線科 峯田　昌之 旭川赤十字病院 35 ○ ４

放射線科 長沢　研一 旭川赤十字病院 23 ○ ４

放射線科 髙田　陽子 旭川赤十字病院 16 ○ ４

病理診断科 小幡　雅彦 旭川赤十字病院 26 ○ ４

病理診断科 菊地　智樹 旭川赤十字病院 19 ○ ４

内科 小倉　滋明 岩見沢市立総合病院 35 ×

内科 鈴木　章彦 岩見沢市立総合病院 40 ○ ３、４

内科 上村　　明 岩見沢市立総合病院 28 ○ ４

内科 原　　豊道 岩見沢市立総合病院 26 ×

内科 高階　太一 岩見沢市立総合病院 15 ×

内科 加藤　寛士 岩見沢市立総合病院 22 ×

消化器内科 大平　浩司 岩見沢市立総合病院 27 ○ ４

消化器内科 大和　弘明 岩見沢市立総合病院 17 ×

小児科 佐藤　俊哉 岩見沢市立総合病院 31 ○ ４

外科 伊藤　浩二 岩見沢市立総合病院 39 ○ ４

外科 上泉　　洋 岩見沢市立総合病院 35 ×

外科 羽田　　力 岩見沢市立総合病院 29 ○ ４

外科 谷　　安弘 岩見沢市立総合病院 21 ×

外科 河合　朋昭 岩見沢市立総合病院 26 ×

外科 寺﨑　康展 岩見沢市立総合病院 19 ×

整形外科 馬場　力哉 岩見沢市立総合病院 13 ×

産婦人科 古堂　俊哉 岩見沢市立総合病院 33 ○ ４

眼科 保坂　文雄 岩見沢市立総合病院 19 ×

泌尿器科 片野　英典 岩見沢市立総合病院 23 ×

診療部長 日本眼科学会専門医

診療部長 日本泌尿器科学会専門医

医長 日本外科学会専門医

診療部長 日本整形外科学会専門医

診療部長 日本産科婦人科学会専門医

診療部長 日本外科学会専門医

診療部長 日本外科学会専門医

診療部長 日本外科学会専門医　他

副院長 日本小児科学会専門医

副院長
日本外科学会専門医、日本透析医学
会専門医

副院長
日本外科学会専門医、日本透析医学
会専門医

診療部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器内視鏡学会専門医、日本消化
器病学会専門医

医長
日本消化器病学会専門医､日本消化器
内視鏡学会専門医

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会消化器病専門医　他

医務局長
日本内科学会総合内科専門医、日本
呼吸器学会専門医、日本呼吸器内視
鏡学会専門医

診療部長 日本循環器学会専門医

医長 日本呼吸器内視鏡学会専門医

副部長
第15回東海大学医学部附属病院臨床
研修指導医養成講習会、病理専門
医、細胞診専門医

院長
日本呼吸器学会専門医・指導医、日
本臨床細胞学会細胞診専門医　他

医師
日本内科学会総合内科専門医、日本
呼吸器学会専門医、日本循環器学会
専門医　他

部長

第2回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本放射線科学会
放射線専門医、ＩＶＲ学会認定医、
精中医ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影医

医師

第5回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、放射線診断専門
医、核医学専門医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ認
定医

部長

第1回日本赤十字病院長連盟北海道ブ
ロック、臨床研修指導医養成講習
会、日本病理学会病理専門医研修指
導医、日本臨床細胞学会認定細胞診
専門医、日本病理学会認定病理医

医師 日本麻酔科学会認定医

部長

第1回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本麻酔科学会麻
酔科専門医、日本放射線科学会放射
線専門医
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（№　19　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

精神神経科 清水　祐輔 岩見沢市立総合病院 16 ○ ４

脳神経外科 小濱　好彦 岩見沢市立総合病院 31 ×

麻酔科 本間　康之 岩見沢市立総合病院 27 ○ ４

麻酔科 伊藤　徹雄 岩見沢市立総合病院 27 ×

麻酔科 大沼　淳 岩見沢市立総合病院 22 ×

皮膚科 村松　隆一 岩見沢市立総合病院 39 ×

耳鼻咽喉科 三嶽　大貴 岩見沢市立総合病院 20 ×

内科（消化
器）

栁川　伸幸 遠軽厚生病院 27 ○ ４

内科（消化
器）

武藤　桃太郎 遠軽厚生病院 17 ○ ４

内科（消化
器）

武藤　瑞恵 遠軽厚生病院 12 ×

内科（循環
器）

塩越　隆広 遠軽厚生病院 31 ○ ４

内科（循環
器）

木島　基 遠軽厚生病院 19 ○ ４

内科（循環
器）

松田　夏菜子 遠軽厚生病院 16 ○ ４

内科（循環
器）

宮田　雅大 遠軽厚生病院 9 ○ ４

内科（糖尿
病）

東浦　勝浩 遠軽厚生病院 30 ○ ４

小児科 高瀨　雅史 遠軽厚生病院 31 ○ ４

小児科 田中　聰 遠軽厚生病院 28 ○ ４

外科（消化
器）

稲葉　聡 遠軽厚生病院 34 ○ ３、４

外科（消化
器）

浅井　慶子 遠軽厚生病院 20 ○ ４

整形外科 三宅　康晴 遠軽厚生病院 30 ×

産婦人科 鈴木　尚子 遠軽厚生病院 27 ○ ４

産婦人科 上田　あかね 遠軽厚生病院 12 ○ ４

皮膚科 岩崎　剛志 遠軽厚生病院 15 ×

泌尿器科 奥山　光彦 遠軽厚生病院 29 ×

麻酔科 松本　英樹 遠軽厚生病院 27 ○ ４

主任医長 日本皮膚科学会皮膚科専門医

診療部長 日本泌尿器科学会専門医・指導医

副院長
日本麻酔科学会指導医、麻酔科標榜
医、第2回臨床研修指導医講習会（厚
生連）

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ長

日本整形外科学会専門医、日本整形
外科学会認定リウマチ医、日本整形
外科学会認定スポーツ医、日本整形
外科学会認定運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

主任部長

日本産婦人科学会専門医・指導医、
日本周産期・新生児医学会周産期専
門医、第134回臨床研修指導医講習会
（全国自治体病院）

医長

日本産婦人科学会専門医、指導医の
ための教育ワークショップ（日本医
師会）H29.2.19第12回岡山県緩和ケ
ア研修会H29.7.9

主任部長
日本小児科学会専門医、第3回臨床研
修指導医講習会（厚生連）

院長

日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器外科学会専門医・指導医、平
成22年度臨床研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成
講習会受講

主任部長

日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、日本消化器外科学会
消化器がん外科治療認定医、日本消
化器病学会消化器病専門医、日本が
ん治療認定医機構認定医、日本内視

医長
日本内科学会認定内科医、第１３回
臨床研修指導医講習会（厚生連）
R1.11.10

主任部長

総合内科専門医、日本循環器学会認
定専門医、日本糖尿病学会専門医、
高血圧専門医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学
会ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定指導医、日本内分泌
学会内分泌代謝科専門医、第7回北海

診療部長
日本小児科学会専門医、第5回旭医大
病院指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

副院長

日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞｰｼｮ
ﾝ治療学会専門医、第7回臨床研修指
導医講習会（厚生連）

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、第1回臨床研修指
導医講習会（厚生連）

主任医長
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医、第12回臨床研修指導
医講習会（厚生連）

副院長

日本消化器病学会指導医、日本消化
器内視鏡学会指導医、日本消化器が
ん検診学会指導医、日本超音波医学
会指導医、日本内科学会認定内科
医、日本がん治療認定医機構認定、

主任部長

日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内視鏡
学会専門医、第6回臨床研修指導医講
習会（厚生連）

医長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医

医長 日本麻酔科学会麻酔指導医

診療部長 日本皮膚科学会専門医

医長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

診療部長 脳神経外科学会専門医

診療部長 日本麻酔科学会麻酔指導医

医長 日本麻酔科学会麻酔指導医

診療部長 日本精神神経学会専門医
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（№　20　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 金木　健太郎 遠軽厚生病院 12 ×

外科 大江　成博 遠軽厚生病院 36 ×

総合診療科 橋本　道紀 遠軽厚生病院 32 ○ ４

救急・麻酔科 荒川　穣二 北見赤十字病院 33 ○ ４

産婦人科 水沼　正弘 北見赤十字病院 36 ○ ４

整形外科 菅原　修 北見赤十字病院 34 ×

内科
循環器内科

斉藤　高彦 北見赤十字病院 27 ○ ３、４

内科
総合診療科

永嶋　貴博 北見赤十字病院 27 ○ ４

内科
消化器内科

上林　実 北見赤十字病院 24 ○ ４

精神神経科 嶋田　進一郎 北見赤十字病院 27 ○ ４

小児科 佐藤　智信 北見赤十字病院 23 ○ ４

外科 池田　淳一 北見赤十字病院 38 ×

外科 新関　浩人 北見赤十字病院 26 ○ ４

内科
総合診療科

吉田　茂夫 北見赤十字病院 47 ○ ４

救急・麻酔科
脳神経外科

鈴木　望 北見赤十字病院 41 ○ ４

内科 宮城島
ミ ヤギ シマ

　拓人
タ ク ト

釧路労災病院 35 ○ ３、４

内科 小田
オ ダ

　寿
ヒサシ

釧路労災病院 24 ○ ４

内科 佐野
サ ノ

　逸
イツ

紀
キ

釧路労災病院 12 ○ ４

内科 重松
シゲマツ

　明男
ア キ オ

釧路労災病院 19 ○ ４

内科 澤田
サ ワ ダ

　憲太郎
ケ ンタ ロウ

釧路労災病院 10 ○ ４

内科 石川
イシカワ

　麻倫
マ リ ン

釧路労災病院 9 ○ ４

内科 津坂
ツ ザ カ

　和文
カズフミ

釧路労災病院 31 ○ ４

内科 小田
オ ダ

　浩之
ヒロユキ

釧路労災病院 25 ○ ４

精神科 村田
ム ラ タ

　佳應
ヨ シ オ

釧路労災病院 35 ○ ４

外科 小笠原
オ ガサ ワラ

　和宏
カズヒロ

釧路労災病院 36 ○ ４副院長

日本外科学会専門医･指導医、日本消
化器外科学会専門医・消化器がん外
科治療認定医、日本消化器病学会専
門医･指導医、日本乳癌学会乳腺専門
医・認定医、産業医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

神経内科部長
日本神経学会神経内科専門医・認定
医

緩和ケア内科部長 日本緩和医療学会　緩和医療専門医

精神科医師
日本精神神経学会精神科専門医・制
度指導医

内科部長

日本内科学会認定医・総合専門医、
日本血液学会専門医・指導医、日本
造血細胞移植学会認定医、日本輸血
細胞治療学会認定医

内科部長
日本内科学会認定医、日本消化器病
学会消化器病専門医、日本臨床腫瘍
学会がん薬物療法専門医

内科副部長
日本内科学会認定内科医、消化器病
専門医、消化器内視鏡専門医、病理
専門医、死体解剖資格

副院長

日本内科学会認定総合内科専門医・
認定内科医、日本消化器内視鏡学会
指導医、日本消化器病学会専門医、
産業医、医師臨床研修制度研修管理
委員会研修（特定研修）受講、日本

内科部長

日本内科学会　認定内科医・総合内
科専門医、日本消化器病学会　専門
医、日本消化器内視鏡学会　専門
医、日本ヘリコバクター学会
H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医

内科部長 日本内科学会認定内科医

第二外科部長

日本胸部外科学会、日本呼吸器外科
学会認定専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本外科学会専門医、日
本消化器外科学会消化器がん外科治
療認定医、札幌医科大学　指導医養

嘱託医師

日本内科学会認定医・指導医、日本
循環器学会専門医、日本高血圧学会
指導医、認定産業医、日本プライマ
リ・ケア連合学会指導医、認定ス
ポーツドクター、札幌医科大学　指

嘱託医師
日本脳神経外科専門医、日本赤十字
社病院長連盟北海道ブロック主催臨
床研修指導医養成講習会

第一神経精神科部長
日本精神神経学会　精神科専門医・
指導医、精神保健指定医、北海道大
学病院指導医のための教育WS

第一小児科部長

日本小児科学会　専門医・指導医、
日本血液学会　専門医・指導医、日
本輸血・細胞治療学会認定医、日本
周産期・新生児医学会暫定代表指導
医

第一外科部長
日本外科学会　専門医、日本消化器
外科学会認定医、日本乳癌学会　認
定医

副院長
（兼）第一循環器内科部長

日本内科学会　総合内科専門医、日
本循環器学会専門医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹ
ｱ連合学会ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ指導医、心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会指導医、北海道
医師会指導医のための教育WS

第一内科・総合診療科部長

日本内科学会認定医・指導医、日本
血液学会認定血液専門医・指導医、
日本輸血・細胞治療学会認定医、日
本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本ﾌﾟﾗ
ｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ指導医、

第一消化器内科部長

日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内視鏡
学会専門医、日本がん治療認定機構
認定医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会ﾌﾟﾗ
ｲﾏﾘ・ｹｱ指導医、北海道大学病院指導

院長

日本麻酔学会指導医、日本救急医学
会専門医、日本集中治療医学会専門
医、四病院団体協議会臨床研修指導
者養成講習会、医療研修推進財団プ
ログラム責任者養成講習会

副院長
（兼）第一産婦人科部長

日本産婦人科学会専門医、母体保護
法指定医、北海道医師会指導医のた
めの教育WS

副院長
（兼）第一整形外科部長

日本整形外科学会　認定医・専門
医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄
病医、日本整形外科学会認定スポー
ツ医、日本整形外科学会認定リウマ
チ医、東日本整形外科学会評議員

医長 日本麻酔科学会専門医

主任部長（健康管理）
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、日本消化器外科学会
認定医、日本外科学会認定医

主任部長

日本外科学会専門医、日本消化器病
学会認定医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学会
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定指導医、日本医師会認
定産業医、第2回臨床研修指導医講習
会（厚生連）
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 小林
コバヤシ

　清二
セ イ ジ

釧路労災病院 33 ○ ４

外科 中川
ナカガワ

　隆
タカ

公
ヒト

釧路労災病院 30 ○ ４

外科 石川
イシカワ

　隆
タカ

壽
ヒサ

釧路労災病院 12 ○ ４

外科 岡田
オ カ ダ

　尚樹
ナ オ キ

釧路労災病院 10 ○ ４

整形外科 放生
ホウジョウ

　憲
ノリ

博
ヒロ

釧路労災病院 20 ○ ４

整形外科 加藤
カ ト ウ

　琢磨
タ ク マ

釧路労災病院 15 ○ ４

整形外科 校條
メンジョウ

　祐
ユウ

輔
スケ

釧路労災病院 12 ○ ４

脳神経外科 磯部
イ ソ ベ

　正則
マサノリ

釧路労災病院 32 ○ ４

脳神経外科 伊東
イ ト ウ

　雅基
マ サ キ

釧路労災病院 16 ○ ４

脳神経外科 藤原
フジワラ

　史
フミ

明
アキ

釧路労災病院 8 ○ ４

泌尿器科 佐々木
サ サ キ

　芳
ヨシ

浩
ヒロ

釧路労災病院 31 ○ ４

眼科 藤戸
フ ジ ト

　達
タツ

彦
ヒコ

釧路労災病院 7 ○ ４

耳鼻咽喉科 北南
ホクナン

　和彦
カズヒコ

釧路労災病院 37 ○ ４

耳鼻咽喉科 石井
イ シ イ

　秀
ヒデ

幸
ユキ

釧路労災病院 24 ○ ４

麻酔科 小田
オ ダ

　俊
トシ

昭
アキ

釧路労災病院 25 ○ ４

病理診断科 岡田
オ カ ダ

　宏美
ヒ ロ ミ

釧路労災病院 12 ○ ４

放射線科 梶山
カジヤマ

　政義
マサヨシ

釧路労災病院 28 ○ ４

放射線科 米坂
ヨネサカ

　祥朗
ア キ オ

釧路労災病院 24 ○ ４

内科 西村　英夫 消化器内科 37 ○ ４

内科 木村　隆 脳神経内科 35 ○ ４

内科 藤兼　俊明 . 41 ○ ４

麻酔科・救急 渡邉　明彦 麻酔科 40 ○ ４

内科 鈴木  康博 脳神経内科 27 ○ ４

内科 山崎　泰宏 呼吸器内科 35 ○ ４

内科 藤田　結花 呼吸器内科 35 ○ ４

内科医長

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本呼吸器学会専
門医・指導医、日本呼吸器内視鏡学
会専門医・指導医、日本結核病学会
結核・抗酸菌症指導医、日本アレル

内科医長

日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会専門医・指導医、日本呼吸器内視
鏡学会専門医・指導医、日本細胞診
学会専門医・指導医、日本臨床腫瘍
学会暫定指導医、ICD

呼吸器病センター長

日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会専門医・指導医、日本呼吸器内視
鏡学会専門医・指導医、日本臨床腫
瘍学会暫定指導医、日本結核病学会
結核・抗酸菌症指導医、日本医師会

麻酔科部長

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導
医、日本救急医学会救急科専門医、
日本ペインクリニック学会認定医、
麻酔標榜医、JPTECインストラクター

臨床研究部長
日本内科学会認定医・指導医、日本
神経学会専門医・指導医

放射線科部長
日本医学放射線学会治療専門医、放
射線治療専門医

院長

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医・指導医、日本消化
器病学会専門医・指導医、日本肝臓
病学会専門医・指導医、プライマ
リ・ケア認定医

副院長
日本内科学会認定医・指導医、日本
神経学会専門医・指導医、日本認知
症学会専門医

麻酔科部長 麻酔科学会認定医,麻酔科標榜医

病理診断科部長
病理専門医、細胞診専門医、分子細
胞病理専門医、病理専門医研修指導
医、死体解剖資格

放射線科部長 日本医学放射線学会専門医

眼科副部長 ―

耳鼻咽喉科部長
日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本耳
鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医

耳鼻咽喉科部長

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本耳
鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門研
修指導医、日本耳鼻咽喉科学会認定
耳鼻咽喉科専門研修指導医

脳神経外科部長
日本脳卒中学会脳卒中専門医、日本
脳神経外科学会脳神経外科専門医

脳神経外科副部長 脳神経外科専門医

泌尿器科部長
日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本泌尿器科学会泌尿器腹腔鏡技術
認定医

整形外科部長

日本整形外科学会認定専門医、日本
整形外科学会認定スポーツ医、日本
整形外科学会認定運動器リハビリ
テーション医、産業医

整形外科部長
日本整形外科学会整形外科専門医・
脊椎脊髄病医

脳神経外科部長
日本脳神経外科指導医,日本脊髄外科
専門医

外科部長

日本外科学会　専門医、日本消化器
外科学会　消化器外科専門医、日本
消化器病学会　専門医、日本消化器
外科学会　消化器がん外科治療認定
医、検診マンモグラフィ読影認定医

外科部長 日本外科学会専門医

整形外科部長

日本脊椎脊髄病学会　脊椎脊髄外科
指導医、日本整形外科学会　整形外
科専門医、日本整形外科学会　脊椎
脊髄病医、日本整形外科学会 リウマ
チ医、日本整形外科学会　運動器リ

外科部長

日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器外科学会認定医・指導医、日
本内視鏡外科学会 技術認定医、日本
消化器外科学会　消化器がん外科治
療認定医

外科部長
日本外科学会指導医・専門医、日本
消化器外科学会指導医・専門医、日
本肝胆膵外科高度技能指導医
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（№　22　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 黒田　健司 脳神経内科 34 ○ ３、４

内科 平野　史倫 消化器内科 33 ○ ４

内科 斉藤　裕樹 消化器内科 25 ○ ４

外科 青木　裕之 外科 31 ○ ４

病理 玉川  進 臨床検査科（病理） 34 ○ ４

小児科 吉河　道人 小児科 33 ○ ４

内科 黒田　　光 呼吸器内科 21 ○ ４

内科 松本　学也 総合内科 27 ○ ４

麻酔科 奥山　淳
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
31 ○ ３、４

整形外科、外
傷ｾﾝﾀｰ

松井　裕帝
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
16 ○ ４

内科、炎症性
腸、疾患ｾﾝﾀｰ

蘆田　知史
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
37 ×

内科、総合内
科・腎臓内科

小野寺　康博
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
33 ○ ４

内科、総合診
療科、救急部
門、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｾﾝ

ﾀｰ

中川　麗
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
15 ○ ４

整形外科、外
傷ｾﾝﾀｰ

倉田　佳明
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
24 ○ ４

内科、炎症性
腸、疾患ｾﾝﾀｰ

折居　史佳
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
28 ○ ４

内科、消化器
内科

関山　伸男
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
52 ×

内科、消化器
内科

東　直樹
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
32 ○ ４

内科、消化器
内科

福田　一寿
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
24 ○ ４

内科、消化器
内科

佐藤　康永
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
28 ○ ４

内科 伊藤　喜代春
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
43 ○ ４

内科、総合診
療科、救急部
門、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｾﾝ

ﾀｰ

山田　達也
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
8 ×

外科 紀野　泰久
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
30 ○ ４

外科 斉藤　琢巳
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
25 ○ ４

外科 城田　誠
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
24 ○ ４

外科、乳腺外
科

長尾　知哉
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
21 ○ ４

医長

日本外科学会外科専門医、日本消化
器外科学会消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医、指導医養成講習会受講

医長

日本外科学会外科専門医、下肢静脈
瘤に対する血管内レーザー焼灼術の
施設基準による実施医、指導医養成
講習会受講、プログラム責任者養成
講習会受講

医長

日本外科学会外科専門医・指導医、
日本乳癌学会乳腺専門医・指導医、
日本消化器外科学会消化器外科専門
医・指導医、日本消化器外科学会消
化器がん外科治療認定医、日本がん

医師

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本人間ドック学会人間ドック健診
情報管理指導士、指導医養成講習会
受講

医師

主任部長
日本外科学会専門医、指導医養成講
習会受講

部長

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本消化器病学会消化器病専門医、
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡
専門医・指導医、日本肝臓学会肝臓
専門医、指導医養成講習会受講

部長 指導医養成講習会受講

部長

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本消化器病学会消化器病専門医、
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡
専門医、日本消化管学会胃腸科認定
医・専門医、指導医養成講習会受講

副院長、ｾﾝﾀｰ長

日本整形外科学会整形外科専門医・
指導医、日本手外科学会手外科専門
医、日本救急医学会救急科専門医、
指導医養成講習会受講

部長

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本消化器病学会消化器専門医・指
導医、日本消化器内視鏡学会消化器
内視鏡専門医・指導医、指導医養成
講習会受講

主任部長

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本消化器病学会消化器病専門医・
指導医、日本消化器内視鏡学会消化
器内視鏡専門医・指導医、日本人間
ドック学会人間ドック健診情報管理

副院長、ｾﾝﾀｰ長、医療安
全、管理室長

副院長、部長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医、日本腎臓学会腎臓
専門医・指導医、日本透析医学会透
析専門医・指導医、日本救急医学会
救急科専門医、日本プライマリ・ケ

副院長、主任部長、ｾﾝﾀｰ
長、感染管理、室長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医、日本救急医学会救
急科専門医、日本プライマリ・ケア
連合学会プライマリ・ケア認定医・
指導医、日本病院総合診療医学会認

総合内科医師

日本内科学会認定医、日本がん治療
認定医、日本消化器内視鏡学会専門
医・指導医、日本消化器病学会専門
医

院長
日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導
医、麻酔科標榜医、指導医養成講習
会受講

部長
日本整形外科学会整形外科専門医、
日本手外科学会手外科専門医、指導
医養成講習会受講

臨床検査科医師
日本病理学会専門医、細胞診専門
医、解剖医、麻酔標榜医

小児科医師
日本小児科学会専門医、日本感染症
学会専門医・指導医、日本化学療法
学会抗菌化学療法認定医、ICD

呼吸器内科医師

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本呼吸器学会専
門医、日本リウマチ学会専門医、肺
癌CT検診認定機構認定医師

消化器内科医長

日本内科学会認定医、日本リウマチ
学会専門医・指導医・登録医、日本
リウマチ学会ソノグラファー、日本
甲状腺学会専門医、日本骨粗鬆学会
認定医

消化器内科医長

日本内科学会認定医、日本がん治療
認定医、日本総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医・指導医、日本
消化器内視鏡学会専門医・指導医

外科医長
日本外科学会専門医・指導医、日本
乳がん学会認定医、麻酔標榜医、ICT

脳神経内科医長
日本内科学会認定医・指導医、日本
神経学会専門医・指導医
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（№　23　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 室田　千晶
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
15 ×

麻酔科 出内　なつ子
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
25 ○ ４

麻酔科 久野　健二郎
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
24 ○ ４

麻酔科 戸ノ崎　拓哉
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
12 ×

麻酔科 久保　智紀
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
9 ×

小児科、血友
病ｾﾝﾀｰ

金田　眞
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
27 ○ ４

小児科、血友
病ｾﾝﾀｰ

岡　敏明
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
45 ○ ４

小児科、感染
症

成田　光生
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
38 ○ ４

小児科、循環
器

村上　智明
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
31 ○ ４

小児科 小笠原　卓
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
11 ○ ４

小児科 大島　美保
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
30 ○ ４

産婦人科 関　敏雄
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
46 ○ ４

産婦人科 河井　紀一郎
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
23 ○ ４

産婦人科 名和　正行
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
21 ×

整形外科 宮城　登
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
37 ○ ４

整形外科 原田　栄志
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
33 ×

整形外科 遠藤　香織
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
12 ×

整形外科 倉　秀美
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
34 ×

整形外科、外
傷ｾﾝﾀｰ、救急

部門
齋藤　丈太

医療法人徳洲会　札幌徳
洲会病院

25 ○ ４

整形外科、外
傷ｾﾝﾀｰ、救急

部門
上田　泰久

医療法人徳洲会　札幌徳
洲会病院

18 ○ ４

整形外科、外
傷ｾﾝﾀｰ

士反　唯衣
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
12 ○ ４

形成外科、外
傷ｾﾝﾀｰ

大野　健太郎
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
16 ×

放射線科 片田　竜司
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
25 ○ ４

放射線科 佐久間　明洋
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
19 ○ ４

耳鼻咽喉科 執行　寛
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
26 ○ ４主任部長

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門
医・指導医、日本耳鼻咽喉科学会補
聴器相談医、指導医養成講習会受講

部長

日本形成外科学会形成外科専門医・
皮膚腫瘍外科分野指導医、日本乳房
オンコプラスティックサージャリー
学会乳房再建用エキスパンダ―／イ
ンプラント責任医師

部長

日本医学放射線学会放射線診断専門
医・指導医、日本インターベンショ
ナルラジオロジー学会IVR専門医、日
本核医学会核医学専門医・PET核医学
認定医、検診マンモグラフィ読影認

医長

日本医学放射線学会放射線診断専門
医・指導医、日本インターベンショ
ナルラジオロジー学会IVR専門医、検
診マンモグラフィ読影認定医、指導
医養成講習会受講

部長

日本整形外科学会整形外科専門医・
指導医、日本救急医学会救急科専門
医、日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア認定医・指導医、
指導医養成講習会受講

部長

日本整形外科学会整形外科専門医・
指導医、日本救急医学会救急科専門
医、日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア認定医・指導医、
指導医養成講習会受講

医長
日本整形外科学会整形外科専門医、
指導医養成講習会受講

部長

日本整形外科学会整形外科専門医、
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病
医、日本整形外科学会認定運動器リ
ハビリテーション医、日本リハビリ
テーション医学会認定臨床医

医長
日本整形外科学会整形外科専門医、
日本体育協会公認スポーツドクター

医師
日本整形外科学会整形外科専門医・
指導医

部長

日本産科婦人科学会産婦人科専門
医、日本臨床細胞学会細胞診専門
医・指導医、日本産科婦人科内視鏡
学会技術認定医、日本内視鏡外科学
会技術認定医（産科婦人科）、麻酔

医長
日本プライマリ・ケア連合学会プラ
イマリ・ケア認定医

主任部長
日本整形外科学会整形外科専門医・
指導医、日本整形外科学会認定ス
ポーツ医、指導医養成講習会受講

医長
日本小児科学会小児科専門医、日本
感染症学会感染症専門医、指導医養
成講習会受講

医師

日本小児科学会小児科専門医、イン
フェクションコントロールドク
ター、AHA PALS Provider、指導医養
成講習会受講

主任部長
日本産科婦人科学会産婦人科専門
医、指導医養成講習会受講

臨床顧問、ｾﾝﾀｰ長

日本小児科学会小児科専門医・指導
医、日本血液学会認定血液専門医・
指導医、日本小児血液・がん学会暫
定指導医、指導医養成講習会受講

部長

日本小児科学会小児科専門医・指導
医、日本感染症学会感染症専門医・
指導医、インフェクションコント
ロールドクター、指導医養成講習会
受講

部長

日本専門医機構認定小児科専門医、
日本小児科学会小児科指導医、日本
循環器学会循環器専門医、日本小児
循環器学会小児循環器専門医、日本
成人先天性心疾患学会成人先天性心

医長
日本麻酔科学会麻酔科専門医、麻酔
科標榜医

医師 日本麻酔科学会麻酔科専門医

主任部長、副ｾﾝﾀｰ長

日本小児科学会小児科専門医・指導
医、日本血液学会認定血液専門医、
日本がん治療認定機構がん治療認定
医、指導医養成講習会受講

医長 日本外科学会外科専門医

主任部長
日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導
医、麻酔科標榜医、指導医養成講習
会受講

部長
日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導
医、麻酔科標榜医、指導医養成講習
会受講
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（№　24　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

耳鼻咽喉科、
甲状腺内視鏡

ｻｰｼﾞｾﾝﾀｰ
片山　昭公

医療法人徳洲会　札幌徳
洲会病院

26 ○ ４

皮膚科 浅賀　浩孝
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
29 ○ ４

眼科 安井　文智
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
19 ○ ４

病理診断科 柳内　充
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
21 ×

健康管理ｾﾝﾀｰ 和田　好正
医療法人徳洲会　札幌徳

洲会病院
36 ×

胸部外科 青木　秀俊 市立旭川病院 45 ×

消化器内科 斉藤　裕輔 市立旭川病院 36 ○ ３、４

循環器内科
（救急指導

医）
石井　良直 市立旭川病院 34 ○ ４

麻酔科
(救急指導

医）
一宮　尚裕 市立旭川病院 35 ○ ４

外科 笹村　裕二 市立旭川病院 30 ○ ４

循環器内科 菅野　貴康 市立旭川病院 20 ×

循環器内科 井澤　和眞 市立旭川病院 19 ○ ４

循環器内科 井川　貴行 市立旭川病院 14 ○ ４

循環器内科 中村　愛 市立旭川病院 9 ×

血液内科 柿木　康孝 市立旭川病院 36 ○ ４

血液内科 千葉　広司 市立旭川病院 26 ○ ４

血液内科 松岡　里湖 市立旭川病院 13 ×

消化器内科 垂石　正樹 市立旭川病院 33 ○ ４

消化器内科 稲場　勇平 市立旭川病院 18 ○ ４

消化器内科 助川　隆士 市立旭川病院 17 ○ ４

消化器内科 杉山　隆治 市立旭川病院 13 ○ ４

呼吸器内科 福居　嘉信 市立旭川病院 23 ○ ４

呼吸器内科 谷野　洋子 市立旭川病院 24 ○ ４

糖尿病・代謝
内科

宮本　義博 市立旭川病院 29 ○ ４

糖尿病・代謝
内科

永島　優樹 市立旭川病院 13 ×

診療部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
糖尿病学会専門医・研修指導医、第
37回新臨床研修指導医養成講習会

医長
日本内科学会認定医、糖尿病学会専
門医・療養専門医

医長
日本内科学会認定医、第6回旭川医科
大学病院指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
呼吸器学会専門医・指導医、日本ア
レルギー学会専門医、日本医師会指
導のための教育ワークショップ

医員

日本内科学会総合内科専門医、日本
呼吸器学会専門医、第8回北海道大学
病院指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医・指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、臨床研修
指導医養成講習会

診療部長

日本内科学会認定医・日本消化器病
学会指導医、消化器内視鏡学会指導
医、日本消化管学会暫定指導医、第5
回旭川医科大学病院指導医のための
教育ワークショップ

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医、消化器内視鏡
学会専門医、日本プライマリ・ケア
学会指導医、日本肝臓学会専門医、
北海道・北海道医師会指導医のため

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
血液学会専門医・指導医、日本輸
血・細胞治療学会認定医、日本造血
細胞移植会認定医、臨床研修指導医
養成講習会

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
血液学会専門医、日本造血細胞移植
学会認定医、北海道医師会指導医の
ための教育ワークショップ

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
血液学会専門医、日本造血細胞移植
学会認定医

診療部長

日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治
療学会認定医、臨床研修指導医養成
講習会

医長
日本内科学会認定医、臨床研修指導
医養成講習会

医長
日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医

副院長

日本麻酔科学会専門医・指導医、日
本救急科専門医、日本ペインクリ
ニック学会専門医、2003年11月新臨
床研修指導医養成講習会

副院長
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会認定医、日本乳癌学会認定
医、臨床研修指導医養成講習会

診療部長
日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医

病院事業管理者 日本循環器学会専門医

院長

日本内科学会指導医、日本消化器病
学会指導医、日本消化器内視鏡学会
指導医、日本消化管学会消化管専門
医、臨床研修指導医養成講習会

副院長

日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治
療学会専門医・指導医、臨床研修指
導医養成講習会

部長
日本眼科学会眼科専門医、指導医養
成講習会受講

部長

日本病理学会病理専門医、日本臨床
細胞学会細胞診専門医、日本臨床検
査医学会検査管理医、日本耳鼻咽喉
科学会耳鼻咽喉科専門医、厚生労働
省死体解剖資格

医師

部長

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門
医・指導医、日本耳鼻咽喉科学会補
聴器相談医、日本頭頸部外科学会頭
頸部がん暫定指導医、指導医養成講
習会受講

