
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.1）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

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 030004702 1.3.4
日本内科学会ＪＭＥＣＣインストラクター

日本救急医学会ＩＣＬＳ インストラクター
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 030004702 4

日本循環器学会認定循環器専門医

日本糖尿病学会糖尿病専門医

日本内科学会認定総合内科専門医

日本内科学会認定内科医 030004702
日本糖尿病学会糖尿病専門医

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医 030004702
日本糖尿病学会糖尿病専門医
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 030004702 4

日本血液学会認定血液専門医

日本内科学会認定内科医

日本血液学会認定血液専門医 030004702
日本造血・免疫細胞療法学会認定医
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 030004702 4

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・指導医

第15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・指導医

日本感染症学会感染症専門医 030004702 4

日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
日本結核・非結核性抗酸菌床学会結核・抗酸菌床認
定医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

インフェクションコントロールドクター（ICD）

内科 森　　孝之 札幌厚生病院 主任部長 24年 ○

資格等

内科 静川 裕彦 札幌厚生病院 副院長 29年 ○

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

内科 吉田　慈 札幌厚生病院 医長 15年 ×

内科 井川　裕之 札幌厚生病院 医長 16年 ×

内科 石尾　崇 札幌厚生病院 医長 11年 ×

内科 井端　淳 札幌厚生病院 主任部長 19年 ○

内科 小林　智史 札幌厚生病院 医長 16年 ○

内科 大塚　満雄 札幌厚生病院 主任部長 25年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.2）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 030004702 4

日本カプセル内視鏡学会認定医

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

労働衛生コンサルタント（保健衛生）

介護支援専門員（ケアマネージャー）

日本医師会認定産業医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 030004702

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・指導医 030004702 4

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化管学会胃腸科専門医・指導医

日本消化器がん検診学会専門医

日本食道学会食道科認定医

日本腹部救急医学会認定医

日本医師会認定産業医
令和元年度　第13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器病専門医・指導医・北海道
支部評議員
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医 030004702 4

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化管学会胃腸科認定医・専門医・指導医
日本消化器がん検診学会消化器がん検診総合認定
医・指導医
日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医・指導医・評
議員

内科 前田　聡 札幌厚生病院 診療部長 29年 ×

内科 小澤　広 札幌厚生病院 副院長 29年 ○

内科 寺門　洋平 札幌厚生病院 部長 18年 ○

内科 鈴木　肇 札幌厚生病院 部長 18年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.3）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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機構がん治療認定医 030004702 4

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

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

令和元年度　第13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療認定医 030004702 4

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

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医

日本消化器病学会消化器病専門医 030004702
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医
令和元年度　第13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 030004702 4

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

日本カプセル内視鏡学会認定医

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 030004702
日本医師会認定産業医

日本内科学会認定内科医 030004702

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

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医 030004702 4

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

日本胆道学会認定指導医

日本膵臓学会認定指導医

内科 道上　篤 札幌厚生病院 部長 17年 ○

内科 乙黒　雄平 札幌厚生病院 部長 18年 ○

内科 柳原　志津妃 札幌厚生病院 医長 14年 ○

内科 賀集　剛賢 札幌厚生病院 医長 14年 ×

内科 川村　駿介 札幌厚生病院 医長 7年 ×

内科 髙木　将 札幌厚生病院 医長 9年 ×

内科 岡村　圭也 札幌厚生病院 主任部長 25年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.4）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医

日本胆道学会認定指導医 030004702 4

日本超音波学会超音波専門医・指導医・代議員

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化器がん検診学会認定医・指導医

日本膵臓学会認定指導医
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

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医 030004702 4
日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育
医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医

日本膵臓学会認定指導医

日本医師会認定産業医
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

日本消化器病学会消化器病専門医 030004702 4

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

日本肝臓学会肝臓専門医

日本医師会認定産業医
令和元年度　第13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器病専門医・指導医 030004702 4

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

日本門脈左亢進症学会技術認定医

日本胆道学会認定指導医

日本膵臓学会認定指導医

日本腹部救急医学会腹部救急認定医

内科 長川　達哉 札幌厚生病院 部長 33年 ○

内科 奥　大樹 札幌厚生病院 医長 15年 ○

内科 平山　　敦 札幌厚生病院 部長 30年 ○

内科 北川　翔 札幌厚生病院 医長 15年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.5）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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 030004702 4