部長 指導医養成講習会受講



別紙４

（№　25　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

総合内科 鈴木　聡 市立旭川病院 17 ○ ４

総合内科 鈴木　啓子 市立旭川病院 18 ○ ４

神経内科 片山　隆行 市立旭川病院 25 ○ ４

神経内科 高橋　佳恵 市立旭川病院 10 ×

外科 村上　慶洋 市立旭川病院 22 ○ ４

外科 阿部　紘丈 市立旭川病院 11 ×

外科 本谷　康二 市立旭川病院 9 ×

外科 山田　徹 市立旭川病院 9 ×

胸部外科 村上　達哉 市立旭川病院 24 ○ ４

胸部外科 内藤　祐嗣 市立旭川病院 17 ×

耳鼻咽喉科 佐藤　公輝 市立旭川病院 37 ○ ４

耳鼻咽喉科 相澤　寛志 市立旭川病院 25 ○ ４

眼科 菅野　晴美 市立旭川病院 31 ○ ４

小児科 中嶋　雅秀 市立旭川病院 23 ○ ４

小児科 古川　卓朗 市立旭川病院 19 ○ ４

小児科 藤本　隆憲 市立旭川病院 12 ×

泌尿器科 望月　端吾 市立旭川病院 23 ○ ４

産婦人科 林　博章 市立旭川病院 40 ○ ４

産婦人科 伊野　善彦 市立旭川病院 8 ○ ４

精神神経科 佐藤　譲 市立旭川病院 36 ×

精神神経科 武井　明 市立旭川病院 34 ○ ４

精神神経科 目良　和彦 市立旭川病院 20 ○ ４

精神神経科 泉　将吾 市立旭川病院 10 ×

精神神経科 廣田　亜佳音 市立旭川病院 9 ×

麻酔科
(救急指導

医）
南波　仁 市立旭川病院 34 ○ ４

医長 日本精神保健指定医

医長

診療部長
日本麻酔科学会専門医・指導医、日
本救急医学会救急科専門医、臨床研
修指導医養成講習会

診療部長 日本精神保健指定医

診療部長

日本精神神経学会専門医・指導医、
日本児童青年精神医学会認定医・こ
どもの心の専門医、日本精神保健指
定医
第61回新臨床研修指導医養成講習会

診療部長
日本精神神経学会専門医・指導医、
日本精神保健指定医、臨床研修指導
医養成講習会

診療部長

日本泌尿器科学会専門医、泌尿器腹
腔鏡技術認定医、第15回北海道大学
病院指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長

日本産科婦人科学会専門医・指導
医、日本がん治療認定医、日本婦人
科腫瘍学会専門医、日本臨床細胞診
学会専門医・指導医、認定産業医、
臨床研修指導医養成講習会

医長

日本婦人科専門医、がん治療認定
医、日本化学療法学会抗菌化学療法
認定医、北海道大学病院指導医のた
めのワークショップ

診療部長

日本小児科学会専門医・指導医、日
本血液学会専門医、北海道・北海道
医師会指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長
日本小児科学会専門医、日本小児循
環器学会専門医、小児科指導医のた
めの教育ワークショップ

医長

診療部長

日本耳鼻咽喉科学会専門医・専門研
修指導医・補聴器相談医、第6回北海
道大学病院指導医のための教育ワー
クショップ

診療部長
日本耳鼻咽喉科学会専門医・補聴器
相談医、第5回北海道大学病院指導医
のための教育ワークショップ

診療部長
日本眼科学会専門医
第6回北海道大学病院指導医のための
教育ワークショップ

医長 日本外科学会専門医

診療部長

日本外科学会専門医・指導医、日本
胸部外科学会心臓血管外科専門医、
日本医師会指導医のための教育ワー
クショップ

診療部長

日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会認定医、日本乳癌学会認定
医、三学会構成心臓血管外科専門
医、臨床研修指導医養成講習会

診療部長

日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器病学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、北海道医師会指導医
のためのワークショップ

医長 日本外科学会専門医

医長 日本外科学会専門医

医員
日本内科学会認定医、北海道医師会
指導医のためのワークショップ

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医・指導医、日本脳卒
中学会専門医、日本臨床神経整理学
会専門医・指導医、日本認知症学会
専門医・指導医、旭川医科大学指導

医長
日本内科学会認定医、日本神経学会
神経内科専門医

診療部長

日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本プライマリ・
ケア学会指導医、第9回北海道プライ
マリ・ケアネットワーク指導医講習
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（№　26　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科
(救急指導

医）
岡崎　加代子 市立旭川病院 25 ×

皮膚科 坂井　博之 市立旭川病院 32 ○ ４

皮膚科 堀　仁子 市立旭川病院 23 ×

病理
(病理指導

医）
高田　明生 市立旭川病院 35 ○ ４

放射線科 花輪　真 市立旭川病院 30 ○ ４

放射線科 鎌田　洋 市立旭川病院 21 ×

放射線治療科 川島　和之 市立旭川病院 25 ○ ４

救急診療科 丹保　亜希仁 市立旭川病院 17 ○ ４

内科 鈴木　一也 市立釧路総合病院 21 ○ ４

内科 菅野　伸一 市立釧路総合病院 11 ○ ４

内科 加藤　喜哉 市立釧路総合病院 7 ○ ４

内科 北村　康夫 市立釧路総合病院 19 ○ ４

外科 長谷川　直人 市立釧路総合病院 35 ○ ４

外科 佐藤　暢人 市立釧路総合病院 19 ○ ４

外科 髙平　真 市立釧路総合病院 39 ○ ４

救急部門 其田　一 市立釧路総合病院 35 ○ ４

小児科 足立　憲昭 市立釧路総合病院 37 ○ ４

小児科 山本　大 市立釧路総合病院 17 ○ ４

産婦人科 岡村　直樹 市立釧路総合病院 28 ○ ４

泌尿器科 森田　研 市立釧路総合病院 32 ○ ４

泌尿器科 谷口　成実 市立釧路総合病院 31 ○ ４

整形外科 梅本　貴央 市立釧路総合病院 20 ○ ４

整形外科 三田　真俊 市立釧路総合病院 18 ○ ４

脳神経外科 今泉　俊雄 市立釧路総合病院 34 ○ ４

脳神経外科 菅野　彩 市立釧路総合病院 11 ○ ４部長

脳神経外科専門医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
迷走神経刺激療法に関わる講習会修
了
市立釧路総合病院緩和ケア研修会修

部長
日本整形外科学会認定専門医
日本整形外科学会運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
医

部長

日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会運動器リハビリ
テーション医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医

統括診療部長
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医

部長

医学博士（札幌医科大学）
日本産婦人科学会専門医
日本周産期新生児医学会暫定指導医
北海道医師会母体保護法指定医
日本周産期新生児医学会　新生児蘇

副院長

日本泌尿器科学会指導医
日本透析医学会指導医
日本移植学会移植認定医
日本臨床腎移植学会腎移植認定医
日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡技術認

部長
日本泌尿器科学会指導医
日本排尿機能学会代議員

副院長
日本麻酔科学会指導医
日本ペインクリニック学会認定医

副院長
日本小児科学会認定医
日本小児科学会指導医

部長

医学博士（札幌医科大学）
日本小児科学会指導医・専門医
インフェクションコントロールドク
ター（ICD）

副院長

日本外科学会指導医
日本乳癌学会認定医
日本消化器外科学会認定医
日本がん治療医認定医機構暫定教育
医

部長

医学博士（北海道大学）
日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
消化器がん外科治療認定医
日本消化器病学会指導医・専門医

院長
日本胸部外科学会認定医
日本外科学会認定医

部長

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化管学会胃腸科専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡
専門医

医長（２） 日本内科学会認定内科医

部長
第7回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会

診療部長

日本医学放射線科学会放射線治療専
門医、日本放射線腫瘍学会認定医、
日本がん治療認定医、第14回北海道
大学病院指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長

日本麻酔科学会専門医・指導医、日
本救急医学会救急科専門医、日本集
中治療医学会専門医、臨床研修指導
医養成講習会

統括診療部長

日本内科学会指導医・総合内科専門
医　　　　　　　日本消化器病学会
専門医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認

診療部長
日本病理学会専門医、日本臨床細胞
学会専門医、臨床研修指導医養成講
習会

診療部長

日本IVR学会指導医、日本医学放射線
学会放射線診断専門医、日本脈管学
会専門医、日本ステントグラフト指
導医、第49回新臨床研修指導医養成
講習会

診療部長
日本医学放射線学会放射線診断専門
医

診療部長 日本麻酔科学会専門医・指導医

診療部長
日本皮膚科学会専門医、日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会専門医、北海道医師会指導医の
ための教育ワークショップ

診療部長 日本皮膚科学会専門医・指導医



別紙４

（№　27　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

皮膚科 中村　裕之 市立釧路総合病院 26 ○ ３、４

耳鼻咽喉科 坂下　智博 市立釧路総合病院 17 ○ ４

精神神経科 北川　寛 市立釧路総合病院 11 ○ ４

救急科 豊原　隆 市立釧路総合病院 8 ○ ４

眼科 栗山　周子 市立釧路総合病院 21 ○ ４

放射線科 小野寺　俊輔 市立釧路総合病院 17 ○ ４

内科 平　林　高　之 砂川市立病院 37 ○ ４

内科 日　下　大　隆 砂川市立病院 39 ○ ４

内科 木　村　眞　司 砂川市立病院 31 ○ ４

内科 渡　部　直　己 砂川市立病院 33 ○ ４

内科 吉　田　行　範 砂川市立病院 33 ○ ４

内科 廣　海　弘　光 砂川市立病院 29 ○ ４

内科 新　崎　人　士 砂川市立病院 25 ○ ４

内科 山　内　理　香 砂川市立病院 20 ○ ４

内科 廣　瀬　文　吾 砂川市立病院 8 ○ ４

内科 中　村　祐　貴 砂川市立病院 8 ○ ４

内科 清　水　紀　宏 砂川市立病院 25 ○ ４

内科 松　谷　健　一 砂川市立病院 13 ○ ４

内科 中　島　孝　之 砂川市立病院 11 ○ ４

外科 田　口　宏　一 砂川市立病院 38 ○ ３、４

外科 横　田　良　一 砂川市立病院 25 ○ ４

外科 細　田　充　主 砂川市立病院 24 ○ ４

外科 宮　野　須　一 砂川市立病院 39 ○ ４

外科 須　貝　明日香 砂川市立病院 12 ○ ４

外科 古明地　孝　宏 砂川市立病院 27 ○ ４

医長 日本血清外科学会専門医

センター長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医

部長
日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器外科学会専門医・指導医

部長
日本外科学会専門医・指導医、日本
乳癌学会乳腺専門医

副院長 日本整形外科学会専門医

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医

医長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医

院長
日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器外科学会認定医

副医長
日本内科学会総合内科認定医、日本
神経学会専門医

副医長
日本内科学会総合内科認定医、日本
神経学会専門医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医

部長

部長
日本内科学会認定医、日本血液学会
指導医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医・指導医

副院長
日本内科学会総合内科認定医、日本
ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医

室長 日本内科学会総合内科専門医

室長
日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医

部長
日本放射線腫瘍学会　日本医学放射
線学会放射線治療専門医
日本医学放射線学会研修指導者

病院事業管理者
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医

副院長
日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会指導医

部長

日本精神神経学会精神科専門医
日本精神神経学会指導医
日本精神神経学会認知症診療医
精神保健指定医

医長（１）

日本救急医学会救急科専門医
日本DMAT隊員
北海道災害医療コーディネーター
釧路根室件地域メディカルコント
ロール医師

部長

統括診療部長
医学博士（北海道大学）
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

部長

医学博士（北海道大学）
耳鼻咽喉科専門医
耳鼻咽喉科専門研修指導医
頭頸部がん専門医
がん治療認定医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 大　瀧　隼　也 砂川市立病院 11 ○ ４

外科 山　岡　　　歩 砂川市立病院 8 ○ ４

外科 佐々木　昭　彦 砂川市立病院 36 ○ ４

外科 橋　口　仁　喜 砂川市立病院 14 ○ ４

麻酔科 雨　森　英　彦 砂川市立病院 27 ○ ４

救急部門 富　田　明　子 砂川市立病院 9 ○ ４

小児科 菊　地　成　佳 砂川市立病院 19 ○ ４

小児科 近　藤　謙　次 砂川市立病院 16 ○ ４

産婦人科 津　田　加都哉 砂川市立病院 37 ○ ４

産婦人科 山　下　陽一郎 砂川市立病院 31 ○ ４

産婦人科 宇　田　智　浩 砂川市立病院 14 ○ ４

精神科 内　海　久美子 砂川市立病院 31 ○ ４

選択科目 鎌　田　麻　子 砂川市立病院 22 ○ ４

選択科目 國　島　康　晴 砂川市立病院 28 ○ ４

選択科目 村　中　貴　之 砂川市立病院 18 ○ ４

選択科目 柳　瀬　雅　裕 砂川市立病院 31 ○ ４

選択科目 加　藤　明　夫 砂川市立病院 28 ○ ４

選択科目 横　山　千　秋 砂川市立病院 14 ○ ４

臨床病理検討
会

岩　木　宏　之 砂川市立病院 36 ○ ４

選択科目 長谷川　雅　一 砂川市立病院 20 ○ ４

選択科目 高　田　延　寿 砂川市立病院 14 ○ ４

選択科目 齊　藤　直　人 砂川市立病院 17 ○ ４

内科 下　嶋　秀　和 砂川市立病院 19 ○ ４

内科 岸　田　直　樹 砂川市立病院 18 ○ ４

内科 堤　　　明人 滝川市立病院 38 ○ ３、４

医長 日本救急医学学会救急科専門医

医師（非常勤）
日本内科学会総合内科認定医、日本
感染症学会専門医

院長 日本内科学会認定内科専門医

部長 日本医学放射線学会専門医

医長 放射線診断専門医

部長
日本リハビリテーション医学会専門
医

部長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

医長 日本眼科学会専門医

副院長 日本病理学会専門医

部長 日本泌尿器科学会専門医

医長 日本泌尿器科学会専門医

センター長 日本泌尿器科学会専門医・指導医

医長 日本産婦人科学会専門医

副院長 日本老年精神医学会専門医・指導医

部長 日本皮膚科学会専門医

医長 日本小児科学会専門医

センター長 日本産婦人科学会専門医

部長 日本産婦人科学会専門医

センター長 日本麻酔学会専門医・指導医

センター長 日本救急医学学会救急科専門医

質長 日本小児科学会専門医

副医長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医

室長
日本外科学会認定医、日本胸部外科
学会専門医

医長
日本外科学会専門医、日本胸部外科
学会専門医

医長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 松橋　浩伸 滝川市立病院 37

内科 藤井　　　渉 滝川市立病院 28

内科 早川　敏文 滝川市立病院 26

内科 西村　正人 滝川市立病院 24 ○ ４

内科 後藤　全秀 滝川市立病院 12

内科 服部　敏之 滝川市立病院 11

内科 北尾　直之 滝川市立病院 11

眼科 堤　　雅幸 滝川市立病院 15 ○ ４

小児科 黒澤　洋一 滝川市立病院 41

小児科 永井　和重 滝川市立病院 34 ○ ４

外科 星川　　　剛 滝川市立病院 39 ○ ４

外科 久木田　和磨 滝川市立病院 23

外科 中野　正一郎 滝川市立病院 11

整形外科 小林　拓馬 滝川市立病院 16

整形外科 冨居　りら 滝川市立病院 8

泌尿器科 松川　　雅則 滝川市立病院 32

麻酔科 井上　　光 滝川市立病院 27 ○ ４

麻酔科 石岡　慶己 滝川市立病院 11

精神神経科 梅本　由佳 滝川市立病院 10

精神神経科 小原　絵夢 滝川市立病院 9 ○ ４

放射線科 花岡　　秀人 滝川市立病院 34

耳鼻咽喉科 竹内　和郎 滝川市立病院 36 ○ ４

皮膚科 水野　　修 滝川市立病院 20

内科 鈴木　康秋 名寄市立総合病院 28 ○ ３、４

小児科 室野　晃一 名寄市立総合病院 39 ○ ４院長 小児科専門医、感染症指導医

診療部長 日本耳鼻咽喉科専門医

主任医長 日本皮膚科学会皮膚科専門医

副院長

認定内科医、消化器病指導医、肝臓
専門医、日本内科学会総合内科専門
医、日本消化器学会指導医、消化器
内視鏡学会指導医、肝臓学会指導
医、日本超音波医学会指導医

医長

医長
日本精神神経学会精神科専門医・指
導医、北海道精神神経学会精神保健
指定医

診療部長
日本医学放射線学会認定放射線専門
医、肺がんCT検診認定医師

診療部長
日本泌尿器科学会専門医、指導医・
泌尿器腹腔鏡技術認定医

診療部長 日本麻酔科学会専門医

医長
日本麻酔科学会専門医、日本周術期
経食道心エコー認定医

医長

診療部長
日本整形外科学会専門医、日本整形
外科学会認定スポーツ医

医長
日本整形外科学会専門医、日本整形
外科学会認定リウマチ医

診療部長
日本小児科学会専門医、日本小児感
染症学会評議員

副院長
日本外科学会指導医、日本消化器外
科学会認定医

主任医長
日本外科学会認定医・専門医、消化
器・がん外科治療認定医

医長
日本内科学会認定医、日本糖尿病学
会専門医

医長 日本眼科学会専門医、PDT治療認定医

診療部長 日本小児科学会専門医

主任医長
日本内科学会認定内科専門医、日本
循環器学会認定循環器専門医

医長

医長

副院長
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会認定循環器専門医

診療部長
日本内科学会認定内科専門医、日本
糖尿病学会指導医

診療部長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器内視鏡学会指導医
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（№　30　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 森田　一豊 名寄市立総合病院 34 ○ ４

内科 酒井　博司 名寄市立総合病院 35 ○ ４

産婦人科 北村　晋逸 名寄市立総合病院 33 ○ ４

外科 徳光　直樹 名寄市立総合病院 30 ○ ４

小児科 平野　至規 名寄市立総合病院 30 ○ ４

外科 眞岸　克明 名寄市立総合病院 28 ○ ４

整形外科 濱田　修 名寄市立総合病院 37 ○ ４

耳鼻咽喉科 齋藤　滋 名寄市立総合病院 34 ○ ４

精神科 野口　剛志 名寄市立総合病院 27 ○ ４

泌尿器科 山下　孝典 名寄市立総合病院 26 ○ ４

外科 竹林　徹郎 名寄市立総合病院 25 ○ ４

内科 浅井　眞人 名寄市立総合病院 25 ○ ４

内科 八巻　多 名寄市立総合病院 23 ○ ４

小児科 中村　英記 名寄市立総合病院 24 ○ ４

外科 清水　紀之 名寄市立総合病院 24 ○ ４

外科 白井　和歌子 名寄市立総合病院 24 ○ ４

麻酔科 舘岡　一芳 名寄市立総合病院 24 ○ ４

救急科 西浦　猛 名寄市立総合病院 24 ○ ４

内科 石田　健介 名寄市立総合病院 16 ○ ４

内科 芹川　真哉 名寄市立総合病院 12 ○ ４

皮膚科 大石　泰史 名寄市立総合病院 18 ○ ４

産婦人科 野澤　明美 名寄市立総合病院 20 ○ ４

産婦人科 小野　方正 名寄市立総合病院 15 ○ ４

外科 桑谷　俊彦 名寄市立総合病院 13 ○ ４

内科 藤林　周吾 名寄市立総合病院 12 ○ ４

医長 外科専門医

医長 消化器専門医

主任医長 皮膚科専門医

主任医長 産婦人科専門医

主任医長 産婦人科専門医

救命救急センター長 循環器専門医

医長 呼吸器専門医

医長 消化器専門医

診療部長 外科専門医、心臓血管外科専門医

診療部長
脳神経外科専門医、脳卒中学会専門
医

診療部長
麻酔科指導医、麻酔科標榜医、心臓
血管麻酔専門医

診療部長 認定内科医、糖尿病専門医

診療部長
救急科専門医、循環器専門医、認定
内科医、日本ＤＭＡＴ隊員

診療部長 小児科専門医

診療部長 精神保健指定医、精神医学会専門医

診療部長 泌尿器科指導医

診療部長
外科専門医、消化器外科専門医、消
化器がん外科治療認定医

統括診療部長
外科指導医、心臓血管外科専門医、
胸部外科認定医

診療部長 整形外科専門医

診療部長 耳鼻咽喉科専門医

統括診療部長 産婦人科専門医、母体保護法指定医

統括診療部長
脳神経外科専門医、脳卒中学会専門
医

統括診療部長 小児科専門医、感染症指導医

統括診療部長
総合内科専門医、循環器専門医、呼
吸器専門医

副院長 循環器専門医、認定内科医
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（№　31　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

救急科 稲垣　泰好 名寄市立総合病院 15 ○ ４

小児科 角谷　不二雄
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
36 ○ ３、４

整形外科 田中　雅仁
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
20 ○ ４

内科 名取　俊介
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
33 ○ ４

内科 野呂　忠孝
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
27 ×

内科 西川　浩司
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
27 ○ ４

小児科 藤保　洋明
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
33 ○ ４

小児科 大久保　仁史
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
22 ○ ４

外科 藤原　康博
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
29 ○ ４

外科 渡邉　賢二
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
16 ○ ４

泌尿器科 小山内　裕昭
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
37 ×

泌尿器科 沼田　篤
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
29 ×

産婦人科 堀　保彦
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
42 ○ ４

産婦人科 石川　雅嗣
社会福祉法人北海道社会

事業協会富良野病院
37 ×

内科 大崎　能伸 吉田病院 37 ○ ４

内科 馬場　勝義 吉田病院 32 ○ ４

内科 石黒　俊哉 吉田病院 28 ×

内科 武田　寛樹 吉田病院 32 ×

泌尿器科 藤澤　　真 深川市立病院 40 ○ ３、４

内科 中島　功雄 深川市立病院 37 ○ ４

外科、救急 新居　利英 深川市立病院 34 ○ ４

麻酔科 大谷内　真弓 深川市立病院 30 ○ ３、４

内科、救急 籏本　恵介 深川市立病院 26 ○ ４

泌尿器科 佐賀　祐司 深川市立病院 33 ○ ４

泌尿器科 野田　　剛 深川市立病院 27 ○ ４

救急部長
指導医のための教育ワークショッ
プ、日本救急医学会　専門医

診療部長
指導医のための教育ワークショッ
プ、日本泌尿器科学会　 専門医・指
導医

主任医長
指導医のための教育ワークショッ
プ、日本泌尿器科学会　専門医・指
導医

相談役
指導医のための教育ワークショッ
プ、日本内科学会 　認定医、日本呼
吸器内視鏡学会 　指導医

副院長

指導医のための教育ワークショッ
プ、日本外科学会 　指導医、専門
医、日本消化器外科学会 　指導医・
専門医、日本消化器病学会 　専門医

麻酔科部長

指導医のための教育ワークショッ
プ、日本麻酔科学会麻酔科　専門
医、麻酔科標榜医、プログラム責任
者養成講習会修了

副院長
日本内科学会認定総合内科医、日本
透析学会専門医・指導医、日本腎臓
学会専門医・指導医

医局長
日本内科学会認定総合内科専門医、
日本循環器学会認定循環器専門医

院　長
指導医のための教育ワークショッ
プ、日本泌尿器科学会 　専門医・指
導医

部長 日本産婦人科学会専門医

理事長補佐
細胞診指導医、気管支内視鏡認定
医・指導医、呼吸器学会専門医・指
導医、臨床腫瘍指導医　他

院長
日本内科学会認定総合内科医、日本
消化器病学会認定医

院長 日本泌尿器科学会専門医・指導医

主任部長 日本泌尿器科学会専門医・指導医

主任部長
日本産婦人科学会専門医　日本臨床
細胞学会細胞専門医

主任部長
日本小児科学会専門医・指導医　指
導医講習会

診療部長
日本外科学会専門医・指導医教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ

部長
日本外科学会専門医・指導医、消化
器外科・消化器病専門医

主任部長 日本循環器学会専門医

主任部長
日本温泉療法学会専門医　教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ

診療部長
日本小児科学会専門医・指導医　教
育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

副院長
日本小児科学会専門医・指導医　ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会

主任部長 日本整形外科専門医　教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

診療部長
日本循環器学会専門医・指導医　指
導医養成講習会

主任医長 救急科専門医
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（№　32　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 森本　英雄 深川市立病院 40

脳神経外科 川田　佳克 深川市立病院 37

小児科 三浦　優利香 深川市立病院 26

内科 奥山　　淳 深川市立病院 25

外科 水上　周二 深川市立病院 22

外科 岡山　大志 深川市立病院 17

眼科 郷田　善亮 深川市立病院 10

自由選択
（内科）

矢崎康幸 小林病院 44 ×

自由選択
（外科）

山本康弘 小林病院 31 ○ ３、４

自由選択
（循環器科）

夷岡迪彦 小林病院 52 ×

自由選択
（泌尿器科）

山本秀伸 小林病院 38 ×

自由選択
（整形外科）

畑山明広 小林病院 33 ×

地域保健・医
療

國本　正雄 くにもと病院 39 ○ ３、４

地域保健・医
療

安部　達也 くにもと病院 27 ×

地域保健・医
療

鉢呂　芳一 くにもと病院 26 ○ ４

地域保健・医
療

村上　雅則 くにもと病院 39 ○ ４

地域保健・医
療

小原　啓 くにもと病院 27 ○ ４

地域保健・医
療

稲垣　光裕 くにもと病院 35 ○ ４

内科（循環
器）

尾畑　弘美 国立病院機構帯広病院 37 ×

外科（心外） 熱田　義顕 国立病院機構帯広病院 18 ×

外科（呼外） 八栁　英治 国立病院機構帯広病院 35 ○ ４

精神科、神経
科

本間　裕士 国立病院機構帯広病院 31 ×

内科
地域医療

國枝　保幸 市立稚内病院 37 ○ ３、４

内科 村中　徹人 市立稚内病院 12 ○ ４

外科
救急

藤好　真人 市立稚内病院 17 ×医長

院長 精神神経学会指導医

院長 日本内科学会総合内科専門医ほか

医長 日本内科学会総合内科専門医ほか

副院長
循環器学会専門医、不整脈学会専門
医

心臓血管外科、医長
外科学会指導医、心臓血管外科専門
医

統括診療部長
外科学会指導責任者、呼吸器外科学
会専門医

診療部長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
専門医・指導医、日本消化器がん検
診学会専門医、日本医師会認定産業
医

診療部長

日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、指導医、日本消化器
病学会専門医、指導医、日本がん治
療認定機構がん治療認定医

診療部長

日本外科学会専門医、指導医、日本
消化器外科学会専門医、指導医、日
本消化器病学会専門医、指導医、日
本消化器外科消化器がん外科治療認
定医、日本がん治療認定機構がん治

理事長

日本外科学会専門医、指導医、日本
大腸肛門病学会専門医、指導医、評
議員、日本消化器外科学会認定医、
日本消化器内視鏡学会専門医、指導
医、日本プライマリ・ケア連合学会

院長

日本外科学会専門医、指導医、日本
大腸肛門病学会専門医、指導医、日
本がん治療認定医機構がん治療認定
医、教育医、日本臨床腫瘍学会暫定
指導医、日本消化器外科学会専門

副院長
日本外科学会　専門医・指導医、日
本大腸肛門病学会　専門医

循環器科部長
日本胸部外科学会指導医
日本外科学会専門医

泌尿器科部長
日本外科学会指導医
日本泌尿器科学会指導医
日本東洋医学会漢方専門医

脊椎脊髄センター部長
日本脊椎脊髄病学会指導医
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

医長 日本眼科学会　専門医

内科顧問
日本肝臓学会認定医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会指導医

外科部長

日本外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器病学会指導医
日本大腸肛門病学会認定専門医

医長 日本循環器学会　専門医

医長
日本外科学会　専門医、マンモグラ
フィ読影　認定医

医長
日本外科学会　専門医、日本消化器
病学会　専門医

内科部長
日本内科学会 　認定医、日本循環器
学会 　専門医、日本呼吸器学会
専門医

診療部長 日本脳神経外科学会 　専門医

主任医長 日本小児科学会　専門医



別紙４

（№　33　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 柴田　賢吾 市立稚内病院 10 ×

外科 田仲　大樹 市立稚内病院 8 ×

整形外科
救急

白岩　康孝 市立稚内病院 20 ○ ４

産婦人科 西脇　邦彦 市立稚内病院 29 ○ ４

産婦人科 村上　幸治 市立稚内病院 8 ×

小児科 石岡　　透 市立稚内病院 35 ○ ４

小児科 坪田　朋佳 市立稚内病院 13 ○ ４

皮膚科 加藤　直樹 市立稚内病院 27 ×

精神神経科 堀之内　徹 市立稚内病院 12 ×

外科
地域医療

髙木　知敬 市立稚内病院 45 ○ ４

救急 貝嶋　光信 恵み野病院 44 ○ ３、４

内科 森合　哲也 恵み野病院 39 ○ ４

内科 三浦　洋輔 恵み野病院 23 ○ ４

内科 成田　浩二 恵み野病院 33 ○ ４

内科 三浦　洋子 恵み野病院 22 ×

内科 牧口　展子 恵み野病院 25 ×

外科 中村　貴久 恵み野病院 29 ○ ４

外科 森田　恒彦 恵み野病院 23 ×

外科 林　俊治 恵み野病院 24 ×

救急 福田　博 恵み野病院 41 ○ ４

救急 山本　和秀 恵み野病院 31 ×

救急 村元　敏明 恵み野病院 33 ×

透析科 橋本　博 恵み野病院 40 ○ ４

透析科 渡部　嘉彦 恵み野病院 34 ×

救急 太田　博史 恵み野病院 29 ×

センター長
日本泌尿器科学会指導医・専門医、
日本透析医学会専門医

部長 日本整形外科学会専門医

部長 日本脳神経外科学会専門医

部長 日本整形外科学会専門医

部長 日本泌尿器科学会専門医

部長 日本外科学会専門医

部長 日本外科学会指導医・専門医

診療部長
日本脳神経外科学会専門医、日本て
んかん学会専門医

部長

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本心血管イン
ターベンション治療学会専門医

副院長
日本外科学会専門医・認定医、日本
消化器外科学会認定医

副院長

日本消化器病学会指導医・専門医、
日本糖尿病学会研修指導医・専門
医、日本消化器内視鏡学会指導医・
専門医、日本内科学会総合内科指導
医・専門医

院長代理

日本消化器内視鏡学会指導医・専門
医、日本内科学会認定医、日本消化
器病学会指導医・専門医、日本肝臓
学会肝臓専門医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本医師会認定
産業医

医長 日本精神神経学会専門医ほか

地域連携ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長 日本外科学会外科専門医ほか

院長 日本脳神経外科学会専門医

副院長 日本小児科学会小児科専門医ほか

医長 日本小児科学会小児科専門医

診療部長
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医ほ
か

診療部長
日本整形外科学会整形外科専門医ほ
か

副院長
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
ほか

医長
日本産科産婦科学会産婦人科専門医
ほか

医長 日本外科学会外科専門医

医長
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（№　34　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

泌尿器科 井内　裕満 恵み野病院 31 ○ ４

内科 松本　啓 恵み野病院 26 ×

麻酔科 高階　隼 恵み野病院 11 ○ ４

内科 平山　康高 恵み野病院 20 ×

内科 下岡　良典 恵み野病院 14 ×

小児科 近藤　英輔 恵み野病院 11 ○ ４

内科 林　健児 恵み野病院 11 ×

救急 鎌田　恭輔 恵み野病院 32 ○ ４

内科 酒井　健太郎 恵み野病院 10 ×

外科 大畑　多嘉宣 恵み野病院 14 ○ ４

内科 曽根　孝之 恵み野病院 8 ×

病理 小川　勝洋 恵み野病院 41 ×

内科【消化器
内科】

太田　智之 札幌東徳洲会病院 31 ○ ４

内科【総合内
科】

清水　洋三 札幌東徳洲会病院 47 ×

内科【総合内
科】

畑　俊一 札幌東徳洲会病院 53 ○ ４

内科【総合内
科】

七尾　恭子 札幌東徳洲会病院 17 ○ ４

内科【総合診
療部】

安尾　和裕 札幌東徳洲会病院 26 ○ ４

内科【消化器
内科】

木村　圭介 札幌東徳洲会病院 29 ○ ４

内科【消化器
内科】

坂本　淳 札幌東徳洲会病院 21 ○ ４

内【消化器内
科】

井上　充貴 札幌東徳洲会病院 26 ○ ４

内科【消化器
内科】

冨永　素矢 札幌東徳洲会病院 19 ×

内科【消化器
内科】

市來　一彦 札幌東徳洲会病院 16 ○ ４

内科【消化器
内科】

佐藤　允洋 札幌東徳洲会病院 5 ×

内科【IBDセ
ンター・選択

科目】
前本　篤男 札幌東徳洲会病院 28 ○ ４

内科【IBDセ
ンター・選択

科目】
古川　滋 札幌東徳洲会病院 25 ○ ４

医員

副院長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
認定専門医、徳洲会グループ指導医
講習会

部長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
専門医、日本大腸肛門病学会専門
医、日本消化管学会認定医、北海道
大学病院指導医講習会

部長

日本内科学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、日本消化
器病学会専門医・指導医、日本肝臓
学会専門医、がん診療に携わる医師
に対する緩和ケア研修会修了、指導

医長
日本内科学会認定、日本消化器病学
会専門医、日本消化器内視鏡学会専
門医

医長

日本内科学会認定医・専門医、日本
消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本血液学会指導
医・専門医、指導医講習会受講済み

部長

日本内科学会認定内科医、日本プラ
イマリケア連合学会認定指導医、日
本内科学会総合内科専門医、指導医
講習会

主任部長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
指導医、徳洲会グループ指導医講習
会

部長
日本内科学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、北海道厚生農業協
同組合連合会指導医講習会

名誉院長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医

副院長 日本医師会主催指導医講習会

部長
日本内科学会認定内科医、日本医師
会認定産業医、指導医講習会

医長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医

日本病理学会専門医

院長

日本消化器内視鏡学会指導医、日本
大腸肛門病学会指導医、日本消化器
病学会指導医、日本内科学会認定
医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医、徳洲会グループ指導医講

副院長

日本脳卒中学会専門医、日本脳卒中
の外科学会技術指導医、日本脳神経
学会専門医、日本てんかん学会専門
医

部長
日本糖尿病学会専門医、日本内科学
会総合内科専門医

部長

日本消化器病学会専門医、日本消化
器外科学会専門医、日本外科学会専
門医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本心血管イン
ターベンション治療学会認定医

部長 日本小児科学会認定専門医

部長

日本消化器病学会専門医、日本消化
器内視鏡学会専門医、日本内科学会
総合内科専門医、日本肝臓学会肝臓
専門医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
糖尿病学会研修指導医・専門医

部長
日本麻酔科学会認定医・専門医、麻
酔科標榜医

部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本心血管イン
ターベンション治療学会認定医

部長

日本泌尿器科学会指導医・専門医、
日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡技術認
定医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、日本内視鏡外科学会
（泌尿器科領域）技術認定医、日本
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（№　35　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科【IBDセ
ンター・選択

科目】
伊藤 貴博 札幌東徳洲会病院 20 ○ ４

内科【循環器
内科】

山崎　誠治 札幌東徳洲会病院 28 ○ ４

内科【循環器
内科】

谷　友之 札幌東徳洲会病院 16 ×

内科【循環器
内科】

山崎　和正 札幌東徳洲会病院 14 ○ ４

内科【循環器
内科】

竹之内　豪 札幌東徳洲会病院 12 ×

内科【循環器
内科】

棒田　浩基 札幌東徳洲会病院 11 ×

内科【循環器
内科】

後平　泰信 札幌東徳洲会病院 12 ×

内科【循環器
内科】

片桐　勇貴 札幌東徳洲会病院 11 ×

内科【循環器
内科】

細井　雄一郎 札幌東徳洲会病院 7 ×

内科【循環器
内科】

黒田　健 札幌東徳洲会病院 6 ×

内科【循環器
内科】

乙丸　友里 札幌東徳洲会病院 6 ×

外科【一般外
科】

河野　透 札幌東徳洲会病院 39 ○ ４

外科【一般外
科】

吉川　大太郎 札幌東徳洲会病院 23 ○ ４

外科【一般外
科】

唐崎　秀則 札幌東徳洲会病院 22 ○ ４

外科【一般外
科】

深堀　晋 札幌東徳洲会病院 15 ○ ４

外科【一般外
科】

前島　拓 札幌東徳洲会病院 12 ○ ４

外科【心臓血
管外科・選択

科目】
上田　高士 札幌東徳洲会病院 27 ○ ４

外科【心臓血
管外科・選択

科目】
山田　広幸 札幌東徳洲会病院 9 ×

外科【心臓血
管外科・選択

科目】
畑中　憲行 札幌東徳洲会病院 14 ×

外科【心臓血
管外科・選択

科目】
古賀　智典 札幌東徳洲会病院 11 ×

外科【脳神経
外科・選択科

目】
佐藤　正夫 札幌東徳洲会病院 30 ○ ４

外科【脳神経
外科・選択科

目】
嵯峨　健広 札幌東徳洲会病院 10 ×

外科【整形外
科】

林　晴久 札幌東徳洲会病院 15 ×

外科【整形外
科】

藤田　勝久 札幌東徳洲会病院 16 ○ ４

外科【外傷セ
ンター】

村上　裕子 札幌東徳洲会病院 32 ×副センター長 日本整形外科学会専門医

医長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会専門医

部長

医長
日本整形外科学会専門医、指導医受
講

医員
日本外科学会専門医、日本心臓血管
外科学会専門医

医員 日本外科学会外科専門医

部長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医、臨床研修指導医

医長
日本外科学会員、日本臨床外科学会
員、日本救急学会員、指導医講習会
受講

部長

日本心臓血管外科学会専門医、日本
胸部外科学会認定医、日本外科学会
専門医、北海道プライマリ・ケア
ネットワーク指導医講習会受講

医長

日本胸部外科学会・日本心臓外科学
会・日本血管外科学会三学会厚生心
臓血管外科専門医認定機構心臓血管
外科専門医

主任

日本外科学会認定医、日本消化器学
会・消化器がん治療認定医、日本肝
臓学会・肝臓専門医、日本がん治療
認定医機構・がん治療認定医、第２
２回臨床研修指導医のためのWK

副院長

日本外科学会指導医、日本消化器外
科学会指導医・消化器がん外科治療
認定医、日本肝胆膵外科学会高度技
能指導医、指導医講習会受講

部長
日本医師会指導医の為のワーク
ショップ

医員

医員

センター長

日本外科学会（専門医、指導医）・
大腸肛門病学会（専門医、指導医、
評議員）、日本肝臓学会（専門医、
指導医、日本消化器病学会（専門
医、）日本消化器外科学会（専門

医長
日本内科学会認定医、日本睡眠学会
認定医

医長 日本内科学会認定医

医員
日本心血管インターベンション治療
学会認定医

医長

日本循環器内科専門医、日本内科学
会認定医、日本心血管インターベン
ション治療学会認定医、日本プライ
マリ・ケア連合学会認定プライマ
リ・ケア認定医、臨床研修指導医

医長
日本内科学会認定医、日本心血管イ
ンターベンション治療学会認定医

医長
日本内科学会認定医、日本心血管イ
ンターベンション治療学会認定医

部長

日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
指導医、日本カプセル内視鏡学会暫
定指導医、日本肝臓学会専門医、日
本内科学会総合内科専門医

副院長

日本循環器学会専門医、日本内科学
会認定医、日本内科学会総合内科専
門医、日本心血管インターベンショ
ン治療学会認定医・専門医、臨床研
修指導医、日本脈管学会認定脈管専

部長
日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医
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（№　36　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科【外傷セ
ンター】

佐藤　和生 札幌東徳洲会病院 14 ○ ４

外科【外傷セ
ンター】

大野　晋太郎 札幌東徳洲会病院 12 ×

外科【外傷セ
ンター】

原　敬 札幌東徳洲会病院 15 ×

救急科 丸藤　哲 札幌東徳洲会病院 43 ○ ４

救急科（集中
治療）

瀧　健治 札幌東徳洲会病院 47 ○ ４

救急科 松田　知倫 札幌東徳洲会病院 16 ○ ３、４

救急科 増井　伸高 札幌東徳洲会病院 17 ○ ４

救急科（集中
治療）

民谷　健太郎 札幌東徳洲会病院 12 ○ ４

救急科 神野　敦 札幌東徳洲会病院 9 ○ ４

救急科 佐藤　洋祐 札幌東徳洲会病院 8 ×

救急科 合田　祥悟 札幌東徳洲会病院 6 ×

救急科 金城　綾美 札幌東徳洲会病院 11 ×

耳鼻咽喉科
【選択科目】

國部　勇 札幌東徳洲会病院 26 ○ ４

耳鼻咽喉科
【選択科目】

駒林　優樹 札幌東徳洲会病院 19 ○ ４

小児科 上田　大輔 札幌東徳洲会病院 38 ○ ４

麻酔科 鳥谷部　政樹 札幌東徳洲会病院 24 ○ ４

麻酔科 須佐　泰之 札幌東徳洲会病院 24 ○ ４

麻酔科 土屋　滋雄 札幌東徳洲会病院 20 ○ ４

麻酔科【外傷
麻酔】

小松　徹 札幌東徳洲会病院 47 ○ ４

麻酔【外傷麻
酔】

三澤　学 札幌東徳洲会病院 27 ○ ４

麻酔科【外傷
麻酔】

仙石　和文 札幌東徳洲会病院 34 ○ ４

放射線科【選
択科目】

齋藤　博哉 札幌東徳洲会病院 38 ○ ４

放射線科【選
択科目】

伊藤　和夫 札幌東徳洲会病院 49 ×

放射線科【選
択科目】

松田　律史 札幌東徳洲会病院 8 ×

眼科【選択科
目】

渡部　恵 札幌東徳洲会病院 15 ○ ４

医員 日本救急医学会救急専門医

部長
日本眼科学会眼科専門医、眼科PTD研
究会　PDT認定医、指導医講習会

部長
日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科
学会専門医、厚生労働省麻酔科標榜
医、指導医講習会

センター長

日本医学放射線学会診断専門医、日
本インターベンショナルラジオロ
ジー学会専門医、日本核医学会専門
医、日本核医学会PET核医学認定医、
北海道厚生農業協同組合連合会指導

PETセンター長
日本核医学会 PET核医学認定医、日
本核医学会 核医学専門医、日本医学
放射線学会 放射線診断専門医

部長
日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科
学会専門医、厚生労働省麻酔科標榜
医、臨床研修指導医

部長

日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科
学会専門医、厚生労働省麻酔科標榜
医、日本ペインクリニック学会専門
医、日本集中治療医学会集中治療専
門医、日本医師会認定産業医

部長
日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科
学会専門医、厚生労働省麻酔科標榜
医、北海道大学病院指導医講習会

部長
日本小児科学会専門医、北海道プラ
イマリネットワーク指導医講習会

主任部長
日本麻酔科学会指導医、ペインクリ
ニック専門医、北海道大学病院指導
医講習会

部長
日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科
学会専門医、徳洲会グループ指導医
講習会

医員

主任部長

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、日
本気管食道科学会認定専門医、日本
耳鼻咽喉科学会補聴器相談医、日本
頭頸部外科学会頭頸部がん専門医 、
臨床研修指導医

部長
日本耳鼻咽喉科学会指導医、日本耳
鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門研修指
導医、指導医講習会受講

医員
日本救急医学会専門医、指導医講習
会受講

医員

医員

部長
日本救急医学会専門医、北海道プラ
イマリネットワーク指導医講習会、
平成25年度プログラム責任者講習会

部長
日本救急医学会専門医、第19回久留
米大学病院指導医講習会

医長
日本プライマリ・ケア連合学会認定
プライマリ・ケア認定医、旭川医科
大学病院主催移動医講習会

医長 日本整形外科学会専門医

侵襲制御センター長

日本麻酔科学会麻酔専門医・指導
医、日本集中治療学会専門医、日本
救急医学会専門医・指導医、指導医
講習会受講

センター長

日本麻酔科学会麻酔指導医、日本集
中治療学会専門医、日本蘇生学会蘇
生法指導医、日本救急医学会指導
医、日本救急医学会専門医、、指導
医講習会

医長
日本整形外科学会専門医、指導医講
習会

医長
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（№　37　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科【形成外
科・選択科

目】
香山　武蔵 札幌東徳洲会病院 15 ×

呼吸器内科 大泉　聡史 北海道がんセンター 28 ×

呼吸器内科 原田　眞雄 北海道がんセンター 37 ○ ４

呼吸器内科 福元　伸一 北海道がんセンター 25 ×

呼吸器内科 横内　浩 北海道がんセンター 24 ○ ４

消化器内科 高橋　康雄 北海道がんセンター 38 ×

消化器内科 藤川　幸司 北海道がんセンター 33 ○ ４

消化器内科 佐川　保 北海道がんセンター 27 ×

血液内科 黒澤　光俊 北海道がんセンター 38 ○ ４

血液内科 藤本　勝也 北海道がんセンター 25 ×

循環器内科 井上　仁喜 北海道がんセンター 34 ×

緩和ケア内科 松山　哲晃 北海道がんセンター 23 ×

呼吸器外科 安達　大史 北海道がんセンター 24 ○ ４

呼吸器外科 水上　泰 北海道がんセンター 15 ○ ４

泌尿器科 丸山　覚 北海道がんセンター 24 ×

消化器外科 篠原　敏樹 北海道がんセンター 30 ○ ４

消化器外科 前田　好章 北海道がんセンター 27 ×

消化器外科 皆川　のぞみ 北海道がんセンター 20 ○ ４

乳腺外科 髙橋　將人 北海道がんセンター 31 ×

乳腺外科 渡邊　健一 北海道がんセンター 31 ○ ４

乳腺外科 富岡　伸元 北海道がんセンター 29 ○ ４

乳腺外科 山本　貢 北海道がんセンター 21 ○ ４

腫瘍整形外科 平賀　博明 北海道がんセンター 32 ○ ３、４

腫瘍整形外科 小山内　俊久 北海道がんセンター 33 ○ ４

麻酔科 土屋　健二 北海道がんセンター 22 ×

教育研修部長
日本整形外科学会専門医、指導医の
ための教育ワークショップ修了

腫瘍整形外科医長
日本整形外科学会専門医、臨床研修
指導医養成講習会修了

麻酔科医長 日本麻酔科学会専門医

乳腺外科医長
日本乳癌学会乳腺専門医・認定医、
指導医のための教育ワークショップ
修了

乳腺外科医長
日本外科学会認定医、外科専門医、
臨床研修指導医養成講習会修了

乳腺外科医師
日本外科学会専門医、日本乳癌学会
専門医、指導医のための教育ワーク
ショップ修了

消化器外科医長
日本外科学会認定医・専門医・指導
医

消化器外科医師
日本外科学会認定医・専門医、、臨
床研修指導医養成講習会修了

副院長
日本外科学会指導医・専門医、日本
乳癌学会乳腺専門医・認定医

呼吸器外科医師
日本外科学会専門医、指導医のため
の教育ワークショップ修了

泌尿器科医長 日本泌尿器科学会専門医・指導医

消化器外科医長
日本外科学会認定医・専門医・指導
医、指導医のための教育ワーク
ショップ修了

循環器内科医長
日本循環器学会循環器専門医、日本
内科学会総合内科専門医

緩和ケア内科医長 精神保健指定医

呼吸器外科医長
日本外科学会専門医、指導医のため
の教育ワークショップ修了

消化器内科医長
日本内科学会認定医、総合内科専門
医、日本カプセル内視鏡学会　認定
医・指導医

診療支援部長
日本血液学会認定血液専門医・指導
医、指導医のための教育ワーク
ショップ修了

血液内科医長
日本血液学会認定血液専門医・指導
医、日本内科学会認定内科専門医

呼吸器内科医長
日本呼吸器学会認定呼吸器専門
医、、臨床研修指導医養成研修会修
了

臨床研究部長
日本内科学会認定医、日本消化器内
視鏡学会認定医、日本消化器学会専
門医

外来診療部長
日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、臨床研修指導医講習会
修了

病棟診療部長
日本呼吸器学会代議員、日本肺癌学
会評議員、、日本呼吸器内視鏡学会
評議員

呼吸器内科医長
日本呼吸器内視鏡学会認定医、臨床
研修指導医講習会修了

呼吸器内科医長
日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会呼吸器専門医

部長
形成外科専門医、再建・マイクロ
サージャリー分野指導医
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（№　38　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 森下　健康 北海道がんセンター 22 ○ ４

婦人科 加藤　秀則 北海道がんセンター 37 ×

婦人科 藤堂　幸治 北海道がんセンター 27 ×

婦人科 見延　進一郎 北海道がんセンター 25 ×

泌尿器科 永森　聡 北海道がんセンター 39 ○ ４

泌尿器科 原林　透 北海道がんセンター 33 ○ ４

内科・消化器
科

阿部　暢彦
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
16 ○ ４

循環器 中村　秀樹
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
31 ○ ４

循環器 谷口　治
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
21 ○ ４

外科 中野　詩朗
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
31 ○ ４

外科 横山　良司
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
25 ○ ４

外科 相山　健
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
13 ○ ４

小児科 梶野　浩樹
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
33 ○ ４

小児科 佐々木　吉明
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
26 ○ ４

脳神経外科 泉　直人
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
32 ×

整形外科 後藤　礼大
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
16 ×

産婦人科 鈴木　賀博
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
20 ○ ４

眼科 福原　淳一
ＪＡ北海道厚生連網走厚

生病院
15 ×

外　　科 富　山　光　広 江別市立病院 34 × ３

内　科 青　木　健　志 江別市立病院 30 ○ ４

内　科 三　田　昌　輝 江別市立病院 38 ○ ４

内　科 山　田　和　美 江別市立病院 31 ×

内　科 高　橋　早　織 江別市立病院 23 ○ ４

内　科 西　尾　　仁 江別市立病院 28 ×

内　科 藤　澤　良　樹 江別市立病院 22 ×部長

部長
日本小児科学会専門医,日本内科学会
認定内科医,日本プライマリケア連合
学会認定指導医

部長
日本内科学会総合内科専門医,北海道
プライマリケアネットワーク指導医
講習会

部長
日本内科学会総合内科専門医,日本消
化器病学会専門医,日本消化器内視鏡
学会指導医

院長
日本外科学会指導医,日本消化器外科
学会指導医

内科統括部長
日本循環器学会専門医,日本内科学会
総合内科専門医,臨床研修指導医養成
講習会

主任部長
日本内科学会認定内科医,日本赤十字
社北海道ブロック臨床研修指導医養
成講習会

主任医長 日本整形外科学会専門医

主任部長 日本産婦人科学会専門医

主任医長 日本眼科学会専門医

副院長
日本小児学会専門医、日本小児循環
器学会専門医

主任部長 日本小児学会専門医

主任部長

院長
日本外科学会専門医・指導医、日本
消化器外科学会認定医、がん治療認
定医、日本乳癌学会認定医

診療部長 日本外科学会専門医

医長
日本外科学会専門医、がん治療認定
医

健診センター長
日本内科学会専門医、日本消化器病
学会専門医、内視鏡専門医

副院長
日本循環器科学会専門医、日本内科
学会指導医

主任部長
総合内科専門医・日本内科学会指導
医、日本循環器科学会専門医、日本
プライマリケア連合認定医・指導医

婦人科医長
日本産科婦人科学会専門医、日本婦
人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

副院長
日本泌尿器科学会専門医・指導医、
プログラム責任者養成講習会修了

手術部長
日本泌尿器科学会専門医・指導医、
臨床研修指導医養成講習会修了

麻酔科医長
日本麻酔科学会専門医、研修指導医
のためのワークショップ修了

院長
日本産科学会専門医、日本婦人科腫
瘍学会婦人科腫瘍専門医、日本産婦
人科医会指定医

婦人科医長
日本産科婦人科学会専門医、日本産
婦人科医会指定医
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（№　39　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内　科 山　村　　剛 江別市立病院 26 ○ ４

精神科 宮　本　眞希守 江別市立病院 37 ○ ４

精神科 柏　木　智　則 江別市立病院 8 ×

小児科 信　太　　　知 江別市立病院 36 ○ ４

小児科 小　川　泰　弘 江別市立病院 32 ○ ４

小児科 鎌　田　晃　嘉 江別市立病院 10 ×

外　　科 佐　川　憲　明 江別市立病院 27 ○ ４

外　　科 角　谷　昌　俊 江別市立病院 22 ×

外　　科 岡　村　国　茂 江別市立病院 14 ×

整形外科 岸　本　隆　史 江別市立病院 31 ○ ４

整形外科 松　本　　　修 江別市立病院 34 ×

泌尿器科 佐　藤　聡　秋 江別市立病院 30 ×

泌尿器科 佐　藤　択　矢 江別市立病院 15 ×

産婦人科 中　郷　賢二郎 江別市立病院 22 ○ ４

産婦人科 佐　藤　　　博 江別市立病院 44 ×

眼　　科 中　島　　　樹 江別市立病院 16 ×

眼　　科 近　藤　太　郎 江別市立病院 12 ×

耳鼻いんこう
科

渡　辺　雅　子 江別市立病院 28 ×

麻酔科 太　田　孝　一 江別市立病院 38 ○ ４

麻酔科 長　井　　　洋 江別市立病院 34 ○ ４

麻酔科 杉　目　史　行 江別市立病院 18 ×

麻酔科 中　郷　あゆみ 江別市立病院 12 ×

内科、循環器
内科、病理
（ＣＰＣ）

齋藤　礼衣 釧路孝仁会記念病院 18 ○ ３、４

内科、循環器
内科

下重　晋也 釧路孝仁会記念病院 25 ○ ４

内科、循環器
内科

山本　均美 釧路孝仁会記念病院 18 ○ ４

循環器内科統括部長

第4回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本内科学会認
定内科医、日本循環器学会認定循環
器専門医、日本不整脈学会―日本心
電学会認定不整脈専門医

不整脈診療部長

第4回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本内科学会認
定内科医、日本循環器学会認定循環
器専門医、日本不整脈学会―日本心
電学会認定不整脈専門医

部長 日本麻酔科学会指導医

部長 日本麻酔科学会専門医

副院長

第4回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本内科学会認
定内科医、日本循環器学会認定循環
器専門医

医務局長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

主任部長
日本麻酔科学会指導医,臨床研修指導
医養成講習会

主任部長
日本麻酔科学会専門医,日本医師会指
導医のための教育ワークショップ

医師 日本産婦人科学会専門医

主任部長 日本眼科学会眼科専門医

部長 日本眼科学会眼科専門医

主任部長 日本泌尿器科学会指導医

部長 日本泌尿器科学会指導医

主任部長
日本産婦人科学会専門医,北海道･北
海道医師会指導医のための教育ワー
クショップ

部長 日本外科学会専門医

副院長
日本整形外科学会専門医,北海道プラ
イマリケアネットワーク指導医講習
会

主任部長 日本整形外科学会専門医

部長 日本小児科学会専門医

主任部長
日本外科学会指導医,日本消化器科学
会指導医,臨床研修指導医養成講習会

部長
日本外科学会専門医,日本消化器外科
学会指導医,日本消化器病学会指導
医,日本乳癌学会乳腺専門医

部長 精神保健指定医

副院長
日本小児科学会指導医,北海道医師会
指導医のための教育ワークショップ

部長
日本小児科学会専門医,臨床研修指導
医講習会

主任部長

日本内科学会総合内科専門医,日本腎
臓学会指導医,日本透析医学会専門
医,北海道･北海道医師会指導医のた
めの教育ワークショップ

主任部長
日本精神神経学会指導医,精神保健指
定医,北海道地区精神科七者懇臨床研
修指導医講習会
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（№　40　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科、消化器
内科

田中　英司 釧路孝仁会記念病院 19 ○ ４

救急部門、形
成外科

田嶋　敏彦 釧路孝仁会記念病院 26 ○ ４

救急部門、麻
酔科

三浦　美英 釧路孝仁会記念病院 31 ○ ４

救急部門、麻
酔科

川嶋　康裕 釧路孝仁会記念病院 29 ○ ４

外科、心臓血
管外科

原田　英之 釧路孝仁会記念病院 41 ○ ４

外科、心臓血
管外科

木村　文昭 釧路孝仁会記念病院 17 ○ ４

地域医療、外
科、脳神経外

科
稲垣　徹 釧路孝仁会記念病院 26 ○ ３、４

外科、脳神経
外科

中川　洋 釧路孝仁会記念病院 54 ○ ４

外科、脳神経
外科

斉藤　修 釧路孝仁会記念病院 19 ○ ４

外科、脳神経
外科

住吉　学 釧路孝仁会記念病院 17 ○ ４

整形外科 高澤宏太郎 釧路孝仁会記念病院 29 ○ ４

整形外科 武田真太郎 釧路孝仁会記念病院 22 ○ ４

内科 坂井清志 釧路赤十字病院 34 ○ ４

内科 北川浩彦 釧路赤十字病院 28 ○ ４

内科 西尾太郎 釧路赤十字病院 25 ○ ４

内科 古川真 釧路赤十字病院 24 ○ ３、４

内科 牧田実 釧路赤十字病院 11 ○ ４

内科 古川將太 釧路赤十字病院 11 ×

内科 高瀨崇宏 釧路赤十字病院 9 ×

　小児科 仲西正憲 釧路赤十字病院 39 ○ ３、４

小児科 鈴木靖人 釧路赤十字病院 25 ○ ４

小児科 兼次洋介 釧路赤十字病院 16 ○ ４

小児科 戸澤雄介 釧路赤十字病院 13 ×

外科 近江亮 釧路赤十字病院 32 ○ ３、４

外科 三栖賢次郎 釧路赤十字病院 25 ○ ４

第四小児科部長
日本小児科学会認定小児科専門医・
指導医、日本小児感染症学会認定小
児感染症認定医

副院長

臨床研修指導医、日本外科学会外科
専門医、日本消化器外科学会認定
医、日本消化器病学会消化器病専門
医、日本胸部外科学会認定医（食
道）、ICD制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

第一外科部長

臨床研修指導医、日本外科学会外科
専門医、日本消化器病学会消化器病
専門医、日本消化器病学会消化器病
指導医、がん治療認定医、検診ﾏﾝﾓｸﾞ
ﾗﾌｨ読影認定医、日本乳癌学会認定医

第一小児科部長

臨床研修指導医、日本小児科学会小
児科専門医・指導医、日本周産期･新
生児医学会 新生児暫定指導医、日本
周産期･新生児医学会新生児蘇生法
「専門ｺｰｽ」（Aｺｰｽ）ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

第二小児科部長
臨床研修指導医、日本小児科学会小
児科専門医

第三小児科部長

臨床研修指導医、日本小児科学会小
児科専門医、日本周産期･新生児医学
会新生児専門医、日本人類遺伝学会
臨床遺伝専門医、日本周産期･新生児
医学会新生児蘇生法ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

第四内科部長
臨床研修指導医、日本内科学会認定
内科医、日本腎臓学会腎臓専門医・
指導医、日本旅行医学会認定医

第五内科部長
日本内科学会認定内科医、日本腎臓
学会腎臓専門医、日本透析医学会透
析専門医

第一内科副部長
日本内科学会認定内科医、日本内分
泌学会専門医

第一内科部長

臨床研修指導医、日本内科学会認定
内科医、日本ﾘｳﾏﾁ学会ﾘｳﾏﾁ専門医、
日本医師会認定産業医、日本内科学
会総合内科専門医、ICO制度協議会ｲﾝ
ﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ

第二内科部長

臨床研修指導医、日本内科学会認定
内科医、日本内科学会認定内科専門
医、日本糖尿病学会専門医、日本医
師会認定産業医

第三内科部長

臨床研修指導医、日本内科学会認定
内科医、認定内科専門医・指導医、
日本内科学会総合内科専門医、日本
糖尿病学会専門医、日本ﾘｳﾏﾁ学会ﾘｳﾏ
ﾁ専門医・指導医、日本内科学会

整形外科部長

第59回新臨床研修指導医養成講習
会、日本整形外科学会専門医、日本
整形外科学会リウマチ認定医、日本
整形外科学会脊椎脊髄病認定医

整形外科部長

北海道・北海道医師会指導医のため
の教育ワークショップ、日本整形外
科学会専門医、日本整形外科学会リ
ウマチ認定医、運動器リハビリテー
ション医

副院長 臨床研修指導医、認定産業医

脊髄脊椎センター長
臨床研修指導医講習会、脳神経外科
指導医・専門医、日本脊髄外科学会
指導医

脳卒中センター長
第104回臨床研修指導医養成講習会、
脳神経外科指導医・専門医

脳神経外科部長
平成27年度徳島県臨床研修指導医養
成講習会、脳神経外科専門医

名誉院長

平成28年度プログラム責任者養成講
習会、臨床研修指導医講習会、日本
外科学会外科指導医・専門医・認定
医、日本胸部外科学会指導医・認定
医、心臓血管外科専門医

心臓血管外科部長

北海道・北海道医師会指導医のため
の教育ワークショップ、外科専門
医、心臓血管外科専門医、日本血管
外科学会認定血管内治療医、胸部ス
テントグラフト指導医、腹部ステン

院長

令和元年度プログラム責任者養成講
習会、第4回札幌医科大学附属病院臨
床研修指導医養成講習会、脳神経外
科指導医・専門医、日本脳卒中の外
科学会技術指導医

形成外科部長
大阪市立大学医学部付属病院臨床研
修指導医のためのワークショップ、
日本形成外科学会専門医

麻酔科部長
臨床研修指導医講習会、麻酔科指導
医・専門医

麻酔科部長
第123回臨床研修指導医養成講習会、
麻酔科認定医

消化器センター長

第4回札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会、日本内科学会認
定内科医、日本消化器病学会認定消
化器病専門医
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（№　41　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 金古裕之 釧路赤十字病院 23 ×

外科 真木健裕 釧路赤十字病院 16 ×

外科 河合典子 釧路赤十字病院 9 ×

整形外科 藤田安詞 釧路赤十字病院 16 ○ ４

整形外科 杉憲 釧路赤十字病院 13 ×

整形外科 本間美由 釧路赤十字病院 7 ×

泌尿器科 松木雅裕 釧路赤十字病院 13 ○ ４

眼科 五十嵐弘昌 釧路赤十字病院 35 ×

眼科 鈴木祐嗣 釧路赤十字病院 29 ○ ４

産婦人科 山口辰美 釧路赤十字病院 42 ○ ４

産婦人科 東正樹 釧路赤十字病院 32 ○ ４

産婦人科 米原利栄 釧路赤十字病院 24 ○ ３、４

産婦人科 青柳有紀子 釧路赤十字病院 18 ×

産婦人科 東大樹 釧路赤十字病院 12 ×

産婦人科 前田悟郎 釧路赤十字病院 11 ×

精神科 畠山茂樹 釧路赤十字病院 25 ○ ３、４

精神科 荻野裕介 釧路赤十字病院 7 ×

麻酔科 平川啓 釧路赤十字病院 11 ×

外科 猪俣斉 釧路赤十字病院 31 ×

外科 二瓶和喜 釧路赤十字病院 47 ○ ４

病理診断科 立野正敏 釧路赤十字病院 42 ○ ４

循環器内科 大岩　均 王子総合病院 37 ○ ４

〃 松本　倫明 王子総合病院 25 ○ ４

〃 吉田　大輔 王子総合病院 22 ○ ４

〃 加藤　伸郎 王子総合病院 21 ×主任科長
日本循環器学会専門医、総合内科専
門医他

理事長
日本循環器学会専門医他
H17年度　北海道医師会指導医講習会
受講済

主任科長

日本循環器学会専門医、総合内科専
門医他
第1回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済
H28年度　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会

主任科長
日本循環器学会専門医他
H25年度　北海道医師会指導医講習会
受講済

健診部長
日本外科学会認定医、日本消化器外
科学会認定医、日本医師会認定産業
医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医

嘱託医師
臨床研修指導医、日本外科学会登録
医、日本消化器外科学会認定医・指
導医、日本医師会認定産業医

嘱託医師
日本病理学会病理医・専門医・研修
指導医、死体解剖資格認定（病理解
剖）、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ

精神科部長

臨床研修指導医、精神保健指定医、
日本精神神経学会精神科専門医・指
導医、日本総合病院精神医学会一般
病院連携精神医学特定指導医、精神
腫瘍学の基本教育に関する指導医、

精神科副部長

麻酔科医長

第三産婦人科部長
日本産科婦人科学会産婦人科認定
医・専門医・指導医、日本産科婦人
科遺伝診療学会認定医

第四産婦人科部長
日本産科婦人科学会産婦人科専門
医、北海道医師会母体保護法指定医
師

第五産婦人科部長

日本産科婦人科学会産婦人科専門
医、日本周産期・新生児医学会周産
期（母体・胎児）専門医、日本女性
医学学会認定女性ﾍﾙｽｹｱ専門医

院長

臨床研修指導医、日本産科婦人科学
会産婦人科専門医、北海道医師会母
体保護法指定医師、日本産婦人科学
会産婦人科指導医

第一産婦人科部長

臨床研修指導医、日本産科婦人科学
会産婦人科専門医、日本産科婦人科
学会産婦人科指導医、北海道医師会
母体保護法指定医師

第二産婦人科部長

臨床研修指導医、日本産科婦人科学
会産婦人科専門医・指導医、日本周
産期・新生児医学会周産期（母体・
胎児）専門医・指導医、日本超音波
医学会認定超音波専門医・指導医

泌尿器科部長

臨床研修指導医、日本泌尿器科学会
泌尿器科専門医・指導医、日本がん
治療認定医機構　がん治療認定医、
厚生労働省緩和ケア研修会終了者

副院長

日本眼科学会眼科専門医、日本眼科
学会ＰＤＴ認定医、身体障害者福祉
法第１５条第１項指定医師、日本糖
尿病眼学会認定医、日本網膜硝子体
学会認定医、日本眼循環学会認定

第一眼科部長
臨床研修指導医、身体障害者福祉法
第１５条第１項指定医師

第一整形外科部長
臨床研修指導医、医学博士、日本整
形外科学会認定 整形外科専門医、日
本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医

第二整形外科部長
日本整形外科学会認定整形外科専門
医、日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ

第一整形外科副部長
日本整形外科学会認定整形外科専門
医

第二外科部長

日本外科学会外科専門医、日本消化
器病学会消化器病専門医・指導医、
日本乳癌学会乳腺認定医、がん治療
認定医、ICD制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄ
ﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、ｱﾒﾘｶ外科学会認定 ATOMｲﾝ

第三外科部長

日本外科学会外科専門医、日本消化
器外科学会消化器外科専門医、日本
消化器外科学会消化器がん外科治療
認定医、検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医

第一外科副部長
日本外科学会外科専門医、検診ﾏﾝﾓｸﾞ
ﾗﾌｨ読影認定医
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（№　42　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

〃 堀田　寛之 王子総合病院 18 ×

〃 伊藤　孝仁 王子総合病院 16 ○ ４

〃 大野　紘平 王子総合病院 11 ×

糖尿病内科 三木　隆幸 王子総合病院 31 ○ ４

呼吸器内科 河井　康孝 王子総合病院 17 ○ ４

〃 池澤　靖元 王子総合病院 16 ×

消化器内科 南　伸弥 王子総合病院 22 ○ ４

〃 奥田　敏徳 王子総合病院 19 ○ ４

〃 山田　尚太 王子総合病院 11 ×

〃 松野　鉄平 王子総合病院 9 ×

〃 柴田　敬典 王子総合病院 7 ×

血液腫瘍内科 蟹澤　祐司 王子総合病院 38 ○ ４

〃 井畑　壮詞 王子総合病院 8 ×

脳神経内科 松下　隆司 王子総合病院 18 ○ ４

〃 蒲生　直希 王子総合病院 8 ×

小児科 小林　徳雄 王子総合病院 34 ○ ４

外科 岩井　和浩 王子総合病院 35 ○ ３、４

〃 狭間　一明 王子総合病院 28 ○ ４

〃 鯉沼　潤吉 王子総合病院 18 ○ ４

〃 宮﨑　大 王子総合病院 12 ×

〃 高橋　瑞奈 王子総合病院 11 ○ ４

〃 小野　雅人 王子総合病院 9 ×

〃 江畑　信孝 王子総合病院 7 ×

呼吸器外科 渡邉　幹夫 王子総合病院 34 ○ ４

心臓血管外科 牧野　裕 王子総合病院 24 ○ ４

主任科長
日本外科学会専門医、指導医他
第6回　北海道大学病院指導医講習会
受講済

主任科長
日本心臓血管外科学会専門医他
第7回　北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導
医講習会受講済

科長
日本外科学会専門医他
第15回　北海道大学病院指導医講習
会受講済

科長 マンモグラフィー読影認定医

科長 日本外科学会専門医

主任科長
日本外科学会専門医、指導医他
第2回　札幌医科大学指導医講習会受
講済

主任科長
日本外科学会専門医他
第4回　北海道厚生農業協同組合連合
会指導医講習会受講済

主任科長 日本外科学会専門医他

科長 日本神経学会専門医他

主任科長
日本小児科学会専門医、指導医他
H20年度　北海道医師会指導医講習会
受講済

院長

日本外科学会専門医、指導医他
H17年度　日本医師会指導医講習会受
講済
H20年度　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会
受講済