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本肝臓学会肝臓専門医・指導医

日本医師会認定産業医

030004702

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 030004702 4

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本肝臓学会肝臓専門医・指導医

日本医師会認定産業医

日本内科学会認定内科医 030004702 4

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

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
令和元年度　第13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 030004702 4

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

日本内科学会認定内科医

日本消化器病学会消化器病専門医 030004702
日本肝臓学会肝臓専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本内科学会認定内科医 030004702

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

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医 030004702 4

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医

日本消化管学会胃腸科専門医・指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医・指導医

内科 髭　修平 札幌厚生病院 院長 39年 ○

内科 中島　知明 札幌厚生病院 部長 22年 ○

内科 桑田　靖昭 札幌厚生病院 主任部長 25年 ×

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

内科 山口　将功 札幌厚生病院 医長 12年 ○

内科 荒川 智宏 札幌厚生病院 部長 21年 ○

内科 推井　大雄 札幌厚生病院 医長 8年 ×

内科 巽　　亮二 札幌厚生病院 医長 12年 ×

内科 本谷　 聡 札幌厚生病院 副院長 36年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.6）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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器病専門医 030004702
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化器がん検診学会認定医・指導医

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 030004702
日本心血管インターベーション治療学会専門医・指導医

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 030004702 4

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
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 030004702 4

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学会認定医

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 030004702 4

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学会認定医

日本医師会認定産業医

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 030004702
日本心血管インターベーション治療学会認定医・専門医

平成３１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 030004702 4

日本内科学会総合内科専門医

日本神経学会認定神経内科専門医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医・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
日本内科学会認定内科医 030004702 4

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

内科 萩原　武 札幌厚生病院 主任部長 25年 ×

内科 井上　直樹 札幌厚生病院 部長 24年 ○

内科 五十嵐　康己 札幌厚生病院 主任部長 35年 ×

内科 徳永　元子 札幌厚生病院 部長 17年 ○

内科 加藤　康寛 札幌厚生病院 部長 17年 ○

内科 外山　祐一郎 札幌厚生病院 医長 12年 ○

内科 木谷　俊介 札幌厚生病院 部長 17年 ×

内科 村上　理絵子 札幌厚生病院 部長 31年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.7）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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 030004702 4

日本肝胆膵外科学会高度技能指導医

日本肝臓学会肝臓専門医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

日本肝胆膵外科学会評議員

インフェクションコントロールドクター
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 030004702 4

日本乳癌学会乳腺専門医・指導医

検診マンモグラフィ読影認定医

エキスパンダー実施施設代表責任医師
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 030004702 4

日本内視鏡外科学会技術認定医取得者

日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育
医
検診マンモグラフィ読影認定医

日本胃癌学会代議員

da Vinci Robot Surgery術者certification
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・指導医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 030004702 4

日本肝胆膵外科学会高度技能専門医・評議員

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
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 030004702 4

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

da Vinci Robot Surgery術者certification

日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定医

外科 石津　寛之 札幌厚生病院 副院長 38年 ○

外科
救急部門

髙橋　周作 札幌厚生病院 主任部長 29年 ○

外科 秦　庸壮 札幌厚生病院 主任部長 33年 ○

外科 長　　靖 札幌厚生病院 部長 26年 ○

外科 田原　宗徳 札幌厚生病院 部長 26年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.8）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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医 030004702 4

日本肝臓学会肝臓専門医

日本肝胆膵外科学会評議員

日本肝胆膵外科学会高度技能専門医

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

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 030004702 4

日本内視鏡外科学会技術認定医（大腸）

日本がん治療認定医機構がん治療認定医・指導責任
者

da Vinci Robot Surgery術者certification

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医

日本外科学会外科専門医 030004702

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
日本外科学会外科専門医 030004702 4

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本内視鏡外科学会技術認定医（大腸）

日本外科学会外科専門医 030004702

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 030004702 4
日本麻酔学会麻酔科専門医・指導医
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 030004702 4
日本麻酔科学会麻酔科専門医
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 030004702 4
日本麻酔学会麻酔科専門医
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 030004702 4