主任科長
日本血液学会専門医、指導医他
第4回　国際医療福祉大学指導医講習
会受講済

科長 日本血液学会指導医

主任科長

日本神経学会専門医、指導医、総合
内科専門医他
第11回　札幌医科大学附属病院指導
医講習会受講済

主任科長

科長 日本内科学会認定医

科長 日本内科学会認定医

主任科長
日本呼吸器学会専門医、総合内科専
門医他

主任科長

日本消化器病学会専門医、総合内科
専門医他
第4回　北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導
医講習会受講済

主任科長
日本消化器病学会専門医他
第10回　北海道大学病院指導医講習
会受講済

科長 日本透析医学会透析専門医他

副院長
主任科長

日本循環器学会専門医、総合内科専
門医他
第3回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済

主任科長

日本呼吸器学会専門医、総合内科専
門医他
H23年度　北海道医師会指導医講習会
受講済

主任科長
日本循環器学会専門医、総合内科専
門医他

主任科長

日本循環器学会専門医、総合内科専
門医他
第7回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済
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（№　43　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

〃 杉木　孝司 王子総合病院 20 ×

〃 村瀬　亮太 王子総合病院 10 ×

整形外科 鈴木　克憲 王子総合病院 35 ○ ４

〃 亀田　敏明 王子総合病院 17 ×

脳神経外科 本間　敏美 王子総合病院 21 ○ ４

〃 鈴木　健吾 王子総合病院 13 ×

産婦人科 野村　英司 王子総合病院 30 ○ ４

〃 勘野　真紀 王子総合病院 26 ○ ４

眼科 北谷　智彦 王子総合病院 28 ○ ４

耳鼻咽喉科 大髙　隆輝 王子総合病院 16 ○ ４

泌尿器科 田口　圭介 王子総合病院 32 ○ ４

〃 前田　俊浩 王子総合病院 21 ○ ４

〃 加藤　秀一 王子総合病院 16 ×

放射線治療科 北原　利博 王子総合病院 33 ○ ４

麻酔科 田中　悟 王子総合病院 31 ○ ４

〃 渡辺　政徳 王子総合病院 26 ○ ４

〃 小笠原　哲 王子総合病院 9 ×

総合診療科 井齋　偉矢 日高徳洲会病院 45 ○ ３、４

内科 上原　明彦 日高徳洲会病院 31 ○ ４

内科 糸山　貴浩 日高徳洲会病院 34 ○ ４

内科 今井　雅浩 日高徳洲会病院 10 ○ ４

外科 井出　渉 北斗病院 38 ×

外科
救急

西尾　明正 北斗病院 39 ○ ３、４

外科 新田　一美 北斗病院 35 ×

外科 黒岩　輝壮 北斗病院 32 ○ ４

副院長

脳神経外科学会専門医
脳卒中学会専門医
脳血管内治療専門医・指導医
臨床研修協議会PG責任者養成講習会

副院長
脳神経外科専門医
日本脳卒中学会専門医

日本脳神経外科学会脳神経外科専門
医
日本脳神経血管内治療学会専門医認
定
日本脳神経血管内治療学会指導医

医長
日本血液学会血液指導医・専門医、
日本内科学会総合内科専門医

医長

院長
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医

科長 日本麻酔科学会認定医他

院長
日本東洋医学会専門医・指導医、日
本東洋医学会漢方専門医

部長
日本内科学会認定総合内科専門医、
日本循環器学会循環器専門医

主任科長

日本放射線腫瘍学会放射線治療専門
医
H20年度　社会保険病院等指導医講習
会受講済

主任科長
日本麻酔科学会専門医、指導医他
第2回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済

主任科長
日本麻酔科学会専門医、指導医他
第5回　北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導
医講習会受講済

副院長
主任科長

日本泌尿器科学会専門医、指導医他
H20年度　社会保険病院等指導医講習
会受講済

主任科長
日本泌尿器科学会専門医、指導医他
第9回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済

主任科長 日本泌尿器科学会専門医、指導医他

主任科長
日本産婦人科学会専門医他
第6回　北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導
医講習会受講済

主任科長
日本眼科学会専門医他
第5回　北海道大学病院指導医講習会
受講済

主任科長
日本耳鼻咽喉科学会専門医
第11回　札幌医科大学附属病院指導
医講習会受講済

主任科長
日本脳神経外科学会専門医他
第7回　札幌医科大学附属病院指導医
講習会受講済

科長 日本脳神経外科学会専門医他

主任科長
日本産婦人科学会専門医他
第4回　北海道大学病院指導医講習会
受講済

科長 日本外科学会専門医他

主任科長
日本整形外科学会専門医他
第5回　北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ指導
医講習会受講済

主任科長 日本整形外科専門医他

主任科長 日本心臓血管外科学会専門医他
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 津田　宏重 北斗病院 22 ○ ４

外科 鈴木　聡 北斗病院 14 ×

外科 天白　晶 北斗病院 10 ×

外科 西嶋　脩吾 北斗病院 8 ×

内科 遠田　賢治 北斗病院 27 ×

内科 高橋　一泰 北斗病院 22 ○ ４

内科 沼崎　太 北斗病院 20 ×

外科 河崎　任利 北斗病院 27 ×

内科 河瀬　智哉 北斗病院 17 ○ ４

外科 山口　聖隆 北斗病院 31 ○ ４

外科 山口　智仁 北斗病院 22 ×

外科 木田　裕之 北斗病院 20 ○ ４

小児科 人見　知洋 北斗病院 28 ○ ４

麻酔 古賀　夕紀子 北斗病院 23 ×

麻酔 山縣　文 北斗病院 12 ○ ４

麻酔 住吉　公洋 北斗病院 15 ×

救急 石橋　和也 北斗病院 12 ×

放射線科 加藤　誠一 北斗病院 20 ×

放射線科 宮本　顕彦 北斗病院 24 ○ ４

放射線科 松本　健一 北斗病院 8 ×

病理
ＣＰＣ

西原　広史 北斗病院 25 ×

病理
ＣＰＣ

加藤　容崇 北斗病院 10 ×

消化器内科 古家　乾 JCHO北海道病院 35 ○ ３、４

呼吸器内科 秋山　也寸史 JCHO北海道病院 39 ○ ３、４

外科 数井　啓蔵 JCHO北海道病院 35 ○ ３、４副院長

日本外科学会認定医・専門医・指導
医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科
治療認定医

死体解剖資格

院長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導
医

副院長

日本内科学会認定内科医
日本呼吸器学会呼吸専門医・指導医
日本結核病学会結核・抗酸菌症認定
医・指導医

医長
日本医学放射線学会放射線治療専門
医

非常勤部長 病理専門医

麻酔科認定医認定

副部長

部長
日本医学放射線学会放射線診断専門
医
日本核医学会核医学専門医

センター長
日本小児科学会小児科専門医
日本アレルギー学会専門医

医長 日本麻酔科学会指導医・専門医

日本麻酔科学会麻酔科専門医
小児麻酔認定医

部長
日本外科学会認定医認定
日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会認定医

外科部長
日本外科学会認定医
日本外科学会外科専門医
日本外科学会指導医選定証

副部長
日本外科学会指導医
日本消化器外科学会指導医
日本消化管学会胃腸科指導医証
日本消化器病学会専門医

医師

日本循環器学会専門医
日本内科学会認定医
日本心血管インターべーション治療
学会認定医

部長 日本外科学会専門医

医長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
消化器内視鏡専門医
総合内科専門医

医師 脳神経外科専門医

部長

日本内科学会専門医
日本循環器学会専門医
日本不整脈心電学会認定不整脈専門
医

医長 日本外科学会認定医

部長

日本脳神経外科学会専門医・指導医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
日本脳卒中外科学会技術指導医
日本神経内視鏡学会技術認定

部長

日本脳神経外科学会専門医
日本リハビリテーション医学会専門
医
日本脳卒中学会専門医

副部長 脳神経外科専門医
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（№　45　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

産婦人科 山田　俊 JCHO北海道病院 32 ○ ３、４

呼吸器内科 原田　敏之 JCHO北海道病院 26 ○ ４

呼吸器内科 長井　桂 JCHO北海道病院 25 ○ ４

呼吸器内科 谷口　菜津子 JCHO北海道病院 18 ○ ４

消化器内科 定岡　邦昌 JCHO北海道病院 30 ○ ４

消化器内科 馬場　英 JCHO北海道病院 17 ○ ４

循環器内科 髙橋　将成 JCHO北海道病院 19 ○ ３、４

腎臓内科 楠　由宏 JCHO北海道病院 11 ○ ４

糖尿病・
内分泌内科

國崎　哲 JCHO北海道病院 13 ○ ３、４

膠原病内科 浄土　智 JCHO北海道病院 33 ○ ３、４

膠原病内科 志田　玄貴 JCHO北海道病院 13 ○ ４

総合診療科 大江　真司 JCHO北海道病院 34 ○ ３、４

小児科 野呂　歩 JCHO北海道病院 24 ○ ３、４

小児科 阿部　二郎 JCHO北海道病院 14 ○ ４

外科 正村　裕紀 JCHO北海道病院 24 ○ ４

整形外科 庄野　泰弘 JCHO北海道病院 33 ○ ３、４

整形外科 岩崎　美憲 JCHO北海道病院 24 ○ ４

泌尿器科 高柳　明夫 JCHO北海道病院 18 ○ ３、４

産婦人科 小田　泰也 JCHO北海道病院 23 ○ ４

眼科 藤尾　直樹 JCHO北海道病院 37 ○ ３、４

耳鼻咽喉科 太田　亮 JCHO北海道病院 20 ○ ３、４

皮膚科 遠藤　元宏 JCHO北海道病院 22 ○ ３、４

麻酔科
救急指導者

笠井　裕子 JCHO北海道病院 34 ○ ３、４

麻酔科 実藤　洋一 JCHO北海道病院 29 ○ ４

麻酔科 神田　知枝 JCHO北海道病院 27 ○ ４

部長
日本麻酔科学会専門医・指導医
日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医

医長
日本麻酔科学会専門医・指導医
日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医

医長
日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医
日本気管食道科学会認定医

部長 日本皮膚科学会専門医

部長
日本麻酔科学会専門医・指導医
日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医

医長

日本泌尿器科学会認定医・専門医・
指導医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡
技術認定医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器ロボット支援

医長 日本産婦人科学会専門医・指導医

部長 日本眼科学会専門医

部長

日本外科学会認定医・専門医・指導
医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器病学会専門医
日本大腸肛門病学会専門医

部長

日本整形外科学会認定整形外科専門
医
日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外
科指導医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

医長

日本整形外科学会認定整形外科専門
医
日本体育協会公認スポーツドクター
日本整形外科学会認定運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ医

部長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定
医

部長

日本小児科学会小児科専門医・指導
医
日本周産期・新生児学会周産期専門
医(新生児)・指導医

医師
日本小児科学会専門医・指導医
日本小児循環器学会専門医

医師
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医

部長
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医
日本リウマチ学会専門医・指導医

医師
日本内科学会認定内科医
日本リウマチ学会専門医

医師

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化管学会胃腸科専門医・指導
医

部長
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医
日本循環器学会専門医

医師
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会腎臓専門医

医長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導
医
日本プライマリ・ケア連合学会認定

医師

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医
日本呼吸器学会専門医
日本アレルギー学会専門医

部長

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医・
指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導

副院長
日本産婦人科学会専門医・指導医
日本周産期・新生児学会周産期(母
体・胎児)専門医・暫定指導医

腫瘍
センター長

日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医
日本呼吸器学会呼吸器専門医・呼吸
器指導医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・気管
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（№　46　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

放射線診断科 杉浦　充 JCHO北海道病院 22 ○ ３、４

病理診断科 服部　淳夫 JCHO北海道病院 40 ○ ３、４

内科 村松　博士 留萌市立病院 33 ○ ３、４

内科 高橋　文彦 留萌市立病院 30 ○ ４

内科 野田　さや香 留萌市立病院 18 ×

内科 三浦　翔吾 留萌市立病院 9 ○ ４

内科 今川　貴之 留萌市立病院 7 ×

内科 細口　翔平 留萌市立病院 8 ×

外科 山﨑　左雪
留萌市立病院
東雲診療所

38 ○ ３、４

外科 星　智和 留萌市立病院 31 ○ ４

外科 野田　雄也 留萌市立病院 17 ○ ４

救急部門 川田　勝己 留萌市立病院 29 ○ ４

小児科 末岡　秀文 留萌市立病院 9 ×

整形外科 神保　俊介 留萌市立病院 12 ○ ４

呼吸器
内科

網島　　優
国立病院機構北海道医療

センター
31 ○ ４

呼吸器
内科

須甲　憲明
国立病院機構北海道医療

センター
32 ○ ４

呼吸器内科 服部　健史
国立病院機構北海道医療

センター
18 ○ ４

循環器
内科

竹中　　孝
国立病院機構北海道医療

センター
35 ○ ４

循環器
内科

佐藤　　実
国立病院機構北海道医療

センター
28 ○ ４

循環器
内科

藤田　雅章
国立病院機構北海道医療

センター
28 ×

循環器
内科

ﾐｮｳｼﾞｮｳ　ﾀｸﾔ
国立病院機構北海道医療

センター
18 ○ ４

循環器
内科

本間　恒章
国立病院機構北海道医療

センター
15 ○ ４

循環器
内科

大津　圭介
国立病院機構北海道医療

センター
9 ×

循環器
内科

加藤　瑞季
国立病院機構北海道医療

センター
9 ×

循環器
内科

髙橋　雅之
国立病院機構北海道医療

センター
9 ×

循環器内科医師
日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医

循環器内科医師
日本内科学会認定医、日本循環器学
会専門医

循環器内科医師
日本循環器学会専門医、日本内科学
会認定医

循環器内科医師

日本内科学会認定医、指導医、総合
内科専門医日本循環器学会専門医、第
7回北海道大学病院「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了

循環器内科医師

第４回北海道厚生農業協同組合連合
会臨床研修指導医ワークショップ修
了、日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会専門医、日本心臓血
管インターベンション治療学会認定

循環器内科医師

日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本不整脈学会
CRT/ICD認定医、
日本心臓血管インターベンション治
療学会認定医、心臓リハビリテー

呼吸器内科医師

日本呼吸器学会専門医、日本呼吸器
内視鏡学会気管支鏡専門医、日本内
科学会認定医、Ｈ26札幌　臨床研修
指導医養成講習会修了
日本消化器病学会認定医

内科系診療部長
日本内科学会指導医、日本循環器学
会専門医、「指導医のためのワーク
ショップ」修了

循環器内科医長

日本内科学会指導医、日本循環器学
会専門医
第８回北海道大学病院「指導医のた
めの教育ワークショップ」修了

整形外科部長

日本整形外科学会整形外科専門医、
日本スポーツ協会公認スポーツドク
ター、第14回札幌医科大学附属病院
臨床研修指導医養成講習会修了

呼吸器内科医長

日本内科学会専門医、日本呼吸器学
会専門医・指導医、日本感染症学会
指導医、平成21年度「臨床研修指導
医講習会」修了

内科系診療部長

日本臨床細胞学会　細胞診指導医専
門医、日本内科学会認定内科医、日
本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門
医、日本呼吸器学会　呼吸器専門
医・指導医、日本医師会認定産業

外科部長
第3回旭川医科大学病院指導医のため
の教育ワークショップ修了

診療部長

日本麻酔科学会認定指導医、日本麻
酔科学会麻酔科専門医、日本専門医
機構認定麻酔科専門医、厚生労働省
麻酔科標榜医、第17回臨床研修指導
医講習会修了

小児科部長 日本小児科学会小児科専門医

循環器内科部長 日本内科学会認定医

副院長
管理者

日本外科学会外科専門医、日本胸部
外科認定医日本消化器内視鏡学会専
門医、日本消化器外科学会認定医、
消化器がん外科治療認定医、検診マ
ンモグラフィ読影認定医、第4回北海

診療部長

日本外科学会外科指導医・専門医、
日本消化器外科学会認定医、日本消
化器病学会消化器病指導医・専門
医、日本消化管学会胃腸科指導医、
日本静脈経腸栄養学会認定医・指導

消化器内科部長
日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本医師会認定産業医

消化器内科部長

日本内科学会指導医、日本内科学会
認定内科医、日本消化器病学会消化
器病専門医、日本消化器内視鏡学会
消化器内視鏡専門医、日本がん治療
認定医機構がん治療認定医、北海

消化器内科医長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会消化器病専門医

部長

日本病理学会専門医・研修指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
日本医師会認定産業医

院長

日本内科学会指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会
消化器病指導医・専門医、日本消化
器内視鏡学会指導医、日本消化管学
会胃腸科暫定指導医、日本肝臓学会

副院長

日本内科学会指導医、日本循環器学
会循環器専門医、日本内科学会総合
内科専門医、日本プライマリ・ケア
認定指導医、第35回新臨床研修指導
医育成講習会修了、第9回北海道プラ

部長
日本医学放射線学会放射線診断専門
医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

消化器
内科

加藤　貴司
国立病院機構北海道医療

センター
23 ○ ４

消化器
内科

馬場　麗
国立病院機構北海道医療

センター
16 ○ ４

消化器
内科

中積　宏之
国立病院機構北海道医療

センター
17 ○ ４

消化器
内科

多谷　容子
国立病院機構北海道医療

センター
12 ○ ４

消化器
内科

伊藤　淳
国立病院機構北海道医療

センター
14 ×

消化器
内科

長島　一哲
国立病院機構北海道医療

センター
8 ×

糖尿病･脂質
代謝内科

加藤　雅彦
国立病院機構北海道医療

センター
34 ○ ４

脳神経内科 菊地　誠志
国立病院機構北海道医療

センター
38 ○ ４

脳神経内科 新野　正明
国立病院機構北海道医療

センター
25 ○ ４

脳神経内科 南　　尚哉
国立病院機構北海道医療

センター
31 ×

脳神経内科 秋本　幸子
国立病院機構北海道医療

センター
22 ×

脳神経内科 宮﨑　雄生
国立病院機構北海道医療

センター
20 ×

脳神経内科 中野　史人
国立病院機構北海道医療

センター
15 ○ ４

脳神経内科 網野　格
国立病院機構北海道医療

センター
8 ×

脳神経内科 長沼　亮滋
国立病院機構北海道医療

センター
9 ○ ４

腎臓内科 柴崎　跡也
国立病院機構北海道医療

センター
23 ○ ４

腎臓内科 宮本　兼玄
国立病院機構北海道医療

センター
20 ×

腎臓内科 伊藤　政典
国立病院機構北海道医療

センター
19 ×

リウマチ科 市川　健司
国立病院機構北海道医療

センター
35 ○ ４

リウマチ科 小谷　俊雄
国立病院機構北海道医療

センター
14 ×

小児科 長尾　雅悦
国立病院機構北海道医療

センター
35 ○ ４

小児科 荒木　義則
国立病院機構北海道医療

センター
28 ○ ４

小児科 田中　藤樹
国立病院機構北海道医療

センター
22 ○ ４

小児科 河口　亜津彩
国立病院機構北海道医療

センター
17 ○ ４

精神科 森川　一史
国立病院機構北海道医療

センター
13 ○ ４精神科医師

日本精神神経学会精神科専門医
精神科専門医制度指導医
精神保健指定医
日本総合病院精神医学会一般病院連
携精神医学特定指定医

小児科医長

日本小児科学会専門医、日本腎臓学
会専門医、第７回札幌医科大学附属
病院「臨床研修指導医養成講習会」
修了

小児科医師
日本小児科学会専門医、2019年度
「臨床研修指導医養成講習会」修了

小児科医師
日本小児科学会専門医、日本腎臓学
会専門医、2019年度「臨床研修指導
医養成講習会」修了

リウマチ科医長

日本内科学会認定内科医、日本リウ
マチ学会・専門医・指導医、平成１
８年度「臨床研修指導医講習会」修
了

リウマチ科医師
日本内科学会認定内科医、日本リウ
マチ学会指導医・専門医、日本臨床
免疫学会認定医

副院長
日本小児科学会責任指導医・専門
医、第４回札幌医科大学附属病院
「臨床研修指導医養成講習会」修了

腎臓内科医師

日本内科学会認定医、日本腎臓学会
専門医・指導医、日本透析医学会専
門医・指導医、道・医師会「H26指導
医のための教育ワークショップ」修
了

腎臓内科医師

日本内科学会認定内科医、日本内科
学会総合内科専門医、日本腎臓学会
専門医・指導医、日本透析医学会専
門医・指導医

腎臓内科医師
日本内科学会認定内科医、難病指定
医

神経内科医師

日本神経学会専門医、
日本内科学会認定内科医
厚生労働省の定める認知症サポート
医養成研修修了
第8回北海道大学病院「指導医のための教育ワーク

神経内科医師 身体障碍者福祉法第15条指定医

神経内科医師

日本神経学会認定神経内科専門医
日本内科学会認定内科医
身体障碍者福祉法第15条指定医
難病指定医
第１５回北海道大学病院「指導医の

神経内科医長
日本神経学会指導医、
日本内科学会認定医

神経内科医師
日本神経学会専門医・指導医、日本
内科学会認定医

神経内科医師
日本神経学会専門医・指導医、日本
内科学会総合内科専門医

内科系副診療部長

日本内科学会指導医・専門医、日本
糖尿病学会指導医・専門医、日本医
師会認定産業医、道医師会「指導医
のための教育ワークショップ」修了

院長

日本神経学会専門医、
日本内科学会認定医、第6回北海道大
学病院「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了

臨床研究部長

日本神経学会専門医･指導医、
日本内科学会認定医
日本頭痛学会専門医
第2回北海道大学病院「指導医のため
の教育ワークショップ」修了

消化器内科医師

日本消化器病学会専門医、消化器内
視鏡学会専門医、日本内科学会認定
内科医、2019年度「臨床研修指導医
養成講習会」修了

消化器内科医師

日本消化器病専門医
日本内科学会認定内科医
日本内科学会認定総合内科専門医
難病指定医
日本消化器内視鏡学会専門医

消化器内科医師
日本消化器病学会専門医、日本消化
器内視鏡学会専門医、日本内科学会
認定医、日本内科学会認定内科医

消化器内科医長

日本消化管学会胃腸科専門医、日本
内科学会総合内科専門医、日本消化
器病学会指導医・専門医、日本消化
器内視鏡学会指導医・専門医、日本
カプセル内視鏡学会認定医、日本核

消化器内科医師

日本消化器病学会専門医、日本内科
学会認定内科医、日本消化器内視鏡
学会専門医、2019年度「臨床研修指
導医養成講習会」修了

消化器内科医師

日本消化器病学会専門医
がん治療認定医
総合内科専門医
がに薬物療法専門医
北海道大学病院「指導医のための教
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（№　48　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

精神科 岡　松彦
国立病院機構北海道医療

センター
10 ×

精神科 若槻　百美
国立病院機構北海道医療

センター
13 ×

放射線科 油屋　　潤
国立病院機構北海道医療

センター
29 ×

内科 武藤　晴達
国立病院機構北海道医療

センター
18 ×

病理診断科 木村　太一
国立病院機構北海道医療

センター
16 ○ ４

外科 川村　秀樹
国立病院機構北海道医療

センター
27 ○ ４

外科 三野　和宏
国立病院機構北海道医療

センター
17 ○ ４

外科 小丹枝　裕二
国立病院機構北海道医療

センター
14 ×

呼吸器
外科

大坂　喜彦
国立病院機構北海道医療

センター
32 ×

呼吸器
外科

本間　直健
国立病院機構北海道医療

センター
16 ○ ４

心臓血管
外科

吉田　俊人
国立病院機構北海道医療

センター
31 ○ ４

心臓血管
外科

川崎　正和
国立病院機構北海道医療

センター
30 ×

整形外科 伊東　学
国立病院機構北海道医療

センター
31 ○ ４

整形外科 永野　裕介
国立病院機構北海道医療

センター
17 ×

整形外科 紺野　拓也
国立病院機構北海道医療

センター
15 ○ ４

整形外科 長谷部　弘之
国立病院機構北海道医療

センター
9 ×

リハビリテー
ション科

松尾　雄一郎
国立病院機構北海道医療

センター
23 ○ ４

脳神経
外科

牛越　　聡
国立病院機構北海道医療

センター
30 ○ ４

脳神経
外科

下田　祐介
国立病院機構北海道医療

センター
12 ○ ４

形成外科 齊藤　有
国立病院機構北海道医療

センター
26 ○ ４

泌尿器科 笹村　啓人
国立病院機構北海道医療

センター
28 ○ ４

泌尿器科 松田　洋平
国立病院機構北海道医療

センター
16 ×

婦人科 齋籐　裕司
国立病院機構北海道医療

センター
30 ○ ４

婦人科 木村　広幸
国立病院機構北海道医療

センター
35 ○ ４

婦人科 大隅　大介
国立病院機構北海道医療

センター
17 ×

婦人科医長
日本産科婦人科学会専門医、母胎保
護指定医、日本医師会「指導医のた
めの教育ワークショップ」修了

婦人科医師

本産科婦人科学会専門医、日本臨床
細胞学会専門医、日本がん治療認定
医機構認定医、日本産科婦人科内視
鏡学会技術認定医、
日本内視鏡外科学会技術認定医、日

泌尿器科医長
日本泌尿器科学会指導医・専門医、
2019年度「臨床研修指導医養成講習
会」修了

泌尿器科医師
日本性機能学会専門医
日本泌尿器科専門医
日本泌尿器科指導医

外科系診療部長

日本産科婦人科学会専門医､日本臨床
細胞学会細胞診専門医､日本婦人科腫
瘍学会婦人科腫瘍専門医､日本産科婦
人科内視鏡学会技術認定医､日本がん
治療認定医機構暫定教育医､母体保護

脳神経外科
医長

日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会指導医
平成18年度VHJ機構指導医養成講座修了

脳神経外科医師
日本脳卒中学会専門医、日本脳神経
外科学会専門医、2019年度「臨床研
修指導医養成講習会」修了

形成外科医長

日本形成外科学会専門医、皮膚腫瘍
外科指導専門医、日本熱傷学会熱傷
専門医、第７回「札幌医科大学附属
病院臨床研修指導医養成講習会」修
了

整形外科医師
日本整形外科学会専門医
第12回道厚生農組連合会「臨床研修
指導医ワークショップ」修了

整形外科医師 日本整形外科学会専門医

リハビリテーション科医師

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門医、日本
神経学会指導医・専門医、日本臨床
神経整理学会認定医、日本内科学会
認定医、日本医師会認定産業医、第
11回北海道大学病院「指導医のため

心臓血管外科
医長

日本外科学会指導医、日本胸部外科
学会認定医、心臓血管外科専門医

統括診療部長

日本整形外科学会専門医・日本脊椎
脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医、日
本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本
医師会認定産業医、日本整形外科学
会運動器リハビリテーション医

整形外科医師
日本整形外科学会専門医、日本手外
科学会専門医、公益財団法人日本体
育協会公認スポーツドクター

呼吸器外科医長

日本外科学会専門医・認定医、日本
呼吸器外科学会専門医、日本胸部外
科学会認定医、日本消化器外科学会
認定医、麻酔科標榜医、診療情報管
理士

呼吸器外科医師

日本外科学会専門医、日本がん治療
認定医機構認定医、日本消化器外科
学会認定医、日本乳癌学会認定医、
日本呼吸器外科学会専門医、2019年
度「臨床研修指導医養成講習会」修

心臓血管外科
医長

日本胸部外科学会認定医、三学会構
成心臓血管外科専門医、日本外科学
会専門医
「指導医のための教育ワークショッ
プ」修了

外科系診療部長

日本外科学会専門医・指導医、日本
胃癌学会評議員、日本消化器外科学
会専門医・指導医・北海道支部評議
員、日本内視鏡外科学会評議員・技
術審査員、日本消化器病学会専門

外科医師

日本外科学会指導医・専門医・認定
医、日本消化器外科学会専門医、消
化器がん外科治療認定医、平成28年度臨
床研修指導医養成講習会修了

外科医師

日本外科学会専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化器がん外科治療認定医
日本消化器外科専門医

放射線科医長 日本医学放射線学会認定医

総合診療科医長
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医

病理診断科医長
日本病理学会指導医・専門医
「第16回北海道大学病院指導医のた
めの教育ワークショップ」修了

精神科医師

日本精神神経学会精神科専門医
日本精神神経学会精神科指導医
精神保健指定医
認知症診療医

精神科医師 精神保健指定医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

婦人科 内田　亜紀子
国立病院機構北海道医療

センター
17 ○ ４

皮膚科 廣崎　邦紀
国立病院機構北海道医療

センター
22 ○ ４

眼科 田川　小百合
国立病院機構北海道医療

センター
9 ×

耳鼻咽喉科 鈴木　章之
国立病院機構北海道医療

センター
27 ○ ４

耳鼻咽喉科 寺田　木の実
国立病院機構北海道医療

センター
10 ×

救命救急科 七戸　康夫
国立病院機構北海道医療

センター
33 ○ ４

救命救急科 硲　　光司
国立病院機構北海道医療

センター
24 ○ ４

救命救急科 塩谷　信喜
国立病院機構北海道医療

センター
20 ○ ４

救命救急科 塚本　祐己
国立病院機構北海道医療

センター
20 ○ ４

救命救急科 井上　望
国立病院機構北海道医療

センター
15 ○ ４

救命救急科 佐藤　智洋
国立病院機構北海道医療

センター
17 ○ ４

麻酔科 太田　みさき
国立病院機構北海道医療

センター
18 ×

麻酔科 三國　生臣
国立病院機構北海道医療

センター
16 ○ ４

麻酔科 和泉　裕己
国立病院機構北海道医療

センター
8 ×

内科 宮城　一也 琉球大学病院 21 ○ ４

内科 古堅　誠 琉球大学病院 21 ○ ４

内科 金城　武士 琉球大学病院 20 ○ ４

内科 仲村　秀太 琉球大学病院 17 ○ ４

内科 外間　昭 琉球大学病院 32 ○ ４

内科 金城　徹 琉球大学病院 18 ○ ４

内科 益崎　裕章 琉球大学病院 31 ○ ４

内科 森島　聡子 琉球大学病院 28 ○ ４

内科 屋比久　浩市 琉球大学病院 23 ○ ４

内科 新垣　多賀子 琉球大学病院 22 ○ ４

内科 仲地　佐和子 琉球大学病院 21 ○ ４

講師

内科認定医
糖尿病専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成22年度）

医員

内科認定医、総合内科専門医
糖尿病専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H21
年度）

助教

内科認定医、総合内科専門医
血液専門医
がん治療認定医機構　認定医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成23年度）

助教

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会指導医・消化器病
専門医
日本消化器内視鏡学会指導医・専門
医

大学院担当教授

内科認定医
日本内科学会指導医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本内分泌学会専門医・指導医
第2回京都大学医学部附属病院医師臨

准教授

内科認定医、総合内科専門医
血液専門医・指導医
造血細胞移植認定医
輸血・細胞治療学会 認定医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（平

助教

日本内科学会認定内科医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了
（平成27年度）
日本感染症学会専門医

助教

日本内科学会総合内科専門医・日本
呼吸器学会専門医・日本感染症学会
専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了
（平成24年度）

大学院担当准教授

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会指導医・専門
医
日本消化器がん検診学会検診認定医

麻酔科医師 日本麻酔科学会専門医

講師

日本内科学会内科指導医・認定内科
医・総合内科専門医
日本呼吸器学会呼吸器指導医・専門
医
ICD制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞ

講師

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認
定医

救急科医師

日本救急医学会専門医
日本集中治療医学会専門医
ICD
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会標榜医

麻酔科医師 日本麻酔科学会専門医･指導医

麻酔科医師

日本麻酔科学会専門医･指導医
北海道緩和ケア研修会修了、2019年
度「臨床研修指導医養成講習会」修
了

救命救急医師
第5回岩手医科大学医師臨床研修指導
者講習会修了、日本救急医学会指導
医

救命救急医師
第86回臨床研修指導医養成講習会修
了、日本内科学会専門医、日本消化
器病学会専門医

救命救急医師

日本救急医学会専門医、日本集中治
療医学会専門医、日本外科学会専門
医、心臓血管外科専門医、
平成20年度日本医師会「指導医のための教育ワー
クショップ」（岡山県医師会主催）修了

耳鼻咽喉科医師 日本耳鼻咽喉科学会専門医

救命救急部長

日本救急医学会専門医･指導医
日本集中治療医学会専門医
日本麻酔科学会専門医･指導医、平成
18年度第2回「臨床研修指導者養成課
程講習会」修了

救命救急副部長

日本麻酔科学会専門医･指導医
日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医
日本救急医学会専門医、日本病院会
主催「臨床研修指導医養成講習会」
修了

皮膚科医長

日本皮膚科学会専門医
がん治療認定医、
第4回札幌医科大学附属病院「臨床研
修指導医養成講習会」修了

眼科医師

耳鼻咽喉科医長

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本頭
頸部がん専門医制度暫定指導医、日
本耳鼻咽喉科学会専門研修指導医、
第13回札幌医科大学附属病院臨床研
修指導医養成講習会終了

婦人科医師

日本産科婦人科学会専門医、日本が
ん治療認定医機構認定医、
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定
医、日本内視鏡外科学会技術認定
医、日本性感染症学会認定医、2019
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（№　50　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 砂川　澄人 琉球大学病院 17 ○ ４

内科 中山　良朗 琉球大学病院 16 ○ ４

内科 土井　基嗣 琉球大学病院 15 ○ ４

内科 森近　一穂 琉球大学病院 11 ○ ４

内科 玉城　啓太 琉球大学病院 10 ○ ４

内科 花城　多恵子 琉球大学病院 8 ○ ４

内科 大屋　祐輔 琉球大学病院 38 ○ ４

内科 石田　明夫 琉球大学病院 28 ○ ４

内科 山里　正演 琉球大学病院 27 ○ ４

内科 崎間　洋邦 琉球大学病院 17 ○ ４

内科 池宮城　秀一 琉球大学病院 17 ○ ４

内科 石原　聡 琉球大学病院 17 ○ ４

内科 當間　裕一郎 琉球大学病院 16 ○ ４

内科 金城　孝典 琉球大学病院 14 ○ ４

内科 國場　和仁 琉球大学病院 14 ○ ４

内科 中村　卓人 琉球大学病院 12 ○ ４

内科 城間　加奈子 琉球大学病院 12 ○ ４

内科 潮平　朝洋 琉球大学病院 11 ○ ４

内科 財間　智士 琉球大学病院 11 ○ ４

内科 波平　幸裕 琉球大学病院 10 ○ ４

内科 潮平　親哉 琉球大学病院 9 ○ ４

外科 下地　英明 琉球大学病院 29 ○ ４

外科 高槻　光寿 琉球大学病院 26 ○ ４

外科 野村　寛徳 琉球大学病院 23 ○ ４

外科 狩俣　弘幸 琉球大学病院 22 ○ ４助教

日本外科学会指導医
日本消化器外科学会指導医
日本内視鏡外科学会技術認定
日本がん治療認定医機構がん治療認
定医

助教

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成18年度）
日本静脈栄養学会認定医

大学院担当教授

日本外科学会外科指導医
日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認

助教

日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認
定医
検診乳腺エコー読影認定医

医員
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

医員
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成２９年度）

医員
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

医員
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成３０年度）

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H27
年度）

医員
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成２８年度）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成２４年度）

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H27
年度）

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H27
年度）

助教
内科認定医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成23年度）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成２２年度）

助教
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H24
年度）

理事

内科認定医
内科学会指導医
老年学会指導医
循環器学会専門医
医療研修推進財団臨床研修指導医養

講師

内科認定医
腎臓専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成16年度）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成20年度）

医員

内科認定医、総合内科専門医
血液専門医・指導医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（平
成29年度）

医員

内科認定医
血液専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

医員

内科認定医
血液専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

医員

内科認定医、総合内科専門医
糖尿病専門医
内分泌代謝専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H25
年度）

助教

内科認定医、総合内科専門医
糖尿病専門医
内分泌代謝専門医
RyuMIC指導医養成セミナー（平成25
年度）

助教

内科認定医、総合内科専門医
医師会認定産業医
内分泌代謝専門医
リウマチ専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（平
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（№　51　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 金城　達也 琉球大学病院 21 ○ ４

外科 久田　正昭 琉球大学病院 19 ○ ４

外科 大野　慎一郎 琉球大学病院 16 ○ ４

外科 石野　信一郎 琉球大学病院 14 ○ ４

外科 山城　聡 琉球大学病院 29 ○ ４

外科 照屋　孝夫 琉球大学病院 27 ○ ４

外科 永野　貴昭 琉球大学病院 26 ○ ４

外科 仲榮眞　盛保 琉球大学病院 25 ○ ４

外科 稲福　斉 琉球大学病院 24 ○ ４

外科 古堅　智則 琉球大学病院 22 ○ ４

外科 喜瀨　勇也 琉球大学病院 19 ○ ４

外科 前田　達也 琉球大学病院 16 ○ ４

外科 安藤　美月 琉球大学病院 12 ○ ４

外科 上門　あきの 琉球大学病院 11 ○ ４

外科 比嘉　章太郎 琉球大学病院 11 ○ ４

救急部 久木田　一朗 琉球大学病院 39 ○ ４

救急部 中島　重良 琉球大学病院 37 ○ ４

救急部 寺田　泰蔵 琉球大学病院 30 ○ ４

救急部 玉城　佑一郎 琉球大学病院 22 ○ ４

救急部 大内　元 琉球大学病院 14 ○ ４

救急部 福田　龍将 琉球大学病院 13 ○ ４

救急部 平良　隆行 琉球大学病院 11 ○ ４

救急部 冨加見　昌隆 琉球大学病院 10 ○ ４

麻酔科 垣花　学 琉球大学病院 29 ○ ３、４

麻酔科 中村　清哉 琉球大学病院 27 ○ ４

大学院担当教授

麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成16年度）
平成19年度プログラム責任者講習会
修了

准教授

麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成18年度）
ペインクリニック専門医

准教授
第101回臨床研修指導医養成講習会
（第4393）

特命講師
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

特命助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成29）

特命教授

病院前救護体制における指導医等研
修H24年度
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成17年度）

特命准教授

RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成18年度）
DMAT隊員
スポーツドクター
BLSインストラクター

特命講師
日本医師会「指導医のためのワーク
ショップ」（平成27年度）

医員

日本外科学会専門医
日本心臓血管外科学会専門医
日本脈管学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成29年度）

大学院担当教授

日本救急科会専門医
集中治療専門医
麻酔指導医
RyuMIC指導医養成ｾﾐﾅｰﾀｽｸﾌｫｰｽ
AHA ACLSディレクター

特命准教授
臨床研修指導医養成講習会（第18-
14）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成22年度）
日本外科学会専門医

専門指導医
日本外科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成26年度）

専門指導医

日本外科学会専門医
日本脈管学会専門医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医
日本下肢救済・足病学会認定師セミ
ナー受講修了

講師

日本外科学会専門医
日本心臓血管外科学会専門医(修練指
導者)
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成17年度）

助教

日本外科学会専門医
日本呼吸器外科学会専門医
日本がん治療認定医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門
医

助教

日本外科学会専門医
日本心臓血管外科学会専門医
日本脈管学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成１９年度）

助教

日本外科学会専門医・指導医
呼吸器外科学会専門医
日本がん治療認定医
肺がんCT検診認定医
H20年度独立行政法人国立病院機構九

助教

日本外科学会専門医
日本胸部外科学会認定医
日本脈管学会専門医
TAVR指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

助教

日本外科学会専門医
日本心臓血管外科学会専門医
日本脈管学会専門医
日本下肢救済・足病学会認定師セミ
ナー受講修了

助教

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認
定医

助教

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成28年度）

大学院担当准教授

日本外科学会専門医・指導医
日本心臓血管外科学会専門医(修練指
導者)
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成18年度）

講師

日本外科学会外科指導医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

助教

日本外科学会専門医
日本小児外科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成29年度）
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 照屋　孝二 琉球大学病院 26 ○ ４

麻酔科 神里　興太 琉球大学病院 17 ○ ４

麻酔科 安部　真教 琉球大学病院 17 ○ ４

麻酔科 仲嶺　洋介 琉球大学病院 17 ○ ４

麻酔科 和泉　俊輔 琉球大学病院 16 ○ ４

麻酔科 大久保　潤一 琉球大学病院 16 ○ ４

麻酔科 久保田　陽秋 琉球大学病院 15 ○ ４

麻酔科 赤嶺　斉 琉球大学病院 15 ○ ４

麻酔科 渡邉　洋平 琉球大学病院 12 ○ ４

麻酔科 野口　信弘 琉球大学病院 18 ○ ４

麻酔科 宜野座　到 琉球大学病院 15 ○ ４

麻酔科 渕上　竜也 琉球大学病院 26 ○ ４

小児科 百名　伸之 琉球大学病院 35 ○ ４

小児科 金城　紀子 琉球大学病院 33 ○ ４

小児科 中西　浩一 琉球大学病院 31 ○ ４

小児科 知念　安紹 琉球大学病院 28 ○ ４

小児科 浜田　聡 琉球大学病院 23 ○ ４

小児科 兼次　拓也 琉球大学病院 22 ○ ４

小児科 浜田　和弥 琉球大学病院 16 ○ ４

小児科 仲村　貞郎 琉球大学病院 16 ○ ４

小児科 名嘉山　賀子 琉球大学病院 14 ○ ４

小児科 吉田　朝秀 琉球大学病院 25 ○ ４

小児科 呉屋　英樹 琉球大学病院 18 ○ ４

産科婦人科 久高　亘 琉球大学病院 22 ○ ４

産科婦人科 正本　仁 琉球大学病院 32 ○ ４

助教
日本小児科学会専門医
第12回小児科医のための臨床指導医
講習会

講師

日本産科婦人科学会 産婦人科専門
医・指導医
日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門
医
日本がん治療認定医機構 がん治療認

大学院担当准教授

日本産科婦人科学会専門医
日本医師会第１６回「指導医のため
の教育ワークショップ」修了
日本周産期・新生児医学会専門医制
度暫定指導医

専門指導医

日本小児科学会専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

専門指導医
日本小児科学会専門医
第23回小児科医のための臨床指導医
講習会

講師

日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成21年度）
第11回小児科医のための臨床研修指

助教

日本小児科学会専門医
日本血液学会専門医
日本小児血液・がん学会専門医
日本造血細胞移植学会認定医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

助教

日本小児科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成22年度）
平成24年度プログラム責任者講習会
修了

助教

日本小児科学会専門医
日本アレルギー学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成25年度）

助教

日本小児科学会専門医
日本リウマチ学会専門医・指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成24年度）

大学院担当教授

日本小児科学会専門医
日本小児腎臓病学会専門医・指導医
日本腎臓病学会専門医
厚生労働省認定　医師臨床研修指導
医（平成21年度受講済）

准教授

日本小児科学会専門医
臨床遺伝専門医・指導医
日本遺伝カウンセリング学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成15年度）

助教

麻酔専門医
日本心臓血管麻酔専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成30年度）

講師

麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成19年度）
集中治療学会専門医

講師

日本小児科学会専門医
日本血液学会専門医・指導医
日本小児血液・がん学会専門医・指
導医
日本造血細胞移植学会認定医

専門指導医
第3回三井記念病院臨床研究指導講習
会（平成25年度）

専門指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

助教

麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成23年度）
沖縄県緩和ケア研修会修了(平成20年
度)

助教
麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導養成セミナー修
了（平成23年度）

助教
麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

助教
麻酔専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教

麻酔指導医
集中治療学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（平成29年度）

助教
麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成26年度）

医員
臨床研修指導医養成ワークショップ
（平成21年度）

助教
麻酔指導医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成21年度）
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

産科婦人科 金城　忠嗣 琉球大学病院 21 ○ ４

産科婦人科 赤嶺　こずえ 琉球大学病院 16 ○ ４

精神科神経科 近藤　毅 琉球大学病院 37 ○ ４

精神科神経科 島袋　盛洋 琉球大学病院 21 ○ ４

精神科神経科 玉城　祐一郎 琉球大学病院 10 ○ ４

精神科神経科 新里　輔鷹 琉球大学病院 9 ○ ４

精神科神経科 石橋　孝勇 琉球大学病院 9 ○ ４

外科（脳外） 菅原　健一 琉球大学病院 22 ○ ４

外科（脳外） 宮城　智央 琉球大学病院 16 ○ ４

外科（脳外） 外間　洋平 琉球大学病院 14 ○ ４

外科（脳外） 長嶺　英樹 琉球大学病院 13 ○ ４

外科（整形） 金城　政樹 琉球大学病院 22 ○ ４

外科（整形） 東　千夏 琉球大学病院 20 ○ ４

外科（整形） 大久保　宏貴 琉球大学病院 18 ○ ４

外科（整形） 金城　英雄 琉球大学病院 18 ○ ４

外科（整形） 當銘　保則 琉球大学病院 18 ○ ４

外科（泌尿） 齋藤　誠一 琉球大学病院 37 ○ ４

外科（泌尿） 仲西　昌太郎 琉球大学病院 15 ○ ４

外科（泌尿） 木村　隆 琉球大学病院 14 ○ ４

外科（泌尿） 芦刈　明日香 琉球大学病院 14 ○ ４

外科（形成） 清水　雄介 琉球大学病院 22 ○ ４

外科（形成） 笠井　昭吾 琉球大学病院 16 ○ ４

皮膚科 山本　雄一 琉球大学病院 25 ○ ４

皮膚科 山口　さやか 琉球大学病院 16 ○ ４

皮膚科 宮城　拓也 琉球大学病院 13 ○ ４助教
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成30年度）

特命助教

形成外科専門医
日本形成外科学会小児形成外科分野
指導医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科分野
指導医

講師
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了(平成18年度）

講師
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（平
成26年度）

助教
日本泌尿器科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

大学院担当教授

形成外科専門医
日本美容外科学会専門医
日本形成外科学会小児形成外科分野
指導医
第15回 慶應義塾大学病院 臨床研修

准教授
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H29
年度）

大学院担当教授

日本泌尿器科学会専門医・指導医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
RyuMIC指導医養成セミナー（平成25
年度）

助教
日本泌尿器科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成26年度）

講師
日本整形外科会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教

日本整形外科会専門医
日本手の外科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（H28年度）

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H28
年度）

助教
脳神経外科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教
日本整形外科会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
（H28年度）

助教

日本小児科学会専門医
沖縄県緩和ケア研修会修了(2019年)
日本小児心身医学会 認定医
Ryumic臨床研修指導医養成セミナー
修了(H30年度)

講師

脳神経外科専門医
脳神経外科指導医
日本がん治療認定医
群馬大学琉球大学医学部附属病院臨
床研修指導医養成講習会修了（平成

助教

脳神経外科専門医
脳神経外科指導医
日本がん治療認定医
PNLSインストラクター
ACLS-EP・PALS・ACLSプロバイダー

助教

精神保健指定医
日本精神神経学会精神科専門医
RyuMIC指導医養成セミナー（平成24
年度）

助教
沖縄県緩和ケア研修会修了(2015年)
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（令和元年度）

助教

精神保健指定医
日本精神神経学会精神科専門医・指
導医
沖縄県緩和ケア研修会 2014
Ryumic臨床研修指導医養成セミナー

助教

日本産科婦人科学会産婦人科専門
医・指導医
日本周産期・新生児医学会 母体・胎
児専門医
母体保護法指定医

助教

日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本生殖医学会生殖医療専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成30年度）
医学博士

大学院担当教授

精神保健指定医
日本精神神経学会精神科指導医
日本精神神経学会精神科専門医
日本臨床精神神経薬理学会専門医
日本医師会認定 産業医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

皮膚科 林　健太郎 琉球大学病院 13 ○ ４

耳鼻咽喉科 鈴木　幹男 琉球大学病院 34 ○ ４

耳鼻咽喉科 真栄田　裕行 琉球大学病院 27 ○ ４

耳鼻咽喉科 喜友名　朝則 琉球大学病院 21 ○ ４

耳鼻咽喉科 平川　仁 琉球大学病院 21 ○ ４

耳鼻咽喉科 山下　懐 琉球大学病院 20 ○ ４

耳鼻咽喉科 安慶名　信也 琉球大学病院 17 ○ ４

耳鼻咽喉科 比嘉　朋代 琉球大学病院 16 ○ ４

耳鼻咽喉科 比嘉　輝之 琉球大学病院 15 ○ ４

耳鼻咽喉科 近藤　俊輔 琉球大学病院 13 ○ ４

耳鼻咽喉科 喜瀬　乗基 琉球大学病院 11 ○ ４

耳鼻咽喉科 金城　秀俊 琉球大学病院 11 ○ ４

眼科 古泉　英貴 琉球大学病院 22 ○ ４

眼科 新垣　淑邦 琉球大学病院 21 ○ ４

眼科 江夏　亮 琉球大学病院 16 ○ ４

放射線科 飯田　行 琉球大学病院 18 ○ ４

放射線科 平安名　常一 琉球大学病院 25 ○ ４

病理診断科 国島　文史 琉球大学病院 20 ○ ４

外科（整形） 神谷　武志 琉球大学病院 21 ○ ４

内科 古波藏　健太郎 琉球大学病院 27 ○ ４

内科 座間味　亮 琉球大学病院 13 ○ ４

内科 金城　興次郎 琉球大学病院 11 ○ ４

内科 武村　克哉 琉球大学病院 24 ○ ４

内科 仲松　正司 琉球大学病院 20 ○ ４

内科 平田　哲生 琉球大学病院 29 ○ ４

特命助教

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医
日本感染症学会専門医
日本化学療法学会指導医・認定医
ICD制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞ

特命教授

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡
専門医
日本消化器がん検診学会検診認定医
RyuMIC 臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了
（平成15年第２回）

特命助教

認定内科医　総合内科専門医　腎臓
専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H27
年度）

特命助教

日本透析学会専門医
日本内科学会認定内科医
本内科学会総合内科専門医
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H29
年度）

助教

日本プライマリ・ケア連合学会認定
医指導医
日本内科学会認定総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

医員

日本病理学会病理専門医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
死体解剖資格
沖縄県立中部病院（臨床研修指導医
養成ワークショップ）(平成２１年

講師

整形外科専門医
リハビリテーション科専門医
障害者スポーツ医
15条指定医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

准教授

認定内科医
総合内科専門医
日本高血圧専門医
日本高血圧指導医
透析専門医

助教
眼科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27年度）

助教

日本医学放射線学会放射線診断専門
医
日本核医学会核医学専門医
日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

准教授

日本医学放射線学会放射線治療専門
医
日本医学放射線学会研修指導者
日本放射線腫瘍学会専門医
IVR 専門医

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H29
年度）
日本耳鼻咽喉科学会専門医

教授

眼科専門医
日本眼科学会指導医
東京女子医科大学病院指導医講習会
終了（平成24年度）

助教
眼科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成20年度）

助教

RyuMIC指導医養成セミナー修了（H26
年度）
日本耳鼻咽喉科学会専門医
補聴器相談医

専門指導医

RyuMIC指導医養成セミナー修了（H27
年度）
日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
補聴器相談医

医員
RyuMIC指導医養成セミナー修了（H30
年度）
日本耳鼻咽喉科学会専門医

助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
日本がん治療認定医
頭頸部がん専門医
補聴器相談医

助教

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
補聴器相談医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成23年度）

医員

RyuMIC指導医養成セミナー修了（H28
年度）
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本アレルギー学会専門医

准教授

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
日本気管食道科学会専門医
日本がん治療認定医
頭頸部がん専門医

講師

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
日本気管食道科学会専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成17年度）

講師

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
日本がん治療認定医
頭頸部がん専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

助教
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成28年度）

大学院担当教授

日本耳鼻咽喉科学会専門医、専門研
修指導医
日本気管食道科学会専門医
日本がん治療認定医・暫定教育医
日本がん治療認定医
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（№　55　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 有賀　拓郎 琉球大学病院 14 ○ ４

内科 増田　昌人 琉球大学病院 32 ○ ４

内科 奥村　耕一郎 琉球大学病院 30 ○ ４

内科 東上里　康司 琉球大学病院 25 ○ ４

内科 西　由希子 琉球大学病院 13 ○ ４

内科 原永　修作 琉球大学病院 24 ○ ４

内科 又吉　哲太郎 琉球大学病院 20 ○ ４

地域医療 棟方　隆 帯広徳洲会病院 40 ○ ３、４

地域医療 有山　悌三 帯広徳洲会病院 33 ○ ４

地域医療 小沼　由治 帯広徳洲会病院 25 ○ ４

地域医療 吉廣　剛 帯広徳洲会病院 15 ○ ４

精神科 太田　健介 札幌太田病院 20 ○ ３、４

精神科 太田　秀造 札幌太田病院 26 ○ ４

精神科 斉藤　一朗 札幌太田病院 13 ○ ４

血液内科 堤　　豊 市立函館病院 25 ○ ４

消化器内科 成瀬　宏仁 市立函館病院 33 ○ ４

消化器内科 山本　義也 市立函館病院 26 ○ ４

消化器内科 畑中　一映 市立函館病院 25 ○ ４

消化器内科 木下　賢治 市立函館病院 12 ○ ４

呼吸器内科 山添　雅巳 市立函館病院 18 ○ ４

循環器内科 杉立　和也 市立函館病院 16 ○ ４

小児科 酒井　好幸 市立函館病院 27 ○ ４

小児科 川嶋　雄平 市立函館病院 12 ○ ４

神経内科 堀内　一宏 市立函館病院 14 ○ ４

放射線科 安井　太一 市立函館病院 13 ○ ４

医長 日本小児科学会専門医

主任医長
(科長)

日本内科学会総合専門医，日本神経
学会神経内科専門医

医長 日本医学放射線学会専門医

主任医長
(科長)

日本内科学会総合専門医・認定内科
医，日本呼吸器学会専門医，日本結
核学会結核・抗酸菌専門医，日本呼
吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

主任医長
日本心血管インターベンション治療
学会認定医・専門医，日本循環器学
会専門医

医療部長
(科長)

日本小児科学会専門医，ICD認定医

医療部長

日本内科学会認定医・総合専門医，
日本消化器病学会専門医，日本消化
器内視鏡学会指導医・専門医，日本
肝臓学会指導医・専門医

主任医長
（科長）

日本内科学会指導医・認定内科専門
医，日本消化器病学会専門医，日本
消化器内視鏡学会専門医，日本がん
治療認定医機構暫定教育医

医長
日本内科学会総合専門医，消化器内
科学会専門医，消化器内視鏡学会専
門医

診療部長

精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、平成27年度精神科
七者懇　第1回「臨床研修指導医講習
会」修了

主任医長
(科長)

日本内科学会総合専門医・認定医，
日本血液学会指導医・専門医，日本
臨床血液学会指導医・認定医，日本
がん治療認定医機構暫定教育医，日
本造血幹細胞移植学会専門医

副院長

日本内科学会指導医・専門医，日本
消化器病学会指導医・専門医，日本
消化器内視鏡学会指導医・専門医，
平成17年度臨床研修指導医養成講習
会受講済

内科医長
国際医療福祉大学・高邦会グループ
臨床研修指導医養成ワークショップ
受講、日本循環器専門医

院長
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、北海道地区精神科
七者懇臨床研修指導医講習会受講

会長
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、科学院主催臨床研
修指導医養成研修受講

院長

日本外科学会専門医、日本肝臓学会
専門医、日本消化器病学会専門医、
日本消化器外科学会認定医、臨床研
修指導医養成講習会受講

副院長

徳洲会グループ臨床研修指導者養成
講習会受講、日本外科学会専門医、
日本消化器外科学会認定医、消化器
がん外科治療認定医

外科部長
臨床研修指導医のためのEBM講習会受
講、日本外科学会認定医

助教

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医
日本医師会認定産業医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー

特命准教授

日本内科学会内科指導医・認定内科
医・総合内科専門医
日本呼吸器学会指導医・専門医
日本感染症学会指導医・専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導

助教

内科認定医
腎臓専門医
RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成21年度）

特命准教授

認定内科医
総合内科専門医
内科指導医
がん薬物療法専門医・指導医
がん治療認定医

特命教授

内科専門医
循環器学会専門医
第２回沖縄県医師会「指導医のため
の教育ワークショップ」修了
平成25年度プログラム責任者講習会

講師

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会内科指導医
日本臨床検査医学会臨床検査専門医
日本臨床検査学会臨床検査管理医

特命講師

日本医学放射線学会放射線治療専門
医
日本放射線腫瘍学会専門医
RyuMIC 臨床研修指導医養成セミナー
修了（平成27 年度）
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（№　56　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

放射線科 小黒　武雄 市立函館病院 14 ○ ４

放射線科 加藤　大貴 市立函館病院 9 ○ ４

消化器外科 中西　一彰 市立函館病院 29 ○ ４

消化器外科 笠島　浩行 市立函館病院 24 ○ ４

消化器外科 久留島　徹大 市立函館病院 25 ○ ４

消化器外科 敦賀　陽介 市立函館病院 21 ○ ４

消化器外科 梅原　実 市立函館病院 20 ○ ４

消化器外科 山名　大輔 市立函館病院 14 ○ ４

心臓血管外科 森下　清文 市立函館病院 37 ○ ３、４

心臓血管外科 新垣　正美 市立函館病院 17 ○ ４

心臓血管外科 石川　和徳 市立函館病院 25 ○ ４

呼吸器外科 馬渡　徹 市立函館病院 29 ○ ４

脳神経外科 對馬　州一 市立函館病院 21 ○ ４

脳神経外科 大川　聡史 市立函館病院 11 ○ ４

整形外科 佐藤　隆弘 市立函館病院 34 ○ ４

整形外科 中島　菊雄 市立函館病院 30 ○ ４

整形外科 平賀　康晴 市立函館病院 27 ○ ４

整形外科 菊池　明 市立函館病院 23 ○ ４

リハビリテー
ション科

長谷川　千恵子 市立函館病院 26 ○ ４

産婦人科 山下　剛 市立函館病院 32 ○ ４

産婦人科 伊藤　崇宏 市立函館病院 12 ○ ４

泌尿器科 西村　祥二 市立函館病院 29 ○ ４

泌尿器科 細越　正吾 市立函館病院 8 ○ ４

形成外科 南本　俊之 市立函館病院 27 ○ ４

麻酔科 辻口　直紀 市立函館病院 26 ○ ４
医療部長
(科長)

日本麻酔科学会指導医・専門医，日
本集中治療医学会専門医，アメリカ
心臓協会(AHA)認定ACLSインストラク
ター，平成20年厚生労働省医政局長
認定臨床研修指導医

主任医長
(科長)

日本泌尿器科学会指導医・専門医

医長
日本泌尿器科学会専門医，日本透析
医学会専門医

主任医長
(科長)

日本形成外科学会専門医，日本臨床
皮膚外科学会専門医，日本医師会認
定産業医

主任医長
(科長)

日本リハビリテーション医学会指導
責任者・専門医

医療部長

日本産科婦人科学会指導医・専門
医，日本臨床細胞学会臨床細胞診指
導医，日本婦人科腫瘍学会腫瘍専門
医，日本産科婦人科内視鏡学会技術
認定医

医長 日本産科婦人科学会専門医

主任医長
(科長)

日本整形外科学会専門医，日本手の
外科学会専門医，日本骨・関節感染
症学会ＩＣＤ認定医

主任医長 日本整形外科学会専門医

主任医長 日本整形外科学会専門医

主任医長
(科長)

日本脳神経外科学会専門医，日本脳
神経血管内治療学会専門医

医長 日本脳神経外科学会専門医

副院長

日本整形外科学会専門医，日本脊椎
脊髄病学会指導医
平成19年度臨床研修指導医養成講習
会受講済

主任医長
(科長)

日本外科学会専門医，日本循環器学
会専門医，心臓血管外科指導医・専
門医，日本脈管学会専門医

主任医長
日本循環器学会専門医，日本脈管学
会専門医，日本外科学会専門医，心
臓血管外科指導医・専門医

主任医長
(科長)

日本外科学会専門医・認定医，日本
胸部外科学会指導医・認定医，日本
呼吸器外科学会専門医

主任医長
日本外科学会専門医・指導医，日本
消化器外科学会専門医，日本肝臓学
会専門医

主任医長 日本外科学会専門医

院長
日本胸部外科学会専門医・指導医，
日本心臓血管外科学会指導医・専門
医，日本外科学会指導医・専門医

主任医長
(科長)

マンモグラフィー読影認定医，消化
器がん外科治療認定医，日本外科学
会指導医・専門医，日本消化器外科
学会指導医・専門医，大腸肛門病学
会専門医，日本癌治療認定医機構暫

主任医長 日本外科学会専門医

主任医長
日本外科学会専門医・指導医，日本
消化器外科学会専門医

主任医長 日本周術期経食道心エコー認定医

医長 日本医学放射線学会専門医

副院長

日本外科学会指導医・専門医，日本
消化器外科学会指導医・専門医，日
本消化器病学会専門医，日本肝臓学
会専門医，日本肝胆膵外科学会高度
技能指導医，日本がん治療認定医機
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 児玉　萌 市立函館病院 9 ○ ４

耳鼻いんこう
科

山下　恵司 市立函館病院 12 ○ ４

救急部門 武山　佳洋 市立函館病院 24 ○ ４

救急部門 坂脇　園子 市立函館病院 15 ○ ４

救急部門 坂脇　英志 市立函館病院 14 ○ ４

救急部門 俵　敏弘 市立函館病院 14 ○ ４

救急部門 佐藤　昌太 市立函館病院 12 ○ ４

臨床病理科 下山　則彦 市立函館病院 42 ○ ４

臨床病理科 棟方　哲 市立函館病院 36 ○ ４

緩和ケア科 山﨑　裕 市立函館病院 29 ○ ４

外科 川崎　和凡 道東の森　　総合病院 28 ○ ３、４

内科 薬師寺　史厚 東京都立墨東病院 28 ×

内科 藤ケ﨑　浩人 東京都立墨東病院 30 ○ ３、４

内科 小杉　信晴 東京都立墨東病院 27 ×

内科 淺野　徹 東京都立墨東病院 27 ○ ４

内科 堀内　亮郎 東京都立墨東病院 28 ○ ４

内科 大和田　啓 東京都立墨東病院 25 ×

内科 渡邊　睦房 東京都立墨東病院 24 ○ ４

内科 井下　聖司 東京都立墨東病院 25 ○ ４

内科 古本　洋平 東京都立墨東病院 17 ×

内科 水谷　真之 東京都立墨東病院 18 ○ ４

内科 南雲　彩子 東京都立墨東病院 18 ○ ４

内科 小林　正芳 東京都立墨東病院 18 ○ ４

内科 井上　佑一 東京都立墨東病院 14 ○ ４

内科 小林　真之 東京都立墨東病院 11 ×

医長 日本内科学会専門医　他

医長 血液学会専門医　他

医長 日本神経学会神経内科指導医　他

医長 日本内科学会認定内科医　他

医長 日本呼吸器学会指導医　他

医長 日本神経学会神経内科指導医　他

医長 日本内科学会専門医　他

医長 消化器内視鏡学会指導医　他

部長 消化器病学会指導医　他

部長 消化器内視鏡学会指導医　他

医長 血液学会専門医　他

部長 内分泌代謝科指導医　他

部長 日本神経学会神経内科指導医　他

部長 総合内科専門医　他

主任医長
日本病理学会専門医，日本臨床細胞
学会専門医

主任医長
(科長)

日本麻酔科学会指導医，ペインクリ
ニック学会専門医，日本救急医学会
専門医，日本緩和医療学会専門医

副院長 日本脳神経外科学会

主任医長 日本救急医学会専門医

医長 日本救急医学会専門医

診療指導顧問
(科長)

日本病理学会専門医，日本臨床細胞
学会専門医

主任医長
（科長）

日本救急医学会救急科専門医・指導
医

主任医長 日本救急医学会専門医

主任医長 日本救急医学会専門医

医長 日本麻酔科学会専門医

医長
（科長）

日本耳鼻咽喉科学会専門医
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（№　58　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 小林　克誠 東京都立墨東病院 13 ×

内科 松本　太一 東京都立墨東病院 14 ×

循環器科 鈴木　紅 東京都立墨東病院 26 ○ ４

循環器科 安部　大輔 東京都立墨東病院 21 ○ ４

循環器科 黒木　識敬 東京都立墨東病院 18 ○ ４

循環器科 木全　啓 東京都立墨東病院 11 ×

感染症科 中村　ふくみ 東京都立墨東病院 23 ×

感染症科 岩渕　千太郎 東京都立墨東病院 18 ○ ４

感染症科 阪本　直也 東京都立墨東病院 13 ○ ４

リウマチ科 西川　卓治 東京都立墨東病院 31 ○ ４

リウマチ科 島根　謙一 東京都立墨東病院 18 ○ ４

神経科 新垣　浩 東京都立墨東病院 25 ×

神経科 伊澤　良介 東京都立墨東病院 32 ○ ４

神経科 鮒田　栄治 東京都立墨東病院 21 ○ ４

神経科 馬場　美穂 東京都立墨東病院 15 ×

神経科 佐々木　健至 東京都立墨東病院 20 ○ ４

小児科 三澤　正弘 東京都立墨東病院 34 ○ ４

小児科 大森　多恵 東京都立墨東病院 22 ○ ４

小児科 中村　隆広 東京都立墨東病院 18 ×

小児科 吉橋　知邦 東京都立墨東病院 12 ○ ４

新生児科 大森　意索 東京都立墨東病院 31 ○ ４

新生児科 九島　令子 東京都立墨東病院 34 ×

新生児科 近藤　雅楽子 東京都立墨東病院 21 ×

新生児科 木村　有希 東京都立墨東病院 17 ○ ４

外科 真栄城　剛 東京都立墨東病院 32 ○ ４

医長 日本小児科学会小児科専門医　他

医長 日本小児科学会小児科専門医　他

部長 日本外科学会専門医　他

医長 日本小児科学会専門医　他

部長 日本小児科学会専門医　他

部長 小児科学会専門医

部長 日本小児科学会専門医・指導医　他

医長 日本小児科学会専門医・指導医

医長 日本小児科学会専門医・指導医　他

医長 精神科専門医・指導医　他

医長 精神科専門医・指導医　他

医長 精神科専門医・指導医　他

医長 日本リウマチ学会専門医　他

部長 精神科専門医・指導医　他

部長 精神科専門医・指導医　他

医長 日本内科学会認定医　他

医長 日本感染症学会感染症専門医　他

部長 日本リウマチ学会専門医　他

医長 日本循環器学会認定循環器専門医他

医長 日本循環器学会認定循環器専門医他

部長 日本感染症学会感染症専門医　他

医長 日本内科学会認定内科医　他

副院長 日本循環器学会専門医　他

医長 日本循環器学会専門医　他

医長 日本内科学会総合内科専門医　他
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（№　59　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 高濱　祐己子 東京都立墨東病院 18 ×

外科 和田　郁雄 東京都立墨東病院 29 ○ ４

外科 稲田　健太郎 東京都立墨東病院 18 ×

外科 那須　啓一 東京都立墨東病院 17 ×

外科 高橋　道郎 東京都立墨東病院 20 ×

外科 大道　清彦 東京都立墨東病院 13 ×

心臓血管外科 由利　康一 東京都立墨東病院 24 ×

心臓血管外科 尾辻　瑞人 東京都立墨東病院 29 ○ ４

心臓血管外科 小林　亜紀 東京都立墨東病院 22 ×

心臓血管外科 江花　弘基 東京都立墨東病院 17 ×

整形外科 金井　宏幸 東京都立墨東病院 33 ×

整形外科 小林　篤樹 東京都立墨東病院 25 ×

整形外科 田中　祐治 東京都立墨東病院 17 ×

整形外科 亀倉　暁 東京都立墨東病院 27 ×

整形外科 保坂　陽子 東京都立墨東病院 16 ○ ４

脳神経外科 花川　一郎 東京都立墨東病院 28 ○ ４

脳神経外科 村尾　昌彦 東京都立墨東病院 34 ×

脳神経外科 中村　安伸 東京都立墨東病院 29 ×

脳神経外科 土屋　掌 東京都立墨東病院 16 ×

脳神経外科 田中　健太郎 東京都立墨東病院 16 ×

形成外科 望月　靖史 東京都立墨東病院 24 ×

形成外科 上野　紫穂 東京都立墨東病院 17 ×

皮膚科 沢田　泰之 東京都立墨東病院 31 ○ ４

皮膚科 吉岡　勇輔 東京都立墨東病院 9 ×

泌尿器科 近藤　靖司 東京都立墨東病院 34 ×部長 日本泌尿器科学会指導医　他

医長 日本形成外科学会専門医　他

部長 日本皮膚科学会専門医・指導医　他

医長
難病指定医、小児慢性特定疾病指定
医　他

医長
日本脳神経外科学会脳神経外科専門
医　他

医長 日本脳神経外科学会専門医　他

医長 日本形成外科学会専門医　他

部長 日本脳神経外科学会専門医　他

部長 日本脳神経外科学会専門医

医長 日本脳神経外科学会専門医

医長 日本整形外科学会整形外科専門医他

医長 日本整形外科学会整形外科専門医他

医長 日本整形外科学会整形外科専門医他

医長
日本外科学会認定医・外科専門医
他

部長 日本整形外科学会専門医　他

医長 日本整形外科学会専門医

部長 心臓血管外科専門医　他

部長
日本外科学会認定医・外科専門医
他

医長
日本外科学会認定医・外科専門医
他

医長 日本外科学会専門医　他

医長 日本外科学会専門医　他

医長 日本外科学会専門医　他

医長 日本外科学会専門医　他

医長 日本外科学会専門医　他

医長 日本外科学会専門医　他
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（№　60　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