日本小児麻酔学会認定医

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医

日本専門医機構認定専門医 030004702
日本小児麻酔学会認定医

日本麻酔科学会麻酔科専門医 030004702

外科 舩越　　徹 札幌厚生病院 部長 20年 ○

外科 若山　顕治 札幌厚生病院 部長 20年 ○

外科 大野　陽介 札幌厚生病院 医長 16年 ○

外科 藤好　真人 札幌厚生病院 部長 19年 ×

麻酔科
救急部門

松村　千穂子 札幌厚生病院 主任部長 34年 ○

外科 羽田　光輝 札幌厚生病院 医長 7年 ×

麻酔科 大久保　和章 札幌厚生病院 部長 35年 ○

麻酔科
救急部門

土屋　　淳 札幌厚生病院 主任部長 26年 ○

麻酔科 仙葉　有紀 札幌厚生病院 医長 14年 ×

麻酔科 櫻谷　文香 札幌厚生病院 部長 21年 ○

麻酔科 北條　絵理 札幌厚生病院 医長 11年 ×



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.9）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

日本麻酔科学会麻酔科専門医 030004702

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 030004702 4
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
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 030004702 4
日本小児科学会小児科専門医
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 030004702 4

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医
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

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医・指導医

母性保護法指定医 030004702 4
日本がん・生殖医療学会認定がん・生殖医療ナビゲータ―

日本肉腫学会希少がん肉腫指導医・専門医

日本医師会認定健康スポーツ医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター

日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ医

女性アスリート健康支援委員会講習受講医

日本産科婦人科学会女性ヘルスケアアドバイザー
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 030004702 4

日本生殖医学会認定生殖医療専門医

日本医師会認定産業医

母性保護法指定医

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 030004702 4

母性保護法指定医

日本医師会認定健康スポーツ医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター

札幌市健康スポーツ医協議会　監事

女性アスリート健康サポート北海道　理事・幹事長

北海道スポーツ指導者協議会常任理事

麻酔科 大東　有香 札幌厚生病院 医長 8年 ×

小児科 藤原　伸一 札幌厚生病院 医長 18年 ○

小児科 戸板　成昭 札幌厚生病院 部長 26年 ○

小児科 髙橋　美智子 札幌厚生病院 主任部長 39年 ○

産婦人科 三國　雅人 札幌厚生病院 部長 34年 ○

産婦人科 日下　真純 札幌厚生病院 部長 36年 ○

産婦人科 香城 恒麿 札幌厚生病院 診療部長 35年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.10）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

日本産科婦人科学会産婦人科専門医

日本医師会認定産業医 030004702
日本医師会認定健康スポーツ医
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 030004702 4
日本産科婦人科学会産婦人科専門医

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門医 030004702 4

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医

日本遺伝子診療学会　ジェネティックエキスパート

日本バイオインフォマティクス学会認定技術者
令和元年度　第13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 030004702

4

日本産科婦人科学会産婦人科専門医
第４回旭川医科大学病院指導医のための教育ワーク
ショップ修了
日本外科学会外科専門医

日本心臓血管外科専門医 030004702 4

腹部大動脈瘤ステンドグラフト指導医

胸部大動脈瘤ステンドグラフト指導医

心臓血管外科専門医認定機構修練指導者

日本脈管学会認定脈管専門医
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定医

心臓血管外科専門医 030004702 4

心臓血管外科専門医認定機構修練指導者

日本脈管学会認定脈管専門医

腹部ステンドグラフト実施医

下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術実施医
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

腹部ステンドグラフト実施医・指導医 030004702 4

日本血管外科学会認定血管内治療認定医

外科周術期感染管理認定医・指導医

心臓リハビリテーション指導士

高気圧酸素治療専門医

弾性ストッキングコンダクター

産婦人科 角江　昭彦 札幌厚生病院 部長 29年 ○

産婦人科 桑原　道弥 札幌厚生病院 部長 32年 ×

産婦人科 吉井　一樹 札幌厚生病院 医長 14年 ○

産婦人科 三島　隆 札幌厚生病院 主任医長 15年 ○

心臓血管外
科

奥田　紘子 札幌厚生病院 医長 17年 ○

心臓血管外
科

吉田 博希 札幌厚生病院 主任部長 39年 ○

心臓血管外
科

内田　恒 札幌厚生病院 副院長 35年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.11）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

インフェクションコントロールドクター

日本医師会認定産業医
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 030004702 4
日本リウマチ学会リウマチ専門医