泌尿器科 依田　憲治 東京都立墨東病院 18 ○ ４

泌尿器科 村山　慎一郎 東京都立墨東病院 14 ×

眼科 季羽　舟 東京都立墨東病院 27 ○ ４

耳鼻咽喉科 横西　久幸 東京都立墨東病院 18 ×

耳鼻咽喉科 馬場　美雪 東京都立墨東病院 18 ×

救命センター 濱邊　祐一 東京都立墨東病院 38 ○ ４

救命センター 三上　学 東京都立墨東病院 27 ○ ４

救命センター 杉山　和宏 東京都立墨東病院 18 ○ ４

救命センター 大倉　淑寛 東京都立墨東病院 18 ○ ４

麻酔科 鈴木　健雄 東京都立墨東病院 31 ○ ４

麻酔科 高橋　英督 東京都立墨東病院 20 ○ ４

麻酔科 高田　朋彦 東京都立墨東病院 16 ×

麻酔科 千田　麻里子 東京都立墨東病院 18 ×

輸血科 藤田　浩 東京都立墨東病院 32 ○ ４

検査科 谷澤　徹 東京都立墨東病院 32 ○ ４

検査科 伊藤　淳 東京都立墨東病院 34 ○ ４

検査科 蕨　雅大 東京都立墨東病院 23 ○ ４

産婦人科 久具　宏司 東京都立墨東病院 37 ○ ４

産婦人科 笠松　高弘 東京都立墨東病院 37 ○ ４

産婦人科 兵藤　博信 東京都立墨東病院 25 ○ ４

産婦人科 三浦　紫保 東京都立墨東病院 17 ○ ４

産婦人科 今田　信哉 東京都立墨東病院 17 ×

産婦人科 松本　陽子 東京都立墨東病院 20 ○ ４

放射線科 松岡　勇二郎 東京都立墨東病院 37 ○ ４

放射線科 高橋　正道 東京都立墨東病院 15 ×

部長
日本医学放射線学会放射線専門医
他

医長
日本医学放射線学会放射線専門医
他

医長
日本産婦人科学会産婦人科専門医
他

医長
日本産婦人科学会産婦人科専門医
他

医長
日本産婦人科学会産婦人科専門医
他

部長 日本産科婦人科学会専門医　他

部長
日本産婦人科学会産婦人科専門医
他

部長
日本産婦人科学会産婦人科専門医
他

部長 日本病理学会認定医　他

医長 日本胸部外科学会認定医　他

医長 日本臨床細胞学会指導医

医長 日本麻酔学会専門医・指導医　他

医長 日本麻酔学会専門医・指導医　他

部長 日本血液学会認定指導医　他

医長 日本救急医学会専門医　他

部長 日本麻酔学会専門医・指導医　他

医長 日本麻酔学会専門医・指導医　他

部長 救急医学会指導医　他

医長 外科認定医

医長 日本救急医学会専門医　他

医長 日本眼科学会眼科専門医

医長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

医長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

医長 日本泌尿器科学会指導医　他

医長 日本泌尿器科学会指導医　他
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（№　61　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

放射線科 和田　智貴 東京都立墨東病院 13 ×

放射線科 待鳥　裕美子 東京都立墨東病院 15 ×

救急診療科 岡田　昌彦 東京都立墨東病院 28 ○ ４

総合診療科 長田　薫 武蔵野赤十字病院 37 ○ ３、４

内科 中根　実 武蔵野赤十字病院 25 ○ ３、４

内科 髙野　弥奈 武蔵野赤十字病院 30 ○ ３、４

内科 杉山　徹 武蔵野赤十字病院 22 ○ ３、４

内科 早川　惠理 武蔵野赤十字病院 16 ○ ３、４

内科 髙村　聡人 武蔵野赤十字病院 18 ○ ３、４

内科 高橋　大栄 武蔵野赤十字病院 14 × ３

内科 押川　学 武蔵野赤十字病院 18 ○ ３、４

内科 川﨑　和佳子 武蔵野赤十字病院 10 ○ ４

内科 林　裕家 武蔵野赤十字病院 29 ○ ４

内科 赤司　雅子 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

内科 久山　環 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

総合診療科 上田　研 武蔵野赤十字病院 20 ○ ４

循環器科 足利　貴志 武蔵野赤十字病院 34 ○ ３、４

循環器科 野里　寿史 武蔵野赤十字病院 26 ○ ３、４

循環器科 永田　恭敏 武蔵野赤十字病院 23 ○ ４

循環器科 中村　知史 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

循環器科 原　信博 武蔵野赤十字病院 14 ○ ４

消化器科 泉　並木 武蔵野赤十字病院 42 × ３

消化器科 黒崎　雅之 武蔵野赤十字病院 33 ○ ３、４

消化器科 中西  裕之 武蔵野赤十字病院 22 ○ ４

消化器科 土谷 　薫 武蔵野赤十字病院 22 ○ ４

副院長
日本内科学会指導医・専門医、日本
肝臓学会指導医

副部長
肝臓学会専門医・消化器内視鏡学会
専門医

副部長
日本消化器病学会・日本消化器内視
鏡学会専門医

医師 日本循環器科学会循環器専門医

医師 日本循環器科学会循環器専門医

院長
日本消化器病学会・日本内科学会指
導医

部長 日本内科学会認定内科医

部長 日本循環器学会認定循環器専門医

副部長 日本循環器学会認定循環器専門医

医師
日本内科学会総合内科専門医、日本
緩和医療学会専門医

医師
日本内科学会総合内科専門医、日本
腎臓学会腎臓専門医

副部長
日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化
器病学会病専門医

部長 日本内科学会総合内科専門医

医師 指導医養成講習会受講

部長 日本緩和医療学会暫定指導医

副部長
日本内科学会認定医、日本内分泌学
会専門医

部長
日本内科学会専門医、血液学会専門
医

副部長
日本内科学会総合内科専門医、日本
腎臓学会腎臓専門医

部長
日本内科学会専門医、血液学会専門
医

部長
日本血液学会血液専門医、日本内科
学会総合内科専門医

部長
日本内分泌学会内分泌代謝科指導
医・専門医

医長

医長 救急科専門医　他

部長
日本血液学会認定血液専門医、日本
内科学会認定内科医

医長 救急科専門医
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（№　62　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

消化器科 板倉  潤 武蔵野赤十字病院 25 ○ ４

消化器科 安井　豊 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

消化器科 玉城　信治 武蔵野赤十字病院 14 ○ ４

消化器科 髙浦　健太 武蔵野赤十字病院 9 ○ ４

呼吸器科 瀧　玲子 武蔵野赤十字病院 29 ×

呼吸器科 山内　仁子 武蔵野赤十字病院 26 ○ ４

呼吸器科 髙山　幸二 武蔵野赤十字病院 12 ×

呼吸器科 鎌倉　栄作 武蔵野赤十字病院 10 ○ ４

神経内科 鎌田　智幸 武蔵野赤十字病院 30 ○ ３、４

神経内科 網野  猛志 武蔵野赤十字病院 22 ○ ４

神経内科 一條 真彦 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

外科 嘉和知　靖之 武蔵野赤十字病院 39 ○ ３、４

がんﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

高松  督 武蔵野赤十字病院 32 ○ ３、４

外科 入江　工 武蔵野赤十字病院 25 ○ ３、４

外科 長野　裕人 武蔵野赤十字病院 28 ○ ４

外科 加藤　俊介 武蔵野赤十字病院 20 ○ ４

外科 井ノ口　幹人 武蔵野赤十字病院 27 × ３

心臓血管外科 吉﨑  智也 武蔵野赤十字病院 24 ○ ３、４

心臓血管外科 田﨑　大 武蔵野赤十字病院 18 ○ ４

整形外科 山崎　隆志 武蔵野赤十字病院 33 ○ ３、４

整形外科 小久保　吉恭 武蔵野赤十字病院 30 ○ ３、４

整形外科 原  慶宏 武蔵野赤十字病院 23 ○ ４

脳神経外科 玉置  正史 武蔵野赤十字病院 33 ○ ３、４

脳神経外科 佐藤　洋平 武蔵野赤十字病院 22 ○ ４

脳神経外科 橋詰　哲広 武蔵野赤十字病院 18 ○ ４医師 日本救急医学会救急科専門医

副部長 日本整形外科学会専門医

部長
日本脳神経外科学会専門医、日本神
経内視鏡技術認定医

副部長
日本脳神経外科学会脳神経外科専門
医

副部長
日本外科学会外科専門医、心臓血管
外科専門医

副院長
ＩＣＤ制度協議会認定医、日本整形
外科学会専門医

部長
日本整形外科学会、日本リウマチ学
会専門医

副部長
日本外科学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医

部長
日本外科学会指導医、日本消化器外
科学会指導医

部長
日本外科学会専門医、三学会構成心
臓血管外科専門医

部長
日本外科学会・日本消化器外科学会
専門医

部長
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

副部長
日本外科学会・日本消化器内視鏡学
会専門医

副部長
日本神経学会専門医、日本内科学会
認定医

医師
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会専門医

副院長
日本外科学会指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医

副部長 日本呼吸器学会呼吸器専門医

医師
日本内科学会認定内科医日本呼吸
器、内視鏡学会

部長
日本神経学会専門医・指導医、日本
内科学会認定内科医

医師 指導医養成講習会受講

部長
日本内科学会専門医、日本呼吸器学
会専門医

副部長
日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本
内科学会総合内科専門医

副部長
日本消化器病学会・日本消化器内視
鏡学会専門医

医師
日本内科学会認定内科医、日本肝臓
学会認定肝臓専門医

医師 日本肝臓学会認定肝臓専門医
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（№　63　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

脳神経外科 荻島　隆浩 武蔵野赤十字病院 14 ○ ４

形成外科 林　大海 武蔵野赤十字病院 25 ○ ３、４

産婦人科 梅澤　聡 武蔵野赤十字病院 33 ○ ３、４

産婦人科 小林　弥生子 武蔵野赤十字病院 34 ○ ３、４

産婦人科 田村  和也 武蔵野赤十字病院 25 ○ ４

産婦人科 小林  織恵 武蔵野赤十字病院 21 ○ ４

産婦人科 山崎  龍王 武蔵野赤十字病院 22 ○ ４

産婦人科 河野 可奈子 武蔵野赤十字病院 16 ○ ４

産婦人科 髙野　みずき 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

産婦人科 一條　梨沙 武蔵野赤十字病院 13 ○ ４

産婦人科 田村　智実 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

産婦人科 港　友美 武蔵野赤十字病院 12 ○ ４

産婦人科 菅野　素子 武蔵野赤十字病院 13 ○ ４

産婦人科 堀　智志 武蔵野赤十字病院 13 ○ ４

小児科 大柴　晃洋 武蔵野赤十字病院 34 ○ ３、４

小児科 長澤　正之 武蔵野赤十字病院 36 ○ ３、４

小児科 鈴木  奈都子 武蔵野赤十字病院 28 ○ ４

小児科 中村　利彦 武蔵野赤十字病院 33 ○ ４

小児科 今井  雅子 武蔵野赤十字病院 27 ○ ４

小児科 鷺池 麻理 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

小児科 髙橋 秀弘 武蔵野赤十字病院 23 ○ ４

小児科 中谷　久恵 武蔵野赤十字病院 11 ○ ４

小児科 畠中　大輔 武蔵野赤十字病院 16 ○ ４

皮膚科 湊原　一哉 武蔵野赤十字病院 27 ○ ３、４

泌尿器科 田中　良典 武蔵野赤十字病院 37 × ３

部長 皮膚科学会専門医

部長 日本泌尿器科学会指導医

医師 日本小児科学会専門医

医師 日本小児科学会専門医

医師 日本小児科学会専門医

副部長 日本小児科学会専門医

医師
日本小児科学会専門医、日本血液学
会認定血液専門医

医師 日本小児科学会専門医

部長
日本小児科学会専門医、日本アレル
ギー学会専門医

部長
日本小児科学会専門医、日本血液学
会認定血液専門医

副部長
日本小児科学会専門医、日本小児循
環器学会専門医

医師 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

医師
日本産科婦人科学会婦人科専門医・
指導医

医師
日本救急医学会専門医、日本集中治
療学会専門医

医師 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

医師 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

医師 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

副部長
日本産科婦人科学会専門医、日本臨
床細胞学会専門医

副部長
日本産科婦人科学会専門医、日本臨
床細胞学会専門医

医師 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

部長
日本臨床細胞診学会指導医、日本産
婦人科学会専門医

部長
日本婦人科腫瘍学会指導医、日本産
婦人科学会専門医

副部長
日本産婦人科学会専門医、日本生殖
医学会専門医

医師 指導医養成講習会受講

部長
日本形成外科学会専門医、日本形成
外科学会指導医
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（№　64　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

泌尿器科 中園　周作 武蔵野赤十字病院 19 ○ ４

泌尿器科 佐藤　雄二郎 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

放射線科 星　章彦 武蔵野赤十字病院 34 × ３

放射線科 姫野　佳郎 武蔵野赤十字病院 32 ○ ３、４

放射線科 竹口　隆也 武蔵野赤十字病院 16 ×

放射線科 山下　詠子 武蔵野赤十字病院 25 ○ ４

心療内科・精
神科

武藤　仁志 武蔵野赤十字病院 16 ○ ３、４

麻酔科 齋藤　裕 武蔵野赤十字病院 40 ○ ３、４

麻酔科 大塚　美弥子 武蔵野赤十字病院 26 ×

麻酔科 田中　直文 武蔵野赤十字病院 31 ○ ４

麻酔科 犬飼　慎 武蔵野赤十字病院 9 ○ ４

麻酔科 南　浩太郎 武蔵野赤十字病院 17 ○ ３、４

麻酔科 竹下　依子 武蔵野赤十字病院 15 ○ ４

歯科・口腔外
科

道脇　幸博 武蔵野赤十字病院 39 × ３

呼吸器外科 髙﨑　千尋 武蔵野赤十字病院 13 ○ ３、４

健診部 髙橋　有香 武蔵野赤十字病院 26 × ３

救命救急科 須崎　紳一郎 武蔵野赤十字病院 40 ○ ３、４

救命救急科 原田　尚重 武蔵野赤十字病院 27 ○ ３、４

救命救急科 原　俊輔 武蔵野赤十字病院 23 ○ ４

救命救急科 蕪木　友則 武蔵野赤十字病院 18 ○ ４

救命救急科 寺岡　麻梨 武蔵野赤十字病院 12 ○ ４

救命救急科 鈴木　秀鷹 武蔵野赤十字病院 8 ○ ４

リハビリテー
ション科

秋元　秀昭 武蔵野赤十字病院 28 ○ ３、４

乳腺科 松田　実 武蔵野赤十字病院 36 ○ ３、４

乳腺科 鳥屋　洋一 武蔵野赤十字病院 24 ○ ４

部長 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門医

部長
日本外科学会指導医、日本癌治療認
定機構教育医

副部長
日本乳癌学会認定医、日本外科学会
専門医

副部長
日本救急医学会救急科専門医、日本
外科学会専門医

医師
日本救急医学会救急科専門医、日本
内科学会認定内科医

医師 日本内科学会認定内科医

部長
日本救急医学会指導医・専門医、日
本外科学会専門医

部長
日本救急医学会指導医・科専門医、
日本外科学会認定医

副部長
日本外科学会専門医、日本救急医学
会救急科専門医

部長 日本口腔外科学会指導医・専門医

部長
呼吸器外科専門医（呼吸器外科専門
医合同委員会）

副部長
日本内視鏡学会指導医・日本内科学
会専門医

医師 日本麻酔科学会専門医

部長 日本麻酔科学会指導医・専門医

医師 日本麻酔科学会指導医・専門医

部長 日本麻酔科学会指導医・専門医

副部長 日本麻酔科学会専門医

副部長 日本麻酔学会指導医

副部長
日本医学放射線学会放射線診断専門
医

医師
日本医学放射線学会放射線診断専門
医

副部長 日本精神神経学会精神科専門医

医師 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医

部長
日本医学放射線学会専門医、放射線
腫瘍学会認定医

部長
日本IVR学会IVR専門医
日本医学放射線学会専門医

医師 日本泌尿器科学会専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

乳腺科 笠原　舞 武蔵野赤十字病院 13 ○ ４

病理部 櫻井　うらら 武蔵野赤十字病院 24 × ３

耳鼻科 清川　佑介 武蔵野赤十字病院 16 ○ ３、４

眼科 篠原　宏成 武蔵野赤十字病院 16 × ３

内科 相澤　直輝 大浜第一病院 16 ○ ３、４

内科 前田　武俊 〃 19 ○ ４

内科 大城　康一 〃 37 ○ ４

内科 知念　徹 〃 29 ○ ４

内科 伊志嶺　真達 〃 22 ○ ４

内科 河野　誠一 〃 12 ○ ４

救急 上原　英且 〃 33 ○ ４

外科 大城　淳 〃 30 ○ ４

外科 髙江洲　亨 大浜第一病院 26 ○ ４

麻酔科 大見謝　克夫 〃 29 ○ ４

整形 新垣　寛 〃 31 ○ ４

整形 宮里　剛成 〃 31 ○ ４

ペインクリ
ニック

太田　敏久 〃 38 ○ ４

放射線科 新里　仁哲 〃 39 ○ ４

臨床病理 国島　睦意 〃 52 × 指導者

内科 吉田　英昭 JR札幌病院 27 ○ ３、４

内科 安藤　利昭 JR札幌病院 45 ○ ４

内科 中島　一貴 JR札幌病院 20 ○ ４

外科 鶴間　哲弘 JR札幌病院 21 ○ ４

内科 安達　雄哉 JR札幌病院 26 ○ ４

麻酔科 清水　斎 JR札幌病院 35 ○ ４副院長 日本麻酔科学会認定医等

主任医長 総合内科専門医等

副院長 日本外科学会専門医認定等

安全推進部長 日本肝臓学会肝臓専門医等

医師 死体解剖資格認定医

副院長 総合内科専門医等

院長 総合内科専門医等

整形外科部長 第6回研修指導者講習会修了

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科部長
平成20年度JADECOMゆいまーるﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ指導医講習会修了

放射線科部長
H25年度RyuMIC臨床研修指導医養成ｾﾐ
ﾅｰ修了

第一消化器、外科部長
第20回徳洲会ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導者
養成講習会修了

麻酔科部長
平成20年度JADECOMゆいまーるﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ指導医講習会修了

副院長
平成20年度JADECOMゆいまーるﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ指導医講習会修了

医師
第20回徳洲会ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導者
養成講習会修了

救急・総合診療科部長
平成17年度RyuMIC臨床研修指導医養
成ｾﾐﾅｰ修了

外科部長
平成16年度第2回沖縄県医師会臨床研
修・臨床実習「指導医のための教育
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」修了

院長 平成20年VHJ機構指導医養成講座受講

副院長、内科部長
第2回沖縄県医師会臨床研修・臨床実
習「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」
修了

内視鏡ｾﾝﾀｰ長、内科副部長
平成25年度RyuMIC臨床研修指導医養
成ｾﾐﾅｰ修了

部長 日本眼科学会専門医

研修委員長
平成28年度RyuMIC臨床研修指導医養
成セミナー修了

心臓血管ｾﾝﾀｰ長、循環器内
科部長、医局長

H25年VHJ機構指導医養成講座修了、
H27臨床研修協議会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者要
請講習会

医師 日本乳癌学会・乳腺専門医

部長
日本病理学会専門医、日本臨床細胞
学会細胞診専門医

部長 日本耳鼻咽喉科学会専門医
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（№　66　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 北原　克教 JR札幌病院 24 ○ ４

病理医 荻野　次郎 JR札幌病院 17 ○ ４

内科 長谷川　徹 JR札幌病院 26 ○ ４

外科 神原　啓輔 JR札幌病院 9 ○ ４

内科 西野　雅彦 JR札幌病院 28 × 上級医

心臓血管外科 柳谷　晶仁 日鋼記念病院 38 ○ ３、４

外科 益子　博幸 日鋼記念病院 34 ○ ４

小児科 小野　暁 日鋼記念病院 29 ○ ４

泌尿器科 榎並　宣裕 日鋼記念病院 34 ○ ４

総合内科 齊藤　雅人 日鋼記念病院 31 ○ ４

消化器内科 横山　和典 日鋼記念病院 31 ○ ３、４

消化器内科 代田　充 日鋼記念病院 22 ○ ４

呼吸器内科 中田　寛章 日鋼記念病院 21 ○ ４

病理診断科 山城　勝重 日鋼記念病院 40 ○ ４

外科 高田　譲二 日鋼記念病院 32 ○ ４

外科 喜納 政哉 日鋼記念病院 22 ○ ４

外科 髙橋　秀徳 日鋼記念病院 11 ×

形成外科 坂本　泰輔 日鋼記念病院 25 ○ ４

小児科 早坂　格 日鋼記念病院 14 ×

産婦人科 嶋田　浩志 日鋼記念病院 10 ○ ４

産婦人科 鈴木　美紀 日鋼記念病院 18 ○ ４

産婦人科 藤部　佑哉 日鋼記念病院 8 ×

救急部門/麻
酔科

鎌田　康宏 日鋼記念病院 25 ○ ４

放射線科 富田　雅義 日鋼記念病院 34 ○ ４

放射線科 篠原　正裕 日鋼記念病院 46 ○ ４

放射線科主任科長
日本医学放射線学会治療専門医
がん治療認定医

放射線科科長
日本医学放射線学会診断専門医
日本超音波医学会指導医・専門医
マンモグラフィー読影認定医

日本産科婦人科学会専門医
日本産婦人科学会暫定指導医

日本産婦人科学会産婦人科専門医

救急部部長/
麻酔科主任科長

日本麻酔科学会指導医

形成外科主任科長 日本形成外科学会専門医

小児科科長
日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児医療学会専門医

産婦人科科長

日本周産期・新生児医学会周産期専
門医（母体・胎児）暫定指導医
母体保護法指定医
日本産婦人科学会産婦人科専門医

外科主任科長

日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器病学会指導医・専門医
日本癌治療学会認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医

外科科長 日本外科学会専門医

外科科長

消化器内科科長

日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器内視鏡学会専門医、プライマ
リ・ケア連合学会認定医・指導医、
日本肝臓学会認定肝臓専門医、日本
消化器病学会専門医、日本医師会認

呼吸器内科科長
日本内科学会認定医
日本呼吸器学会専門医

病理診断科科長
日本病理学会病理専門医
日本臨床細胞学会細胞診専門医

副院長 日本泌尿器学会指導医・認定専門医

総合内科科長

消化器ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

日本消化器病学会専門医、日本消化
器内視鏡学会専門医、日本がん治療
認定医機構がん治療認定医、日本内
科学会総合内科専門医

院長

日本胸部外科学会認定医・指導医
日本心臓血管外科学会専門医・指導
医
日本外科学会専門医

副院長

日本外科学会外科専門医、日本消化
器外科学会消化器外科専門医・指導
医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医

副院長 日本小児科学会専門医

内科診療部長 循環器専門医等

科長 日本眼科学会専門医

科長

科長 日本泌尿器学会指導医等

科長 病理専門医等
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（№　67　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

整形外科 谷代　恵太 日鋼記念病院 19 ○ ４

耳鼻咽喉科 大崎　隆士 日鋼記念病院 33 ○ ４

眼科 佐藤　健一 日鋼記念病院 30 ○ ４

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 髙橋　邦彦 日鋼記念病院 21 ○ ４

緩和ケア科 吉田　真 日鋼記念病院 31 ○ ４

糖尿病科 日比野　治代 日鋼記念病院 26 ×

脳神経外科 谷川　緑野 札幌禎心会病院 32 ○ ３、４

内科、消化器
内科

後藤　啓 札幌禎心会病院 28 ○ ４

循環器内科 長谷　守 札幌禎心会病院 30 ○ ４

麻酔科 岩崎　寛 札幌禎心会病院 44 ○ ４

外科、消化器
外科

大島　秀紀 札幌禎心会病院 23 ○ ４

外科、心臓血
管外科

大谷　則史 札幌禎心会病院 37 ○ ４

耳鼻咽喉科 氷見　徹夫 札幌禎心会病院 40 ○ ４

脳神経外科 野田　公寿茂 札幌禎心会病院 19 ○ ４

脳神経外科 太田　仲郎 札幌禎心会病院 15 ○ ４

消化器内科 高木　秀安 札幌禎心会病院 26 ○ ４

脳神経外科 会田　敏光
北海道脳神経外科記念病

院
46 × ３

脳神経外科 小柳　泉
北海道脳神経外科記念病

院
39 ○ ４

脳神経外科 今村　博幸
北海道脳神経外科記念病

院
38 ○ ４

脳神経外科 青樹　毅
北海道脳神経外科記念病

院
35 ×

脳神経外科 吉本　哲之
北海道脳神経外科記念病

院
33 ×

脳神経外科 吉野　雅美
北海道脳神経外科記念病

院
25 ○ ４

脳神経外科 千葉　泰弘
北海道脳神経外科記念病

院
18 ×

脳神経外科 遠藤　将吾
北海道脳神経外科記念病

院
15 ×

外科 福島　剛 市立千歳市民病院 32 ○ ３、４

医長 日本脳神経外科学会専門医

医師 日本脳神経外科学会専門医

副院長

外科指導医・専門医、消化器外科指
導医・専門医・認定医、消化器がん
外科治療認定医、乳癌認定医、がん
治療認定医・教育医、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影
認定医、平成29年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養

副院長

日本脳神経外科学会専門医、日本脳
血管内治療学会専門医、日本脳卒中
学会専門医、頚動脈ステント留置術
指導医

医長

日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医、日本脳卒中の外科
学会技術指導医、日本頭痛学会専門
医

医長
指導医講習受講：平成23年10月15～
16日、日本脳神経外科学会専門医

名誉院長
日本脳神経外科学会専門医、日本頭
痛学会認定頭痛専門医

院長
指導医講習受講：平成20年8月30～31
日、日本脳神経外科学会専門医、日
本脊髄外科学会指導医

副院長
指導医講習受講：平成23年10月15～
16日、日本脳神経外科学会専門医、
日本脊髄外科学会認定医

脳神経外科部長
日本脳卒中学会専門医、日本脳神経
外科学会専門医

脳神経外科副部長
日本脳卒中学会専門医、日本脳神経
外科学会専門医

消化器内科部長
日本消化器病学会専門医、日本肝臓
学会肝臓専門医

消化器外科部長
日本外科学会専門医、日本消化器病
学会専門医

低侵襲治療センター長
日本外科学会専門医、日本心臓血管
外科学会専門医

聴覚めまいセンター長
日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本平
衡医学学会専門医

副院長
日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会専門医

副院長
日本循環器学会専門医、日本救急医
学会専門医

研修センター、センター長
日本麻酔科学会専門医、日本心臓血
管麻酔学会専門医

緩和ケア科科長
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本小児科学会専門医
日本血液学会専門医

院長代行
日本脳卒中学会専門医、日本脳神経
外科学会専門医

耳鼻咽喉科主任科長 日本耳鼻咽喉科学会専門医

眼科
主任科長

日本眼科学会専門医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ長

日本リハビリテーション医学会認定
臨床医・専門医・指導医
日本慢性期医療協会在宅医療認定医

整形外科科長
日本整形外科医学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 伊藤　昭英 市立千歳市民病院 34 ○ ４

内科 伊藤　寿樹 市立千歳市民病院 30 ○ ４

内科 吉田　貴之 市立千歳市民病院 18 ○ ４

内科 松永　章宏 市立千歳市民病院 2 ×

循環器科 池田　大輔 市立千歳市民病院 21 ○ ４

循環器科 竹内　剛 市立千歳市民病院 20 ○ ４

循環器科 小岩　弘明 市立千歳市民病院 18 ○ ４

循環器科 三田　明音 市立千歳市民病院 3 ×

循環器科 山中　康也 市立千歳市民病院 2 ×

消化器科 大久保俊一 市立千歳市民病院 27 ○ ４

消化器科 伊藤　亮 市立千歳市民病院 6 ×

小児科 内藤　広行 市立千歳市民病院 37 ○ ４

小児科 中本　哲 市立千歳市民病院 20 ○ ４

小児科 板橋　立紀 市立千歳市民病院 3 ×

外科 安念　和哉 市立千歳市民病院 31 ×

外科 許　理威 市立千歳市民病院 22 ○ ４

外科 脇坂　和貴 市立千歳市民病院 10 ×

救急部門 内藤　祐貴 市立千歳市民病院 19 ○ ４

整形外科 小笹　泰宏 市立千歳市民病院 22 ×

整形外科 池田　康利 市立千歳市民病院 13 ×

整形外科 大山　智充 市立千歳市民病院 5 ×

脳神経外科 瀧川　修吾 市立千歳市民病院 36 ○ ４

脳神経外科 松本　亮司 市立千歳市民病院 27 ○ ４

産婦人科 津村　宣彦 市立千歳市民病院 40 ○ ４

産婦人科 越田　高行 市立千歳市民病院 30 ○ ４診療科長
産婦人科専門医、母体保護法指定、
第67回新臨床研修指導医養成講習会

診療部長
脳神経外科専門医、脳卒中専門医、
指導医講習会修了

医長
脳神経外科専門医、脊髄外科認定
医、第7回全国労災病院臨床研修指導
医講習会

上席医監
日本産科婦人科学会専門医、日本性
感染症学会認定医、母体保護法指定
医

主任医長

日本整形外科学会専門医、、日本整
形外科学会認定スポーツ医、日本整
形外科学会認定リウマチ医、日本手
外科学会専門医

医長 日本整形外科学会専門医

医師

医長

外科専門医・認定医、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影
認定医、がん治療認定医、第5回旭川
医科大学病院指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ

医長

日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、、消化器がん外科治
療認定医、検診マンモグラフィ読影
認定医、緩和ケア研修修了者

医長 救急専門医、VHJ機構指導医養成講座

診療科長
小児科指導医・専門医、周産期・新
生児医学会蘇生法専門ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、
指導医講習会修了

医師

主任医長
日本外科学会認定医、検診マンモグ
ラフィ読影認定医

診療科長

総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医、日本肝臓学会専門医、内視
鏡学会専門医、がん治療認定医、指
導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

医師
日本内科学会認定医、日本がん治療
認定医機構認定医

診療部長
小児科専門医、血液学会専門医、が
ん治療教育医、日本医師会認定産業
医、指導医講習会修了

医長
日本循環器学会専門医、日本内科学
会総合内科専門医、ICD制度協議会
ICD

医師

医師

医師

診療科長
総合内科専門医、循環器専門医、糖
尿病指導医・専門医、指導医講習会
修了

主任医長

総合内科専門医、循環器専門医、血
管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療認定医、札幌医科
大学附属病院臨床研修指導医養成講
習会

院長

総合内科専門医、呼吸器学会指導
医・専門医、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、
日本医師会認定産業医、指導医講習
会修了

診療科長

ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ指導医・認定医、皮膚科専
門医、病態栄養学会指導医・専門
医、第13回新潟医師臨床研修指導医
講習会

医長

日本内科学会総合内科専門医、日本
内科学会認定医、日本呼吸器学会専
門医・指導医、日本呼吸器内視鏡学
会気管支鏡専門医、札幌医科大学附
属病院臨床研修指導医養成講習会
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（№　69　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

産婦人科 菊地　研 市立千歳市民病院 25 ○ ４

眼科 田下亜佐子 市立千歳市民病院 26 ○ ４

眼科 柘野　友理 市立千歳市民病院 4 ×

耳鼻咽喉科 渡邉　一正 市立千歳市民病院 25 ○ ４

皮膚科 大田　光仁 市立千歳市民病院 21 ○ ４

皮膚科 片山　奨 市立千歳市民病院 3 ×

泌尿器科 新藤　純理 市立千歳市民病院 31 ○ ４

泌尿器科 能中　修 市立千歳市民病院 33 ○ ４

麻酔科 塚窪　俊裕 市立千歳市民病院 31 ○ ４

麻酔科 四釜　裕睦 市立千歳市民病院 27 ○ ４

消化器内科 井廻　道夫
新百合ヶ丘
総合病院

49 ○ ４

消化器内科 廣石　和正
新百合ヶ丘
総合病院

34 ○ ３、４

消化器内科 國分　茂博
新百合ヶ丘
総合病院

42 ×

消化器内科 石井　成明
新百合ヶ丘
総合病院

22 ○ ４

消化器内科 袴田　拓
新百合ヶ丘
総合病院

29 ×

消化器内科 野村　瑞樹
新百合ヶ丘
総合病院

20 ×

消化器内科 土肥　弘義
新百合ヶ丘
総合病院

18 ×

消化器内科 松井　宣昭
新百合ヶ丘
総合病院

16 ×

消化器内科 河合　恵美
新百合ヶ丘
総合病院

11 ×

消化器内科 大久保　恒希
新百合ヶ丘
総合病院

11 ×

消化器内科 池田　美彩子
新百合ヶ丘
総合病院

8 ×

消化器内科 二森　浩行
新百合ヶ丘
総合病院

6 ×

消化器内科 西田　晨也
新百合ヶ丘
総合病院

6 ×

血液内科 田内　哲三
新百合ヶ丘
総合病院

35 ○ ４

血液内科 大野　我子
新百合ヶ丘
総合病院

26 ○ ４

部長

日本内科学会認定内科医・指導医
日本血液学会血液専門医・指導医
第10回東京医科大学病院指導医のた
めの教育ワークショップ受講

医長
日本内科学会認定内科医
日本血液学会血液専門医・指導医

医長

日本内科学会認定内科医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門
医
2018年度横浜市立大学附属病院緩和
ケア研修会受講

医員
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
平成27年福島県緩和ケア研修会受講

医員

医員 日本内科学会認定医

医長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会受講

医長
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医

部長

日本内科学会総合内科専門医
日本肝臓学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本人間ドック学会人間ドック健診

医長
日本人間ドック学会人間ドック健診
専門医
日本医師会認定産業医

医長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本肝臓学会専門医
2018年度新百合ヶ丘総合病院緩和ケ

副院長
部長

日本内科学会認定内科医
総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本肝臓学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療専

センター長

日本肝臓学会専門医・指導医
日本超音波医学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導
医
日本消化器病学会専門医・指導医

科長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
第10回昭和大学臨床研修指導医講習

診療科長 麻酔科専門医、指導医講習会修了

主任医長
日本麻酔科学会指導医・専門医、指
導医講習会修了

所長

日本内科学会認定内科医・指導医
日本消化器病学会認定消化器病専門
医・指導医
日本肝臓学会専門医・指導医
第5回昭和大学臨床研修指導医講習会

医師

診療部長
泌尿器科指導医・専門医、臨床腎移
植認定医、指導医講習会修了

診療科長
泌尿器科指導医・専門医、指導医講
習会修了

医師

診療科長
耳鼻咽喉科専門医、補聴器相談医、
耳鼻咽喉科専門研修指導医、指導医
講習会修了

診療科長 皮膚科専門医、指導医講習会修了

医長
産婦人科専門医、東洋医学会認定
医、第78回臨床研修指導医養成講習
会

診療科長 眼科専門医、指導医講習会修了
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（№　70　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

血液内科 東村　益孝
新百合ヶ丘
総合病院

20 ×

呼吸器内科 永井　厚志
新百合ヶ丘
総合病院

48 × ３

呼吸器内科 中嶌　賢尚
新百合ヶ丘
総合病院

22 ○ ４

呼吸器内科 内海　健太
新百合ヶ丘
総合病院

34 ×

呼吸器内科 寺田　友子
新百合ヶ丘
総合病院

13 ×

呼吸器内科 青山　梓
新百合ヶ丘
総合病院

16 ○ ４

呼吸器内科 赤司　俊介
新百合ヶ丘
総合病院

16 ○ ４

循環器内科 畔上　幸司
新百合ヶ丘
総合病院

32 ○ ４

循環器内科 櫻井　馨
新百合ヶ丘
総合病院

24 ○ ４

循環器内科 佐藤　弘典
新百合ヶ丘
総合病院

14 ×

循環器内科 吉竹　貴克
新百合ヶ丘
総合病院

12 ×

循環器内科 福島　琢
新百合ヶ丘
総合病院

11 ×

循環器内科 土方　禎裕
新百合ヶ丘
総合病院

9 ×

循環器内科 前野　遼太
新百合ヶ丘
総合病院

7 ×

神経内科 長谷川　泰弘
新百合ヶ丘
総合病院

41 ○ ４

神経内科 矢﨑　俊二
新百合ヶ丘
総合病院

42 ○ ４

神経内科 水越　元気
新百合ヶ丘
総合病院

24 ×

神経内科 眞木　二葉
新百合ヶ丘
総合病院

22 ○ ４

神経内科 杉江　正行
新百合ヶ丘
総合病院

20 ○ ４

神経内科 鈴木　祐
新百合ヶ丘
総合病院

11 ×

神経内科 大内　崇弘
新百合ヶ丘
総合病院

10 ×

腎臓内科
透析内科

篠﨑　倫哉
新百合ヶ丘
総合病院

30 ○ ４

腎臓内科
透析内科

稲永　亮平
新百合ヶ丘
総合病院

8 ×

腎臓内科
透析内科

神保　麻耶
新百合ヶ丘
総合病院

7 ×

腎臓内科
透析内科

赤沼　嵩史
新百合ヶ丘
総合病院

6 ×

医員
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医

医員 栃木県緩和ケア研修会受講

医員
日本内科学会認定内科医
平成29年度千葉県緩和ケア研修会受
講

医長

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本脳卒中学会専門医
日本神経学会神経内科専門医

医長
日本神経学会専門医
日本内科学会認定医

部長

日本透析医学会専門医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医
杏林大学医学部付属病院第29回指導

部長

日本神経学会認定神経内科専門医
日本神経学会指導医
日本脳卒中学会専門医
日本内科学会認定医

部長

日本内科学会総合内科専門医

日本脳卒中学会専門医

日本神経学会神経内科専門医

日本神経学会指導医

科長

日本神経学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
第12回昭和大学臨床研修指導医講習
会受講

医員 日本内科学会内科認定医

センター長

日本内科学会認定内科医

日本脳卒中学会専門医

日本神経学会専門医･指導医

聖マリアンナ医科大学病院第8回初期臨

部長

日本神経学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医
日本老年医学会専門医・指導医
日本認知症学会専門医・指導医
日本成人病（生活習慣病）学会認定

医長
日本内科学会内科認定医
日本不整脈心電学会不整脈専門医

医長

日本内科学会内科認定医
日本心血管インターベンション治療
学会認定医
日本循環器学会循環器専門医

医員

日本内科学会認定内科医
がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会（武蔵野赤十字病院）受
講
日本循環器学会専門医

副院長
部長

日本循環器学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本不整脈心電学会不整脈専門医

科長

日本循環器学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本心血管インターベンション治療
学会専門医
平成20年度東京医科歯科大学医学部

医長
日本循環器学会専門医
日本内科学会認定内科医

医長

医長

日本呼吸器学会専門医
日本アレルギー学会専門医
第17回東京女子医科大学病院指導医
講習会受講
2016年度新百合ヶ丘総合病院緩和ケ

医長

日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導
医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門
医

所長

日本内科学会内科認定医功労会員
日本呼吸器学会専門医功労会員
日本肺癌学会特別会員
COPDガイドライン作成委員長
日本呼吸器内視鏡学会名誉会員

部長

日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支専門
医・指導医
日本内科学会認定内科医

科長

日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門
医・指導医
日本内科学会認定内科医

医員
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（№　71　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

糖尿病内科 岩本　安彦
新百合ヶ丘
総合病院

50 ×

糖尿病内科 西野　和義
新百合ヶ丘
総合病院

39 ○ ４

糖尿病内科 宮﨑　岳之
新百合ヶ丘
総合病院

17 ○ ４

糖尿病内科 水口　百合愛
新百合ヶ丘
総合病院

7 ×

内科 松元　かおり
新百合ヶ丘
総合病院

19 ○ ４

内科研修医 宮下　加代子
新百合ヶ丘
総合病院

5 ×

内科研修医 谷口　凛太郎
新百合ヶ丘
総合病院

4 ×

内科研修医 久保　こすみ
新百合ヶ丘
総合病院

3 ×

整形外科 後藤　英司 豊岡中央病院 41 ×

整形外科 猪川　輪哉 豊岡中央病院 29 ×

整形外科 寺西　　正 豊岡中央病院 29 ×

脳神経外科 岡田　好生 豊岡中央病院 39 ×

内科 柿坂　明俊 豊岡中央病院 38 ×

耳鼻咽喉科 長野　悦治 豊岡中央病院 34 ×

内科 松木　高雪 製鉄記念室蘭病院 39 ×

内科 前田　征洋 製鉄記念室蘭病院 35 ○ ４

外科 仙丸　直人 製鉄記念室蘭病院 29 ○ ３、４

外科、救急 赤坂　伸之 製鉄記念室蘭病院 35 ○ ４

臨床病理（Ｃ
ＰＣ）

藤田　美悧 製鉄記念室蘭病院 45 ○ ４

内科 高橋　弘 製鉄記念室蘭病院 28 ○ ４

内科 中村　裕一 製鉄記念室蘭病院 22 ○ ４

内科 岡崎　雄介 製鉄記念室蘭病院 15 ×

内科 髙田　明典 製鉄記念室蘭病院 15 ○ ４

内科 水野　雅司 製鉄記念室蘭病院 10 ×

内科 木村　幸滋 製鉄記念室蘭病院 10 ×循環器内科医長 日本内科学会認定医

循環器内科主任医長
日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医

糖尿病内科長、循環器内科
主任医長

医学博士、日本内科学会認定医、日
本循環器学会専門医、日本糖尿病学
会専門医、Ｈ24臨床研修指導医講習
（札幌医科大学）修了

循環器内科医長
日本内科学会認定内科医、日本内科
学会JMEECインストラクター

参与、病理・臨床検査室長

H20第5回指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ(北海道大学病院)受講、医学博
士、細胞診専門医指導医、病理専門
医、死体解剖(病理解剖)資格認定、
病理専門医研修指導医、臨床検査管

循環器内科主任科長、透析
科長

H16指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(日
本医師会)受講、医学博士、日本内科
学会認定医・指導医、日本循環器学
会専門医、ｱﾒﾘｶ心臓協会日本循環器
学会国際ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(JCS-

循環器内科部長

Ｈ24第7回臨床研修指導医養成講習会
(札幌医科大学)受講、日本内科学会
認定医、日本循環器学会専門医、医
学博士

病院長

H19指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(北
海道医師会)受講、医学博士、日本内
科学会認定総合内科専門医・教育関
連病院指導医・教育責任者、日本消
化器病学会専門医・指導医、日本消

副院長、臨床研修部長、臨
床研修プログラム責任者

H19指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(北
海道医師会)受講、医学博士、日本外
科学会専門医・指導医、日本消化器
外科学会専門医・指導医、日本内視
鏡外科学会技術認定(消化器・一般外

副院長、心臓血管外科長、
ICU・救急室長

心臓血管外科専門医、日本外科学会
専門医・指導医、胸部ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ指導
医、臨床研修指導医講習修了

副院長

副院長

理事長

医学博士、日本内科学会認定医・指
導医、日本循環器学会専門医、日本
心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会名誉専門
医　等

部長

部長

副院長

医員
2019年度新百合ヶ丘総合病院緩和ケ
ア研修会受講

医員
茨城県緩和ケア研修会（筑波大学附
属病院会場）受講

院長

医員 日本内科学会認定内科医

医長

日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定内科医
日本東洋医学会指導医
日本東洋医学会漢方専門医
日本医師会認定産業医

医員
2018年度新百合ヶ丘総合病院緩和ケ
ア研修会受講

センター長
日本糖尿病学会認定医
日本糖尿病学会指導医

部長

日本内分泌学会専門医
日本老年医学会専門医
日本糖尿病学会専門医
日本内科学会認定医
平成30年全日本病院協会臨床研修指

医長
第6回国家公務員共済組合連合会病院
臨床研修指導医養成講習会受講
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（№　72　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 柴田　　智 製鉄記念室蘭病院 9 ×

内科 藤井　重之 製鉄記念室蘭病院 31 ○ ４

内科 安部　智之 製鉄記念室蘭病院 20 ○ ４

内科 小野　道洋 製鉄記念室蘭病院 17 ×

内科 山田　充子 製鉄記念室蘭病院 14 ×

内科 池田　裕貴 製鉄記念室蘭病院 10 ×

内科 吉田　正宏 製鉄記念室蘭病院 8 ×

内科 田中　康正 製鉄記念室蘭病院 22 ○ ４

内科 近藤　瞬 製鉄記念室蘭病院 11 ○ ４

内科 竹中　遥 製鉄記念室蘭病院 8 ×

小児科 東海林　黎吉 製鉄記念室蘭病院 49 ○ ４

小児科 斉藤　淳人 製鉄記念室蘭病院 12 ○ ４

外科 長谷　龍之介 製鉄記念室蘭病院 22 ○ ４

外科 東海林　安人 製鉄記念室蘭病院 19 ○ ４

外科 武藤　潤 製鉄記念室蘭病院 15 ○ ４

外科 POUDEL SASEEM 製鉄記念室蘭病院 12 ○ ４

外科 齋藤　崇宏 製鉄記念室蘭病院 9 ×

外科 多田　裕樹 製鉄記念室蘭病院 8 ○ ４

整形外科 長汐　亮 製鉄記念室蘭病院 41 ×

整形外科 安藤　亮 製鉄記念室蘭病院 18 ○ ４

泌尿器科 立木　仁 製鉄記念室蘭病院 34 ○ ４

泌尿器科 福多　史昌 製鉄記念室蘭病院 21 ○ ４

産婦人科 山崎　智子 製鉄記念室蘭病院 9 ○ ４

麻酔科 西川　幸喜 製鉄記念室蘭病院 30 ×

麻酔科 伊藤　知哉 製鉄記念室蘭病院 12 ○ ４

麻酔科部長

日本麻酔科学会認定指導医、日本麻
酔科学会機構専門医、日本麻酔科学
会認定医、日本集中治療医学会専門
医

麻酔科長 日本麻酔科学会麻酔科専門医

泌尿器科主任科長

H26年第9回指導医養成講習会(札幌医
科大学)受講、医学博士、日本泌尿器
科学会専門医・指導医、泌尿器腹腔
鏡技術認定医

泌尿器科科長

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
がん治療認定医、泌尿器腹腔鏡技術
認定医、泌尿器ロボット支援手術プ
ロクター認定制度認定、RARP(前立腺
全摘手術)・RAPN(腎部分切除術)・

産婦人科医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

心臓血管外科医長

H30指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講
（北海道医師会）、日本外科学会外
科専門医、腹部ステントグラフト実
施医（Excluder, ENDURANT,
AORFIX）

顧問・整形外科長 日本整形外科学会専門医、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

整形外科部長
日本整形外科学会専門医、日本整形
外科学会指導医

呼吸器外科主任医長

日本外科学会専門医、日本内視鏡外
科学会技術認定医(消化器・一般外
科)、日本呼吸器外科専門医、がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研
修会修了、H29年指導医のための教育

外科・消化器外科主任医長
医学博士、日本外科学会外科、専門
医、Ｈ29年第12回臨床研修指導医養
成講習会(札幌医科大学)受講

外科・消化器外科医長 外科専門医

小児科長
日本小児科学会小児科専門医、Ｈ30
年第13回臨床研修指導医養成講習会
(札幌医科大学)受講

呼吸器外科部長

H27年第12回指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ(北海道大学病院)受講、医学博
士、日本外科学会専門医、日本呼吸
器外科学会専門医、日本消化器外科
学会専門医・指導医、日本消化器病

外科・消化器外科長

医学博士、日本外科学会専門医、日
本消化器外科学会専門医・指導医、
日本消化器病学会専門医、検診ﾏﾝﾓｸﾞ
ﾗﾌｨｰ読影認定医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、日本消化器

呼吸器内科主任医長
日本内科学会専門医、呼吸器専門
医、Ｈ29年第9回指導医のためのワー
クショップ（旭川医科大学)受講

呼吸器内科医長 日本内科学会専門医

顧問
臨床研修指導医講習受講、日本小児
科学会専門医

消化器内科医長
日本内科学会認定内科医、総合内科
専門医、日本消化器病学会専門医、
日本消化器内視鏡学会専門医

血液腫瘍内科主任医長
医学博士、日本内科学会認定内科
医、日本血液学会認定血液専門医

呼吸器内科部長、感染対策
室長、副プログラム責任者

札幌医科大学医学部臨床准教授、日
本呼吸器学会呼吸器専門医、日本内
科学会認定医、Ｈ29第9回指導医のた
めのワークショップ（旭川医科大学)
受講、Ｈ30年厚労省「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

胃腸内科長

Ｈ24年第7回臨床研修指導医養成講習
会(札幌医科大学)受講、医学博士、
日本内科学会認定医、日本消化器病
学会専門医、日本消化器内視鏡学会
専門医、日本がん治療認定医機構が

胆膵内科長

医学博士、日本内科学会認定内科
医、日本内科学会総合内科専門医、
日本消化器病学会専門医・北海道支
部評議員、日本消化器内視鏡学会専
門医・指導医・北海道支部評議員

消化器内科医長
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医

循環器内科医長 日本内科学会認定医

消化器内主任科長、血液腫
瘍内科長

医学博士、日本内科学会認定医、日
本消化器病学会専門医、日本消化器
内視鏡学会専門医、H28第11回臨床研
修指導医講習会(札幌医科大学)受講
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 桶谷　章夫 製鉄記念室蘭病院 12 ×

脳神経外科 林　征志 製鉄記念室蘭病院 29 ○ ４

眼科 解良　文啓 製鉄記念室蘭病院 29 ×

放射線科 湯浅　憲章 製鉄記念室蘭病院 24 ×

眼科 解良　文啓 製鉄記念室蘭病院 29 ×

放射線科 湯浅　憲章 製鉄記念室蘭病院 24 ×

脳神経外科 原口　浩一 函館新都市病院 26 ○ ４

脳神経外科 前田　高宏 大川原脳神経外科病院 31 ○ ３、４

脳神経外科 山口　裕之 大川原脳神経外科病院 23 ○ ４

脳神経外科 上田　幹也 大川原脳神経外科病院 41 ○ ４

脳神経外科 大川原　舞 大川原脳神経外科病院 18 ○ ４

内科 静川 裕彦 札幌厚生病院 26 ○ ３、４

内科 関口　雅友 札幌厚生病院 38 ○ ４

内科 紅粉　睦男 札幌厚生病院 40 ○ ４

内科 森　　孝之 札幌厚生病院 22 ○ ４

内科 岩崎　博 札幌厚生病院 39 ○ ４

内科 井端　淳 札幌厚生病院 17 ○ ４

内科 大塚　満雄 札幌厚生病院 23 ○ ４

内科 小澤　広 札幌厚生病院 27 ○ ４

内科 鈴木　肇 札幌厚生病院 16 ○ ４

内科 寺門　洋平 札幌厚生病院 16 ○ ４

内科 乙黒　雄平 札幌厚生病院 16 ○ ４

内科 道上　篤 札幌厚生病院 15 ○ ４

内科 柳原　志津妃 札幌厚生病院 12 ○ ４

内科 伊藤　彰洋 札幌厚生病院 10 ○ ４

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本がん治療認定医機構がん治

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医、日本消化器病学会消化器病
専門医、日本消化器内視鏡学会消化

医長

平成２９年度　第11回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医

医長

平成２８年度　第10回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医・指導医、日本内科学会総合
内科専門医、日本消化器病学会消化

医長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本がん治療認定

医長

平成２９年度　第11回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医、日本血液学会認定血液
専門医

主任部長

第１回札幌医科大学附属病院臨床研
修指導医養成講習会、日本内科学会
認定内科医、日本内科学会総合内科
専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門
医・指導医、日本呼吸器内視鏡学会

主任部長

平成２２年度　第４回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会

主任部長

平成２３年度第４回 ＪＡ長野厚生連
研修医教育のためのワークショッ
プ、日本内科学会認定内科医・指導
医、日本糖尿病学会糖尿病専門医・
研修指導医、日本内分泌学会内分泌

部長

平成２４年度  第６回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本循環器学
会認定循環器専門医、日本糖尿病学

主任部長

平成１９年度　第１回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本血液学会
認定血液専門医、日本血液学会評議

副院長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会専門医・指導
医、日本脳卒中学会専門医・指導医

副院長

平成１９年度　第１回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本神経学会
認定専門医・指導医、日本内科学会

主任部長

平成２２年度　第４回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医、日本糖尿病学会糖尿病
専門医・研修指導医・評議員

院長 日本脳神経外科学会専門医

副院長
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会専門医

脳神経外科部長 日本脳神経外科学会専門医

眼科長 日本眼科学会専門医

放射線科長
放射線学会診断専門医、IVR学会専門
医、核医学会PET核医学認定医、

院長

日本医師会 指導医のための教育ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ受講済み、日本脳神経外科学会
専門医、日本血管内治療学会専門
医・指導医、日本脳卒中学会専門
医、日本脳卒中の外科学会技術指導

脳神経外科長

H26指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(北
海道・北海道医師会)受講、日本脳神
経外科学会専門医、日本脳卒中学会
専門医、日本脳神経血管内治療学会
専門医、日本医師会認定産業医

眼科長 日本眼科学会専門医

放射線科長
放射線学会診断専門医、IVR学会専門
医、核医学会PET核医学認定医、

麻酔科主任医長 日本麻酔科学会認定医



別紙４

（№　74　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科 宮川　宏之 札幌厚生病院 39 ○ ４

内科 長川　達哉 札幌厚生病院 31 ○ ４

内科 平山　　敦 札幌厚生病院 28 ○ ４

内科 岡村　圭也 札幌厚生病院 23 ○ ４

内科 奥　大樹 札幌厚生病院 13 ○ ４

内科 北川　翔 札幌厚生病院 13 ○ ４

内科 髭　修平 札幌厚生病院 37 ○ ４

内科 小関　至 札幌厚生病院 27 ○ ４

内科 中島　知明 札幌厚生病院 20 ○ ４

内科 荒川 智宏 札幌厚生病院 19 ○ ４

内科 山口　将功 札幌厚生病院 10 ○ ４

内科 本谷　 聡 札幌厚生病院 34 ○ ４

内科 佐藤　俊也 札幌厚生病院 38 ○ ４

内科 鈴木　喜之 札幌厚生病院 38 ○ ４

内科 井上　直樹 札幌厚生病院 22 ○ ４

内科 加藤　康寛 札幌厚生病院 15 ○ ４

内科 徳永　元子 札幌厚生病院 15 ○ ４

内科 野中　隆行 札幌厚生病院 9 ○ ４

内科 村上　理絵子 札幌厚生病院 29 ○ ４

外科 石津　寛之 札幌厚生病院 36 ○ ４

外科 秦　庸壮 札幌厚生病院 31 ○ ４

外科 髙橋　周作 札幌厚生病院 27 ○ ４

外科 田原　宗徳 札幌厚生病院 24 ○ ４

外科 長　　靖 札幌厚生病院 24 ○ ４

外科 若山　顕治 札幌厚生病院 18 ○ ４部長

第12回北海道大学病院指導医のため
の教育ワークショップ、日本外科学
会外科専門医・指導医、日本消化器
外科学会消化器外科専門医・指導
医、日本消化器病学会消化器病専門

主任部長

平成２４年度　第９回北海道大学病
院指導医のための教育ワークショッ
プ　修了、日本外科学会外科専門
医・指導医、日本消化器外科学会消
化器外科専門医・指導医、日本内視

部長

平成２５年度  第７回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ終了、日本外科学会
外科専門医、日本消化器外科学会消
化器外科専門医・指導医、日本肝胆

部長

平成２０年　北海道・北海道医師会
「指導医のための教育ワークショッ
プ」修了、日本外科学会外科専門
医、日本呼吸器外科学会呼吸器外科
専門医、日本がん治療認定医機構が

部長

第１３回札幌医科大学附属病院臨床
研修指導医養成講習会、日本内科学
会認定内科医、日本内科学会総合内
科専門医、日本リウマチ学会リウマ
チ専門医・指導医

副院長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本外科学会外科
専門医・指導医、日本消化器外科学
会消化器外科専門医・指導医、日本

主任部長

平成２８年度　第10回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本外科学会
外科専門医・指導医、日本消化器外
科学会消化器外科認定医、日本乳癌

医長

平成２７年度  第９回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本循環器学会認

医長

第10回ＪＡＤＥＣＯＭ地域志向型指
導医講習会、日本内科学会認定内科
医、日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会認定循環器専門医、
日本心血管インターベーション治療

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医、日本神経学会認定専門医

主任部長

北海道・北海道医師会第２回「指導
医のための教育ワークショップ」修
了、日本内科学会認定内科医・指導
医、日本内科学会総合内科専門医、
日本循環器学会認定循環器専門医、

部長

平成２４年度  第６回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本循環器学
会認定循環器専門医

部長

平成２１年度　第２回札幌医科大学
附属病院臨床研修指導医養成講習会
修了、日本内科学会認定内科医、日
本内科学会総合内科専門医、日本循
環器学会認定循環器専門医

部長

平成１９年度　第１回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医、日本肝臓学会肝臓専門
医、日本消化器病学会消化器病専門

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医、日本肝臓学会肝臓専門医、
日本消化器病学会消化器病専門医

副院長

平成１９年度　第１回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
ＪＭＥＣＣインストラクター、日本

院長

平成２７年度  第９回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医・指導医、日本

主任部長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医・指導医、日本

部長

平成２４年度  第６回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医、日本消化器内

部長

平成２７年度　第９回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医・指導医、日本

医長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会

医長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医・指導医、日本内科学会総合
内科専門医、日本消化器病学会消化

主任部長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本内科学会認定
内科医・指導医、日本消化器病学会
消化器病専門医・指導医、日本消化

部長

平成２９年度　第11回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医・指導医、日本

部長

平成２５年度  第７回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ終了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本消化器病
学会消化器病専門医・指導医、日本
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（№　75　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 舩越　　徹 札幌厚生病院 18 ○ ４

外科 北　健吾 札幌厚生病院 17 ○ ４

麻酔科 加藤　浩克 札幌厚生病院 29 ○ ４

麻酔科 大久保　和章 札幌厚生病院 33 ○ ４

麻酔科 土屋　　淳 札幌厚生病院 24 ○ ４

麻酔科 櫻谷　文香 札幌厚生病院 19 ○ ４

小児科 髙橋　美智子 札幌厚生病院 37 ○ ４

小児科 戸板　成昭 札幌厚生病院 24 ○ ４

小児科 藤原　伸一 札幌厚生病院 16 ○ ４

産婦人科 香城 恒麿 札幌厚生病院 33 ○ ４

産婦人科 日下　真純 札幌厚生病院 34 ○ ４

産婦人科 三國　雅人 札幌厚生病院 32 ○ ４

産婦人科 角江　昭彦 札幌厚生病院 27 ○ ４

産婦人科 三島　隆 札幌厚生病院 13 ○ ４

心臓血管外科 内田　恒 札幌厚生病院 33 ○ ４

心臓血管外科 吉田 博希 札幌厚生病院 37 ○ ４

心臓血管外科 奥田　紘子 札幌厚生病院 15 ○ ４

整形外科 笠島　俊彦 札幌厚生病院 31 ○ ４

泌尿器科 日岡　隆矢 札幌厚生病院 31 ○ ４

耳鼻咽喉科 髙木　　大 札幌厚生病院 26 ○ ４

耳鼻咽喉科 祢津　宏昭 札幌厚生病院 24 ○ ４

眼科 門 正則 札幌厚生病院 37 ○ ４

眼科 水本　桂子 札幌厚生病院 29 ○ ４

眼科 五十嵐　羊羽 札幌厚生病院 27 ○ ４

眼科 高橋　淳一 札幌厚生病院 25 ○ ４

部長

平成２８年度  第10回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本眼科学会
眼科専門医

部長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了。日本眼科学会
眼科専門医

主任部長

平成２４年度  第６回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本耳鼻咽喉
科学会耳鼻咽喉科専門医・指導医、
補聴器相談医

主任部長

平成２０年度  第２回 北海道厚生農
業協同組合、連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本眼科学会
眼科専門医

部長

平成２６年度  第８回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本眼科学会
眼科専門医

主任部長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本整形外科学会
整形外科専門医・指導医、日本リウ
マチ学会リウマチ専門医、日本手外

主任部長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本泌尿器科
学会泌尿器科専門医・指導医、日本
泌尿器科学会泌尿器腹腔鏡技術認定

主任部長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本耳鼻咽喉
科学会耳鼻咽喉科専門医・指導医、
日本アレルギー学会専門医

副院長

第４回旭川医科大学病院指導医のた
めの教育ワークショップ修了、日本
外科学会外科専門医、日本心臓血管
外科専門医、腹部大動脈瘤ステンド
グラフト指導医、胸部大動脈瘤ステ

主任部長

平成２０年度  第２回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本外科学会
外科専門医・指導医、日本消化器外
科学会認定医、日本胸部外科学会認

医長

平成２８年度  北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本外科学会外科
専門医・指導医、日本心臓血管外科
専門医、日本脈管学会脈管専門医、

部長

平成２２年度　第４回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本産科婦人
科学会産婦人科専門医・指導医、日
本生殖医学会認定生殖医療専門医、

部長

平成３０年度　第12回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本産科婦人
科学会産婦人科専門医

医長

第２回聖隷福祉事業団指導医養成講
習会、日本産科婦人科学会産婦人科
専門医・指導医、日本周産期新生児
医学会周産期専門医（母胎・胎
児）、日本人類遺伝学会臨床遺伝専

医長

平成２５年度  第７回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本小児科学
会小児科専門医、日本ヘリコバク
ター学会ピロリ菌感染症認定医

主任部長

平成２０年度  第２回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本産科婦人
科学会産婦人科専門医、日本産科婦
人科学会専門医・指導医、日本女性

部長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本産科婦人科学
会産婦人科専門医・指導医、日本東
洋医学会漢方専門医、日本生殖医学

部長

平成２５年度  北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本麻酔科学会麻
酔科専門医、日本小児麻酔学会認定
医

主任部長

平成２５年度  北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本小児科学会小
児科専門医、日本小児栄養消化器肝
臓学会小児栄養消化器肝臓認定医

部長
平成２４年　第８回北海道プライマ
リ・ケアネットワーク指導医講習会
修了、日本小児科学会小児科専門医

主任部長

第２回札幌医科大学附属病院臨床研
修指導医養成講習会、日本麻酔学会
麻酔科専門医、日本救急医学会救急
科専門医、日本医師会認定健康ス
ポーツ医

部長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本麻酔学会麻酔
科専門医

部長

平成２４年度  第６回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本麻酔科学
会麻酔科専門医

部長

平成２６年度  第８回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本外科学会
外科専門医、日本消化器外科学会消
化器外科専門医、日本消化器外科学

医長

第５回　北海道厚生農業協同組合連
合会臨床研修指導医ワークショップ
受講、日本外科学会外科専門医・指
導医、日本消化器外科学会消化器外
科専門医・指導医、日本消化器外科
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（№　76　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

放射線科 長谷川　貴 札幌厚生病院 34 ○ ４

放射線科 鈴木　恵士郎 札幌厚生病院 33 ○ ４

放射線科 長谷川　悠 札幌厚生病院 17 ○ ４

病理診断科 市原　　真 札幌厚生病院 17 ○ ４

病理診断科 岩口　佳史 札幌厚生病院 15 ○ ４

緩和ケア内科 飯田　道夫 札幌厚生病院 35 ○ ４

緩和ケア内科 中野渡　正行 札幌厚生病院 33 ○ ４

緩和ケア内科 若山　文規 札幌厚生病院 20 ○ ４

化学療法内科 岩永　一郎 札幌厚生病院 18 ○ ４

化学療法内科 阿部　雅一 札幌厚生病院 32 ○ ４

健康管理科 赤池　　淳 札幌厚生病院 24 ○ ４

精神科 中條　拓 相川記念病院 36 ○ ３、４

精神科 佐々山　竜一 相川記念病院 16 ○ ４

整形外科・地
域医療・保

険・医療行政
下出　和美 八雲総合病院 22 ○ ４

整形外科 石田　博英 八雲総合病院 33 ○ ３、４

外科・救急・
麻酔科

阿部島　滋樹 八雲総合病院 25 ○ ４

小児科 吉田　雅喜 八雲総合病院 28 ○ ４

外科・救急 三浦　　巧 八雲総合病院 15 ○ ４

内科 柏谷　　朋 八雲総合病院 26 ○ ４

内科 森田　　亨 八雲総合病院 28 ○ ４

内科 能戸　伸哉 八雲総合病院 36 ×

産婦人科 白銀　　透 八雲総合病院 27 ○ ４

産婦人科 齋藤　　洋 八雲総合病院 24 ○ ４

小児科 西野　貢平 八雲総合病院 12 ×

精神科 熊谷　智 八雲総合病院 10 ×

医長 日本産婦人科学会専門医

医長 日本小児科学会専門医

医長 日本精神神経科学会専門医

循環器内科部長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、認定
内科医、日本循環器内科専門医

部長
日本内科学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医

部長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
産婦人科学会専門医

副院長 指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

医局長

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
外科学会専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本消化器外科学会消化
器がん外科治療認定

診療部長 指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

人工関節センター長

プログラム責任者養成講習会日本整
形外科学会専門医、日本整形外科学
会ﾘｳﾏﾁ専門医、日本整形外科学会ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃ―ｼｮﾝ専門医、日本体育協会ス
ポーツドクター専門医

院長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
整形外科学会専門医、運動器リハビ
リテーション医

副院長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
外科学会専門医

センター長

平成２５年度  第７回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ終了、日本内科学会
認定内科医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会

理事長、病院長
精神保健指定医、日本精神神経学
会、精神科専門医・指導医

医長
精神保健指定医、日本精神神経学
会、精神科専門医・指導医

部長

平成２３年　第１２回青森医師臨床
研修対策協議会医師臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本外科学会
外科専門医

主任部長

北海道・北海道医師会第２回「指導
医のための教育ワークショップ」修
了、日本内科学会認定内科医、日本
内科学会総合内科専門医、日本臨床
腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導

部長

北海道・北海道医師会第3回「指導医
のための教育ワークショップ」、日
本がん治療認定医機構がん治療認定
医・暫定教育医、がん診療緩和ケア
研修修了、指導者研修修了

医長
平成２６年度  第８回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、死体解剖資格

緩和ケアセンター長
日本医師会　第4回指導医のための教
育ワークショップ 修了、日本緩和医
療学会PEACE指導者

主任部長

令和元年度　第12回 北海道厚生農業
協同組合連合会臨床研修指導医ワー
クショップ修了、日本内科学会認定
内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本緩和医療学会緩和医療認定

主任部長

平成２３年度  第５回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本医学放射
線学会放射線治療専門医、日本がん
治療認定医機構がん治療認定医

医長

平成２９年度　第11回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本医学放射
線学会放射線診断専門医・指導医、
日本IVR学会専門医

医長

平成２５年度  第７回 北海道厚生農
業協同組合連合会臨床研修指導医
ワークショップ修了、日本専門医機
構病理専門医・日本病理学会研修指
導医、日本臨床細胞学会細胞診専門

診療部長

平成２０年度　北海道・北海道医師
会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了、日本医学放射線学
会放射線診断専門医・指導医、日本
IVR学会専門医、日本がん治療認定医
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（№　77　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