日本手外科学会認定手外科専門医

日本整形外科学会認定リウマチ医

日本医師会認定産業医
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
日本整形外科学会整形外科専門医 030004702 4

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

日本整形外科学会整形外科専門医 030004702

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 030004702 4

日本泌尿器科学会泌尿器腹腔鏡技術認定医

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 030004702

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

030004702 4

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医
平成２１年度　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　修了
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・指導医 030004702 4

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本内科学会認定内科医 030004702

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 030004702 4

日本アレルギー学会専門医
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 030004702 4

補聴器相談医

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 030004702 4

日本眼科学会眼科専門医
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 030004702 4
日本眼科学会眼科専門医

心臓血管外
科

奥田　紘子 札幌厚生病院 医長 17年 ○

整形外科 三田　真俊 札幌厚生病院 部長 20年 ○

整形外科 笠島　俊彦 札幌厚生病院 主任部長 33年 ○

泌尿器科 日岡　隆矢 札幌厚生病院 主任部長 33年 ○

整形外科 入江　朋世 札幌厚生病院 医長 9年 ×

泌尿器科 池城　　卓 札幌厚生病院 医長 15年 ○

泌尿器科 下田　直彦 札幌厚生病院 主任部長 26年 ×

皮膚科 安食　さえ子 札幌厚生病院 医長 9年 ×

皮膚科 栁澤　健二 札幌厚生病院 主任部長 21年 ○

耳鼻咽喉科 祢津　宏昭 札幌厚生病院 主任部長 26年 ○

耳鼻咽喉科 髙木　　大 札幌厚生病院 主任部長 28年 ○

眼科 水本　桂子 札幌厚生病院 部長 31年 ○

眼科 門 正則 札幌厚生病院 主任部長 39年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.12）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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 030004702 4
日本眼科学会眼科専門医
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 030004702 4

日本IVR学会IVR専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

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 030004702 4

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
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
日本医学放射線学会放射線診断専門医

日本医学放射線学会放射線専門医 030004702 4

日本IVR学会IVR専門医

日本医学放射線学会認定研修指導者

日本医学放射線学会放射線専門医 030004702

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

030004702 4

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
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 030004702 4
死体解剖資格
令和元年度　第13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医 030004702 4

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

日本医師会認定産業医
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 030004702 4
日本外科学会外科専門医
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 030004702 4

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・指導医

放射線科 長谷川　貴 札幌厚生病院 診療部長 36年 ○

眼科 高橋　淳一 札幌厚生病院 部長 27年 ○

放射線科 加藤　大貴 札幌厚生病院 医長 11年 ○

放射線科 鈴木　恵士郎 札幌厚生病院 主任部長 35年 ○

病理診断科
病理(CPC)

市原　　真 札幌厚生病院 主任部長 19年 ○

放射線科 曽々木　昇 札幌厚生病院 医長 9年 ×

緩和ケア内
科

中野渡　正行 札幌厚生病院 主任部長 35年 ○

病理診断科 岩口　佳史 札幌厚生病院 部長 17年 ○

化学療法内
科

岩永　一郎 札幌厚生病院 主任部長 20年 ○

緩和ケア内
科

若山　文規 札幌厚生病院 部長 22年 ○



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０００４

別紙４
（No.13）

臨床研修病院の名称：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

備考

プログラム番号 1.プログラム責任者

2.副プログラム責任者

有：○ 3.研修実施責任者

無：× 4.臨床研修指導医（指導医）

資格等担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習
会等の受講

経験

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 030004702 4

日本肝臓学会肝臓専門医・指導医

日本医師会認定産業医

人間ドック認定医

人間ドック健診専門医

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 030004702
日本医師会認定産業医
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

030004702 4

日本内科学会認定内科医

精神保健指定医 030004702
日本精神神経学会専門医・指導医

※　「担当分野」欄には、様式10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。
※　「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。
※　「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
　　すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
　　と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。

　＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者
　＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者
※　地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること。
※　欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No.　）」欄にページ数を記入すること。

健康管理科 小川　秀久 札幌厚生病院 医長 18年 ×

健康管理科 赤池　　淳 札幌厚生病院 センター長 26年 ○

精神科 菊地　裕子 札幌厚生病院 部長 23年 ×

健康管理科 伊藤　彰洋 札幌厚生病院 医長 12年 ○