整形外科 横田　正司 八雲総合病院 16 ○ ４

眼科 石田　美織 八雲総合病院 12 ○ ４

脳外科 太田　　穣 八雲総合病院 37 ○ ４

外科 畠山　純一 八雲総合病院 34 ×

精神科 熊谷　　輝 八雲総合病院 32 ○ ４

内科 開田　恵理奈 八雲総合病院 22 ×

外科、地域医
療

近藤　真章 済生会小樽病院 49 ×

外科、地域医
療

和田　卓郎 済生会小樽病院 36 ○ ３、４

外科、地域医
療

堀田　浩貴 済生会小樽病院 33 ○ ４

内科、地域医
療

水越　常徳 済生会小樽病院 28 ○ ４

内科、地域医
療

松谷　学 済生会小樽病院 30 ○ ４

内科、地域医
療

宮地　敏樹 済生会小樽病院 32 ×

外科、地域医
療

織田　崇 済生会小樽病院 24 ○ ４

内科、地域医
療

明石　浩史 済生会小樽病院 27 ○ ４

外科、地域医
療

木村　雅美 済生会小樽病院 28 ○ ４

内科、地域医
療

髙田　美喜生 済生会小樽病院 26 ○ ４

外科、地域医
療

孫　誠一 済生会小樽病院 24 ○ ４

内科、地域医
療

林　貴士 済生会小樽病院 23 ○ ４

外科、地域医
療

田山　誠 済生会小樽病院 18 ×

外科、地域医
療

興村　慎一郎 済生会小樽病院 14 ×

内科、地域医
療

藤倉　舞 済生会小樽病院 9 ×

内科、地域医
療

舛谷　治郎 済生会小樽病院 35 ×

精神科、地域
医療

菊地　未紗子 済生会小樽病院 10 ○ ４

外科、地域医
療

新海　信雄 済生会小樽病院 15 ×

外科、地域医
療

清水　淳也 済生会小樽病院 10 ×整形外科医長 日本整形外科学会　専門医

日本消化器内視鏡学会　専門医

精神科医長 日本精神神経学会　専門医

泌尿器科部長

日本がん治療認定医機構　がん治療
認定医、日本内視鏡外科学会　技術
認定医、日本泌尿器科学会　指導
医・専門医、日本泌尿器科内視鏡学
会　泌尿器腹腔鏡技術認定医

外科部長

整形外科部長 日本整形外科学会　専門医

脳神経内科医長 日本神経学会 専門医

循環器内科部長

外科部長

日本消化器病学会 専門医、日本外科
学会 指導医・専門医・認定医、日本
消化器外科学会 専門医 消化器がん
外科治療認定医、 NPO法人ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
検診精度管理中央委員会 検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗ

脳神経内科部長
日本神経学会 専門医・指導医、日本
内科学会 認定医、総合内科専門医

診療部長
日本整形外科学会　専門医、日本手
外科学会 専門医AO Trauma Japan 評
議員、骨粗鬆症ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究会世話人

診療部長

日本内科学会 認定医、日本消化器病
学会 専門医、日本がん治療認定医機
構　がん治療認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、総合内科専門医

副診療部長

日本消化器病学会 指導医・専門医、
日本外科学会 指導医・専門医、日本
消化器外科学会 指導医・専門医・消
化器がん外科治療認定医、日本内視
鏡外科学会 技術認定医、日本がん治

副院長

日本内科学会 認定医、日本消化器病
学会 専門医、日本内分泌学会 専門
医・指導医、日本甲状腺学会 専門
医、日本感染症学会ICD制度協議会
ICD日本内分泌学会北海道支部 評議

副院長

日本内科学会 認定医、総合内科専門
医、日本神経学会 専門医・指導医、
札幌医科大学大学院医学研究科臨床
教授、日本神経治療学会評議員

院長補佐

名誉院長

日本整形外科学会 専門医・認定脊椎
脊髄病医・認定ｽﾎﾟｰﾂ医・認定ﾘｳﾏﾁ
医、日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ、
日本医師会　認定産業医

病院長

日本整形外科学会 専門医、日本手外
科学会 専門医・代議員、日本肘関節
学会 理事、米国手外科学会国際ﾒﾝ
ﾊﾞｰ、日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ

副院長

日本泌尿器科学会 指導医・専門医、
日本性機能学会 専門医、日本感染症
学会ICD制度協議会 ICD、日本がん治
療認定医機構 がん治療認定医、日本
医師会 認定産業医、抗菌化学療法認

医師 日本外科学会専門医

医師

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
精神神経学会専門医、日本精神神経
学会指導医、日本総合病院精神医学
会一般、病院連携精神医学特定指導
医

医師

医長
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
整形外科学会専門医、日本体育協会
スポーツドクター

医長 指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

医師
指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本
脳神経外科学会専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科、地域医
療

藤本　秀太郎 済生会小樽病院 7 ×

地域医療 藤城貴教 清水赤十字病院 28 ○ ３、４

地域医療 三田村亮 清水赤十字病院 34 ×

地域医療 川村雄剛 清水赤十字病院 11 ○ ４

地域医療 計　良　基　治 広尾町国民健康保険病院 38 × ３

地域医療 藤　田　幸　子 広尾町国民健康保険病院 19 ×

地域医療 竹　中　芳　子 広尾町国民健康保険病院 15 ×

地域医療 安藤高志
国民健康保険上川医療
センター

17 ○ ４

地域医療、外
科

小松　幹志 新ひだか町立静内病院 35 ○
旭川医科大学病院医師臨床研
修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

３、４

地域医療、内
科

村住　和彦 美瑛町立病院 36 × ３

地域医療、内
科

浦　　　等 美瑛町立病院 37 ×

地域医療、外
科

中島　博史 美瑛町立病院 32 ×

地域医療、整
形外科

味戸　伸彦 美瑛町立病院 30 ×

地域医療、内
科

坂井　紀子 美瑛町立病院 17 ×

地域医療、内
科

堀　泰之 興部町国民健康保険病院 22 × ３

地域医療、外
科

中西　仙太郎
中頓別町国民健康保険病
院

12 ○ ３、４

地域医療、外
科

一条　正彦 本別町国民健康保険病院 37 × ３

地域医療、耳
鼻咽喉科

郡山　智也 本別町国民健康保険病院 28 ×

地域医療、内
科

草野　学 本別町国民健康保険病院 31 ×

地域医療、内
科

武田　真一 本別町国民健康保険病院 17 ×

地域医療、耳
鼻咽喉科

山下　健一郎 本別町国民健康保険病院 26 ×

地域医療
淺
アサ

井
イ

　悌
テイ 利尻島国保中央病院 18 ○ ３、４

地域医療 升 田  鉄 三
礼文町国民健康保険船泊
診療所

41 ○ ３、４所　長

第63回新臨床研修指導医養成講
習、日本プライマリ・ケア連合
学会認定指導医、地域包括医
療・ケア認定医

医長

医長

医長

医長 臨床研修指導医養成講習会

院長

副院長

内科医長 日本消化器学会専門医

院長

院長

副院長
日本内科学会認定医、日本消
化器学会専門医、日本消化器
内視鏡学会専門医

外科医長
日本外科学会認定医、日本消
化器外科学会専門医

院長
日本プライマリ・ケア連合学
会認定家庭医療専門医・指導
医、日本医師会認定産業医

院長 心臓血管外科、外科

副院長 日本救急医学会専門医

内科医長 日本プライマリ・ケア認定医

内科医長 日本プライマリ・ケア認定医

小児科部長 日本小児科専門医

消化器内科部長
日本内科学会認定医、日本プライマ
リケア連合学会指導医・認定医、指
導医講習会受講済

院長
日本整形外科学会認定専門医、日本
体育協会公認スポーツドクター

整形外科医長

院長

日本内科学会総合内科専門医、日本
消化器内視鏡学会指導医、日本消化
器病学会指導医、日本プライマリケ
ア連合学会指導医・認定医、社会医
学系指導医・専門医、指導医講習会

整形外科医長
日本整形外科学会専門医、日
本体育協会スポーツ認定医、
ケアマネージャー
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（№　79　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

地域医療 山 下 晃 史
国民健康保険町立和寒病
院

35 × ３

地域医療 長谷川　岳尚 置戸赤十字病院 35 ○ ３、４

地域医療 石関　哉生 置戸赤十字病院 20 ○ ４

地域医療・保
健

福井　実
ＪＡ北海道厚生連苫前厚
生クリニック

44 ○ ３、４

地域医療 鳥本　勝司 町立沼田厚生クリニック 34 ○ ３、４

地域医療 兼村　俊範 町立沼田厚生クリニック 35 ×

地域医療 川合　重久 美深厚生病院 31 ○ ３、４

地域医療 桑原　広昌 美深厚生病院 31 ○ ４

地域医療 八木田　一雄 松前町立松前病院 25 ○ ３、４

地域医療 佐藤弘太郎

北海道家庭医療学セン
ター

本輪西ファミリークリ
ニック

15 ○ ３、４

地域医療 草場鉄周

北海道家庭医療学セン
ター

本輪西ファミリークリ
ニック

21 ○ ４

地域医療 山田康介
更別村国民健康保険診療

所
22 ○ ３、４

地域医療 棟方智子
更別村国民健康保険診療

所
15 ○ ４

地域医療 今江章宏 寿都町立寿都診療所 11 ○ ３、４

地域医療 佐野瑛子 寿都町立寿都診療所 10 ×

地域医療 丁子　清 町立中標津病院 37 ○ ３、４

所長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医、
日本医師会認定産業医

副所長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医

院長(放射線科)

日本医学放射線学会放射線専門
医、日本超音波医学会超音波専
門医、日本医科学放射線学会研
修指導者、日本医師会認定産業
医、英国医師

理事長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医、
日本医師会認定産業医

所長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医、
日本医師会認定産業医

日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医

病院長

日本医師会認定産業医、日本プ
ライマリ・ケア連合学会認定
医、日本プライマリ・ケア連合
学会指導医

院長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医、
日本医師会認定産業医

院長
日本外科学会認定医、日本医師
会認定産業医

内科主任部長
日本内科学会総合内科専門医、
日本呼吸器学会専門医・指導
医、がん治療認定機構認定医

院長 日本外科学会専門医

院長

保険医、身体障害者指定医、日
本内科学会認定内科医師、日本
内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会消化器専門医、日
本消化器内視鏡学会指導医、日
本糖尿病学会研修指導医、日本
肝臓学会肝臓専門医、日本医師
会認定産業医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連
合学会認定指導医

内科副部長 保険医

院長

日本内科学会認定内科医、日本
肝臓学会認定肝臓専門医、日本
消化器内視鏡学会指導医・専門
医、日本消化器病学会認定消化
器病専門医、日本プライマリケ
ア連合学会認定医、日本プライ
マリケア連合学会認定指導医、
日本医師会認定産業医

院長

日本肝臓学会肝臓専門医、日本
消化器病学会消化器病専門医、
日本消化管学会胃腸科認定医、
日本医師会認定産業医、日本外
科学会外科専門医、麻酔科標榜
医

主任部長 日本形成外科学会専門医
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（№　80　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

地域医療 久保　光司 〃 33 ○ ４

地域医療 成澤　研一郎 〃 33 ○ ４

地域医療 島野　敏司 〃 34 ○ ４

地域医療 原　敬志 〃 31 ○ ４

地域医療 宮坂　大介 〃 21 ○ ４

消化器外科 曽ヶ端　克哉 広域紋別病院 27 ○ ３、４

小児科 須貝　理香 広域紋別病院 28 ○ ４

精神科 塚本　壇 広域紋別病院 19 ○ ４

消化器外科 柴田　稔人 広域紋別病院 17 ○ ４

麻酔科 黒川　博己 広域紋別病院 30 ○ ４

内科 粟田　政樹 広域紋別病院 22 ○ ４

整形外科 柳沢　勇一朗 広域紋別病院 24 ○ ４

内科 井上　貴博 広域紋別病院 9 ○ ４

内科 細　川　寿　和 市立芦別病院 37 ○ ３、４

（内科）循環
器科

中　村　泰　浩 市立芦別病院 34 ×

内科 得　能　哲　也 市立芦別病院 30 ○ ４

泌尿器科 新　堀　大　介 市立芦別病院 35 ×

医局長
内科学会総合内科専門医/消化器
病学会専門医/消化器内視鏡学会
専門医

主任医長 泌尿器科学会専門医・指導医

医長
平成３０年度指導医のための
ワークショップ

院長 日本医師会認定産業医

副院長 循環器学会専門医

副院長
平成３０年度近畿グループ臨床
研修指導医養成講習会

診療部長
平成２０年第１１回徳洲会グ
ループ臨床研修指導者養成講習
会

小児医療センター長
第20回新臨床研修指導養成講習
会

副院長
全国自治体病院協議会第148回臨
床研修指導医講習会

副院長
全国自治体病院協議会第148回臨
床研修指導医講習会

部長(外科)

日本外科学会専門医、日本消化
器外科学会専門医、日本消化器
外科学会指導医、日本消化器学
会がん外科治療認定医

医長(外科)

日本外科学会専門医、日本消化
器外科学会専門医、日本消化器
病学会消化器病専門医、日本消
化器外科学会指導医、日本内科
学会認定内科医、日本乳癌学会
乳腺認定医、日本消化器外科学
会消化器がん外科治療認定医

院長
全国自治体病院協議会第145回臨
床研修指導医講習会

副院長(整形外科)

日本整形外科学会専門医、日本
整形外科学会認定脊椎脊髄病
医、日本骨粗鬆症学会認定医、
日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外
科指導医

医長(産婦人科)

日本産婦人科学会産婦人科専門
医、日本産婦人科学会産婦人科
指導医、日本臨床細胞学会細胞
診専門医、日本東洋医学会漢方
専門医、日本性感染症学会認定
医医、ＩＣＤ（インフェクショ
ンコントロールドクター）

手術室センター長
全国自治体病院協議会第148回臨
床研修指導医講習会

副院長(内科)

日本内科学会認定内科医、日本
内科学会総合内科専門医、日本
消化器病学会指導医、日本消化
器内視鏡学会認定指導医、日本
消化管学会胃腸科指導医、日本
消化器病学会消化器病専門医、
日本消化器内視鏡学会認定専門
医、日本消化管学会胃腸科専門
医、日本ヘリコバクター学会
H.Pylori（ピロリ菌）感染症認
定医、日本アレルギー学会専門
医、日本禁煙学会専門医（禁煙
認定専門指導者）、日本医師会
認定スポーツ医、日本旅行医学
会認定医、ＩＣＤ（インフェク
ションコントロールドク
ター）、日本化学療法学会抗菌
化学療法指導医、日本化学療法
学会抗菌化学療法認定医、日本
医師会認定産業医
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（№　81　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

外科 川本　雅樹 市立根室病院 22 ○ ３、４

内科 三好　直貴 市立根室病院 17 ○ ４

内科 伊藤　仁也 市立根室病院 30 ○ ４

内科 松下　尚憲 市立根室病院 30 ○ ４

内科 本間　賢太 市立根室病院 16 ○ ４

内科 山本　恭史 市立根室病院 8 ×

外科 山下　裕 市立根室病院 44 ○ ４

外科 吉川　雅輝 市立根室病院 31 ○ ４

整形外科 横山　宗昂 市立根室病院 12 ×

小児科 竹内　亮 市立根室病院 31 ○ ４

産婦人科 宮内　宗徳 市立根室病院 37 ○ ４

産婦人科 岡田　力哉 市立根室病院 31 ○ ４

透析 上野　智子 市立根室病院 28 ○ ４

麻酔科 山田　富雄 市立根室病院 25 ×

内科 竹藪　公洋
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
30 ○ ３、４

小児科 辰巳　正純
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
24 ○ ４

内科 長井　和彦
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
25 ○ ４

内科 柿木　滋夫
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
40 ○ ４

内科 加藤　隆佑
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
17 ×

外科 進藤　学
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
25 ○ ４

産婦人科 黒田　敬史
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
14 ○ ４

外科 橋本　功二
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
17 ×

産婦人科主任医長
指導医のための教育ワーク
ショップ　　　日本産婦人科学
会専門医

整形外科部長 日本整形外科学会専門医

循環器科部長
指導医のための教育ワーク
ショップ

院長
指導医のための教育ワーク
ショップ　　　日本循環器学会
専門医

消化器内科主任医長 日本内科学会認定医

部長 日本麻酔科学会指導医ほか

副院長
地域医療のための臨床指導医講
習会　　プログラム責任者養成
講習会

診療部長 日本小児科学会専門医

部長 産婦人科学会専門医ほか

診療部長 臨床研修指導医

部長 日本外科学会指導医ほか

部長 日本整形外科専門医ほか

診療部長 日本小児科学会専門医

診療部長 日本消化器病学会専門医ほか

部長 日本消化器病学会専門医ほか

顧問 日本外科学会指導医ほか

診療部長
指導医のための教育ワーク
ショップ

診療部長 日本血液学会指導医ほか

診療部長
日本内科学会総合内科専門医ほ
か

院長 日本外科学会専門医ほか

診療部長 産婦人科学会専門医ほか

副院長
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会
認定医ほか
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（№　82　）
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

麻酔科 井上　彰
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
30 ○ ４

病理 飛岡　弘敏
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
33 ×

内科 佐藤　未来
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
27 ○ ４

外科 横山　和之
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
23 ○ ４

内科 髙木　千佳
社会福祉法人北海道社会

事業協会小樽病院
19 ○ ４

内科 黒島　研美 内科医局 25 ○ ４

内科 小山　聡 内科医局 28 ○ ３、４

整形外科 進 藤　正 明 整形外科進藤病院 34 × ３

心臓血管外科 道井　洋吏
社会医療法人北海道循環

器病院
34 ○ ４

心臓血管外科 山崎　健二
社会医療法人北海道循環

器病院
34 ×

心臓血管外科 岩朝　静子
社会医療法人北海道循環

器病院
21 ○ ４

循環器内科 堀田　大介
社会医療法人北海道循環

器病院
35 ○ ３、４

循環器内科 柏木　雄介
社会医療法人北海道循環

器病院
26 ×

循環器内科 村上 弘則
社会医療法人北海道循環

器病院
39 ×

循環器内科 山本 匡
社会医療法人北海道循環

器病院
16 ○ ４

整形外科 仲　　俊之 森山病院 36 ○ ３、４

整形外科 有山　弘之 森山病院 35 ×

整形外科 岡本　　巡 森山病院 25 ×

脳神経外科 髙野　勝信 森山病院 31 ○ ４

脳神経外科 渡邉　剛助 森山病院 26 ×

内科 森山　　領 森山病院 39 ×

内科 打矢　　透 森山病院 51 ×部長 日本医師会認定産業医

副院長 日本脳神経外科学会専門医

部長 日本脳神経外科学会専門医

理事長 日本医師会認定産業医

部長
日本整形外科学会専門医、日本ﾘ
ｳﾏﾁ学会専門医

部長 日本整形外科学会専門医

部長
日本循環器学会循環器専門医、
日本内科学会総合内科専門医

心不全センター長 日本循環器学会、循環器専門医

心血管研究センター長 日本循環器学会、循環器専門医

先進医療研究所　所長
心臓血管外科専門医、日本外科
学会指導医、日本胸部外科学会
指導医

医長
心臓血管外科学会専門医、日本
外科学会指導医・専門医、日本
循環器学会専門医

院長
日本内科学会指導医、日本内科
学会、総合内科専門医

理事長、院長 日本整形外科学会認定専門医

外科部門統括責任者
日本外科学会指導医、日本循環
器学会専門医、日本心臓血管外
科専門医

外科部長
北海道大学病院指導医のための
教育ワークショップ

診療部長
北海道大学病院指導医のための
教育ワークショップ

日本内科学会専門医、日本神経
学会専門医、日本頭痛学会専門
医

麻酔科部長
プライマリ・ケアネットワーク
指導医

病理診断部長 日本病理学会認定病理医

呼吸器内科部長
国立函館病院臨床研修陽性研修
会

副院長 日本整形外科学会専門医

副院長

日本脳卒中学会専門医、日本リ
ハビリテーション医学会専門
医、日本神経学会専門医・指導
医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

泌尿器科 石田　裕則 医)仁友会　北彩都病院 34 ×

泌尿器科 増井　則昭 医)仁友会　北彩都病院 34 ×

泌尿器科 山口　聡 医)仁友会　北彩都病院 35 ×

泌尿器科 徳光　正行 医)仁友会　北彩都病院 30 ×

内科 平山　智也 医)仁友会　北彩都病院 34 ○ ３、４

内科 和田　篤志 医)仁友会　北彩都病院 34 ×

神経内科 蕨　　建夫 札幌山の上病院 47 ×

神経内科 古山　裕康 札幌山の上病院 23 × ３

神経内科 井上　聖啓 札幌山の上病院 51 ×

外科 渡部　公祥 あかびら市立病院 34 ○ ３、４

内科 内山　久士 あかびら市立病院 35 ○ ４

小児科 帰山　雅人 あかびら市立病院 37 ○ ４

外科 黒滝　武洋 あかびら市立病院 23 ○ ４

内科 阿部　誠 あかびら市立病院 57 ○ ４

整形外科 研谷　智 公立芽室病院 31 ○ ３、４

内科 田中　俊英 公立芽室病院 32 ○ ４

外科 小窪　正樹 公立芽室病院 42 ○ ４

外科 高橋　佳史 公立芽室病院 18 ○ ４

内科 長谷　亘 公立芽室病院 10 ○ ４

地域医療 白　井　信　正 枝幸町国民健康保険病院 29 × ３

地域医療 田　代　直　彦 枝幸町国民健康保険病院 20 ×

内科 榮浪　克也 函館協会病院 33 × ３副院長
認定内科医、認定消化器病専門
医

医長
日本外科学会専門医、日本プラ
イマリケア連合学会認定医・指
導医

医長 家庭医療専門医、認定内科医

院　長 医学博士

院長
日本整形外科学会専門医、日本
整形外科学会認定スポーツ医

副院長
日本内科学会総合内科専門医、
日本内科学会認定内科医、日本
消化器病学会専門医

診療部長
日本消化器外科学会指導医、日
本外科学会専門医、日本胸部外
科学会認定医

診療部長

医員

脊椎・脊髄センター長 日本神経学会専門医

院長

相談役

副院長
日本内科学会 認定医、日本透析
医学会 専門医・指導医、日本腎
臓学会 専門医・指導医

理事長
日本神経学会指導医、日本老年
医学会指導医

副院長 日本神経学会指導医

副院長 医学博士

部長

日本泌尿器科学会　専門医・指
導医、日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、日本性機能学
会 専門医

副院長

日本内科学会　認定内科医・認
定内科専門医・指導医、日本腎
臓学会 認定医・指導医、日本透
析医学会 透析専門医・指導医

理事長

日本泌尿器科学会　専門医・指
導医、日本透析医学会　専門
医・指導医、日本医師会認定産
業医、ICD

副院長
日本泌尿器科学会　専門医・指
導医、日本透析医学会　専門
医・指導医、ICD

副院長

副院長
日本泌尿器科学会　専門医・指
導医、日本内分泌外科学会 内分
泌・甲状腺外科専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

内科・外科 近 藤　啓 介
医療法人社団　創成　旭

川南病院
23 × ３

内科・外科 齋 藤　英 明
医療法人社団　創成　旭

川南病院
36 ×

内科・外科 石 﨑　智 章
医療法人社団　創成　旭

川南病院
25 ×

内科・整形外
科

中島 進
社会 医療法人元生会　森

山メモリアル病院
48 × ３

内　科 白田　　克美 上富良野町立病院 38 ○ ３、４

外　科 兼古　　稔 上富良野町立病院 28 ×

内　科 鈴木　　泰之 上富良野町立病院 21 ×

外科 崎濱　秀康 苫小牧日翔病院 25 × ３

リハビリテー
ション科

本永　英治 沖縄県立宮古病院 38 ○ ３、４

消化器内科 岸本　信三 沖縄県立宮古病院 37 ○ ４

循環器内科 米田　恵寿 沖縄県立宮古病院 29 ○ ４

外科 松村　敏信 沖縄県立宮古病院 38 ○ ４

外科 川満　博昭 沖縄県立宮古病院 25 ○ ４

外科 浅野　志麻 沖縄県立宮古病院 16 ○ ４

整形外科 伊志嶺　博 沖縄県立宮古病院 36 ○ ４

泌尿器科 与那覇　博隆 沖縄県立宮古病院 31 ○ ４

産婦人科 石川（糸数）　裕子 沖縄県立宮古病院 13 ○ ４

小児科 武富　博寿 沖縄県立宮古病院 29 ○ ４

精神科 山田　豪人 沖縄県立宮古病院 21 ○ ４

精神科 次呂久　英太郎 沖縄県立宮古病院 13 ○ ４

地域診療科
救急科

鈴木　全 沖縄県立宮古病院 23 ○ ４

総合診療科 與那覇　忠博 沖縄県立宮古病院 10 ○ ４

医師
平成21年度中部病院臨床研修指
導医養成ワークショップ修了／
産業医／内科学会認定医

医長

日本救急医学会専門医/日本プラ
イマリケア連合学会プライマリ
ケア認定医/日本プライマリケア
連合学会プライマリケア指導医/
日本在宅医学会専門医/日本在宅

医師

日本内科学会認定内科医/日本プ
ライマリ・ケア認定医/家庭医療
専門医/総合診療領域特任指導医
講習会

部長
日本小児科学会認定医・専門医
/RyuMIC臨床研修指導医養成セミ
ナー修了

部長

日本精神神経学会認定専門医・
指導医/精神保健指定医／全国自
治体病院協議会主催第95回臨床
研修指導医養成講習会修了

医長
外科専門医/日本病院会臨床研修
指導医養成講習会修了/マンモグ
ラフィ読影認定医

部長
日本整形外科学会専門医/Ryumic
平成28年度臨床研修指導医養成
セミナー修了

部長
日本泌尿器科学会専門医/全国自
治体病院協議会新臨床研修指導
医養成講習会修了

医療部長

日本循環器学会専門医/日本内科
学会総合内科専門医/「指導医の
ための教育ワークショップ」修
了/「植え込み型除細動器/ペー
シングによる心不全治療」研修

部長

日本外科学会専門医・指導医/日
本消化器学会専門医/日本消化器
外科学会専門医・指導医/第142
回臨床研修指導医講習会修了

部長
全国自治体病院協議会新臨床研
修指導医養成講習会修了

院長

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会認定医・専
門医・指導医/日本内科学会認定
内科医・指導医/平成22年日本病
院会主催臨床研修指導医養成講
習会修了/沖縄県卒後臨床研修中

副院長

自治医科大学医学部臨床教授
（地域担当）/日本内科学会総合
内科専門医/日本消化器病学会専
門医/日本消化器内視鏡学会指導
医/沖縄県緩和ケア研修会

院　長

副院長

内科医長

副院長

副院長 日本医師会認定産業医

院長 産業医

医長

日本産婦人科学会産婦人科専門
医/平成27年沖縄県立中部病院臨
床研修指導医養成ワークショッ
プ修了

院　長
日本整形外科学会専門医、日本
医師会認定産業医

外科部長 日本外科学会専門医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

呼吸器内科 柴原　大典 沖縄県立宮古病院 13 ○ ４

麻酔科 兼村　大介 沖縄県立宮古病院 11 ○ ４

眼科 若山　美紀 沖縄県立宮古病院 21 ○ ４

消化器内科 千代田　啓志 沖縄県立宮古病院 16 ○ ４

脳神経外科 髙原　正樹 沖縄県立宮古病院 10 ○ ４

消化器内科 原田一道 はらだ病院 44 ○ ３、４

循環器内科 吉江　浩光 西成病院 33 ○ ３、４

地域医療 中谷　玲二 洞爺温泉病院 35 ○ ３、４

地域医療 三上　淳一 洞爺温泉病院 39 ×

地域医療 岸　明彦 洞爺温泉病院 35 ×

地域医療 上田　修 洞爺温泉病院 26 ×

地域医療 會田　誠 洞爺温泉病院 13 ○ ４

地域医療 鈴木　洋祐 洞爺温泉病院 11 ○ ４

地域医療 加藤　隆文
医療法人社団萌生会　サ
ンビレッジクリニック

32 × ３

地域医療 小野沢　圭子
医療法人社団萌生会　サ
ンビレッジクリニック

25 ×

地域医療 村井紀太郎
医療法人恵心会北星ファ

ミリークリニック
12 ○ ３、４

地域医療 村上 英之 足寄町国民健康保険病院 27 ○ ３、４

地域医療 北岡　文生 足寄町国民健康保険病院 28 ○ ４

地域保険医療 小笠原　浩　二 猿払村国民健康保険病院 27 ○ ３、４

自由選択 名和 由布子
子ども総合医療・療育ｾﾝ

ﾀｰ
20 × ３

保健・医療行
政

林　時仲 北海道療育園 29 ○ ３、４

保健・医療行
政

土井　敦 〃 26 ○ ４

病院長
臨床研修指導医、日本医師会認
定産業医

医長
日本麻酔科学会麻酔科専門医・
指導医、日本集中治療医学会集
中治療専門医

園長

小児科専門医・指導医、日本感
染症学会専門医・指導医、イン
フェクションコントロールドク
ター

理事長、院長
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医、
日本医師会認定産業医

院長

医長

院長
日本内科学会認定総合内科専門
医、日本消化器病学会認定専門
医

副院長

副院長
医学博士、日本消化器病学会消
化器病専門医、内科学会認定医

小児科専門医、内分泌代謝科
（小児科）専門医、救急科専門
医、糖尿病学会専門医

プライマリケア認定医

副院長
日本循環器学会認定専門医、日
本内科学会認定内科専門医

病院長 医学博士

麻酔科標榜医

在宅診療担当部長

臨床研修指導医、循環器内科専
門医、総合内科専門医、ICLS
ディレクター、JMECCディレク
ター

医師

日本脳神経外科学会専門医
/H30.12臨床研修指導医講習会/
日本脳神経血管内治療学会専門
医

理事長
消化器病指導医、消化器内視鏡
指導医

医師

認定内科医/救急科専門医/呼吸
器専門医/第6回沖縄県緩和ケア
研修会2018/平成30年度RyuMIC臨
床研修指導医養成セミナー終了

医師
麻酔科専門医/麻酔科標榜医/平
成30年度RyuMIC臨床研修指導医
養成セミナー終了

医師
日本眼科学会認定専門医/全国自
治体病院協議会主催第112回臨床
研修指導医養成講習会修了/

日本内科学会総合内科専門医、
抗菌化学療法認定医、緩和医療
認定医

医師

日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定医
平成２６年度長崎大学病院群臨
床研修指導医養成のための講習
会
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

保健・医療行
政

竹田津　未生 〃 30 ○ ４

保健・医療行
政

徳光　亜矢 〃 26 ○ ４

保健・医療行
政

浅井　洋子 〃 16 ○ ４

保健・医療行
政

岩佐　諭美 〃 22 ×

保健・医療行
政

斉藤　　剛 〃 23 ×

地域医療 森﨑　龍郎
幌加内町立　幌加内診療

所
23 ○ ３、４

地域医療 長渕　英介
まるせっぷ厚生クリニッ

ク
38 ○ ３、４

精神科 　久保　　昌己 　北の峰病院 22 ○ ３、４

精神科 　西澤　　秀明 　北の峰病院 40 ×

精神科 　西出　　和正 　北の峰病院 17 ×

小児科 　印鑰　史衛 いんやく小児科ｸﾘﾆｯｸ 41 × ３

内科 　内海　真 内海内科ｸﾘﾆｯｸ 41 × ３

地域医療 　松田　英郎 ふらの西病院 40 × ３

地域医療 佐々木　暢彦 町立厚岸病院 39 ○ ３、４

地域医療 竹山　茂 町立厚岸病院 44 ○ ４

地域医療 江本　従道 町立厚岸病院 29 ○ ４

地域医療 森　　正光
JA北海道厚生連摩周厚生

病院
39 ○ ３、４

地域医療 舛田　和之
JA北海道厚生連摩周厚生

病院
35 ×

地域医療 岩永　啓志
JA北海道厚生連摩周厚生

病院
27 ○ ４

地域医療 武田　伸二
東町ファミリークリニッ

ク
33 ○ ３、４

地域医療 久保木　努 美流渡診療所 14 ×

地域医療 伊藤　英恵
東町ファミリークリニッ

ク
18 ×

院長 内科学会認定医・専門医

医師

内科部長
日本外科学会専門医、消化器外
科学会認定医、北海道厚生連臨
床研修ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

院長
プライマリ・ケア連合学会認定
医

副院長 日本外科学会認定医、医学博士

副院長 産業医、医学博士

院長

北海道厚生連臨床研修ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ、日本内科学会認定内科医、
日本血液学会専門医、日本消化
器学会専門医

　院　長
日本内科学会認定内科医、日本
消化器内視鏡学会認定医

　院　長

院長 小児科専門医、医学博士

　医　師 精神保健指定医

　院　長 日本小児科学会専門医

所　長
指導医講習会講習H17.9.24、日
本内科学会総合内科専門医

院長
H17.12.11全国自治体病院協議会
主催「第38回新臨床研修指導医
養成研修会」終了

　院　長
精神保健指定医、研修指導医講
習会

医師
小児科専門医・指導医、新生児
専門医、NCPRインストラクター

医師 小児科専門医

医師 産婦人科専門医

副院長 日本整形外科認定医

副園長
小児科専門医・指導医、日本小
児循環器科学会専門医

診療部長 小児科専門医・指導医

　医　師 精神保健指定医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

備考

１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
 　（指導医）

病院施設番号：０３００２６ 臨床研修病院の名称：旭川医科大学病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会
等の受講経験

有：○
無：×

資格等 プログラム番号

地域医療 堀江　淳司
東町ファミリークリニッ

ク
18 ×

地域医療 西村　進 町立別海病院 27 ○ ３、４

地域医療 山内　修 町立別海病院 37 ×

地域医療 鈴木　英雄 町立別海病院 30 ×

地域医療 水谷　彰吾 町立別海病院 13 ×

地域医療 越智　龍太郎 町立別海病院 10 ○ ４

地域医療 高田　徹 ななえ新病院 42 ○ ３、４

内科・消化器
科

長谷川　義展
日高町立門別国民健康保

険病院
24 × ３

小児科 畠山　直樹
日高町立門別国民健康保

険病院
29 ×

内科・循環器
科

國生　泰範
日高町立門別国民健康保

険病院
16 ×

指導医数

(指導医のみ) 1283

(プロ責+指導医) 2

(副プロ責+指導医) 10

(実施責任者+指導医) 147

(合計) 1442

副院長 日本小児科学会専門医他

医長 日本内科学会認定内科医他

内科医長
認定内科医、総合内科専門医、
神経内科専門医

病院長
臨床研修指導医講習会、日本老
年医学会認定老年病専門医、日
本循環器学会認定循環器専門医

院長

認定内科医、総合内科専門医、
消化器病専門医、消化器内視鏡
専門医、血液専門医、リウマチ
専門医

副院長 産婦人科専門医、細胞診専門医

内科医長

医師 内科学会認定医

院長 日本内科学会認定内科医他

内科医長
認定内科医、総合内科専門医、
消化器病専門医


