
別紙４
（No.1）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科
（消化器内

科）
矢和田　敦 函館五稜郭病院 副院長 33 ○

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/指
導医/評議委員、日本消化器内視鏡学
会認定医/指導医、日本病院会「平成24
年度 第1回臨床研修指導医養成講習
会」修了、臨床研修協議会「プログラム
責任者養成講習会」修了、日本がん治
療認定医機構がん治療認定医、日本肝

30763601 1,3,4

内科
（消化器内

科）
笠原　薫 函館五稜郭病院 消化器内科主任医長 27 ○

日本内科学会認定内科医／総合内科
専門医、日本消化器病学会認定消化器
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、第142回臨床研

30763601 4

内科
（消化器内

科）
岡　俊州 函館五稜郭病院 消化器内科主任医長 25 ○

日本内科学会総合内科専門医/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、日本肝臓学会認定肝臓専門
医、第4回北海道プライマリ・ケアネット

30763601 4

内科
（消化器内

科）
井上　宏之 函館五稜郭病院 消化器内科主任医長 24 ○

日本消化器病学会認定消化器病専門
医/指導医、日本消化器内視鏡学会消
化器内視鏡専門医、日本内科学会総合
内科専門医、第4回三重大学医学部付
属病院/第17回ＭＭＣ　合同指導医養成

30763601 4

内科
（循環器内

科）
中田　智明 函館五稜郭病院 院長 39 ○

 日本内科学会認定内科/総合内科専門
医/評議員/指導医、日本循環器学会認
定循環器専門医、日本心臓病学会心臓
病上級臨床医FJCC、日本高血圧学会
高血圧専門医/指導医、日本核医学会
核医学専門医、日本核医学会認定PET
核医学認定医、日本医師会認定産業
医、第3回「医師臨床研修制度、研修管

30763601 4

内科
（循環器内

科）
廣瀬　尚徳 函館五稜郭病院 不整脈科科長 25 〇

日本内科学会認定内科医／総合内科
専門医、日本循環器学会循環器専門医
／日本不整脈心電学会不整脈専門医、
全日本病院協会臨床研修指導医講習

30763601 4

内科
（循環器内

科）
佐藤　健司 函館五稜郭病院 循環器内科科長 21 〇

日本内科学会認定内科医／総合内科
専門医、日本循環器学会循環器専門
医、特定非営利活動法人　日本不整脈
学会　植込み型除細動器/ペーシングに
よる心不全治療研修証、日本心血管イ
ンターベンション治療学会認定医、第11
回岩手医科大学医師臨床研修指導医

30763601 4



別紙４
（No.2）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科
（循環器内

科）
村瀬　弘通 函館五稜郭病院 循環器内科主任医長 15 〇

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、北海道医師会「指導医の
ためのワークショップ」修了

30763601 4

内科
（呼吸器内

科）
山田　裕一 函館五稜郭病院 呼吸器内科科長 20 ○

日本医師会認定産業医、ＩＣＤ制度協議
会認定インフェクションコントロールドク
ター、肺がんCT検診認定機構肺がんCT
検診認定医、日本呼吸器内視鏡学会
気管支鏡専門医、日本医師会 指導医
のための教育ワークショップ修了

30763601 4

内科
（呼吸器内

科）
角　俊行 函館五稜郭病院 呼吸器内科医長 14 ○

日本内科学会認定内科医/総合内科専
門医、日本化学療法学会抗菌化学療法
認定医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、日本呼吸器学会呼吸器専
門医、日本呼吸器内視鏡学会 気管支
鏡専門医、第13回札幌医科大学附属病
院臨床研修指導医講習会修了、令和3
年度プログラム責任者養成講習修了

30763601 4

内科
（腎臓内科）

金子　尚史 函館五稜郭病院 腎臓内科科長 21 ○
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
本医師会指導医のための教育ワーク

30763601 4

内科
（総合診療

科）
加地　正英 函館五稜郭病院 副院長 37 〇

日本内科学会認定内科医/総合内科専
門医/指導医、日本病院総合診療医学
会認定病院総合診療医、日本感染症学
会専門医/指導医日本感染症学会ICD、
日本リウマチ学会リウマチ専門医、日本
呼吸器学会呼吸器専門医、日本医師会
認定産業医、日本化学療法学会抗菌化
学療法指導医、安全衛生技術試験協会
労働衛生コンサルタント、日本抗加齢医
学会専門医、日本旅行医学会認定医、
平成16年度久留米大学病院指導医講
習会修了、平成21年度プログラム責任

30763601 4

内科（総合診療科） 藤戸　善伸 函館五稜郭病院 総合診療科科長 25 〇

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、第9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

30763601 2,4



別紙４
（No.3）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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 髙金　明典 函館五稜郭病院 副院長 35 ○

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
化器外科学会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、日本がん治療認定医機構暫定教育
医/がん治療認定医、外科da Vinci Si支
援手術教育プログラム修了、日本クリニ
カルパス学会パス指導者、北海道医師

30763601 4

外科兼救急部門 小林　慎 函館五稜郭病院 診療部長 38 ○

日本外科学会外科指導医/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、日本食道学
会暫定食道外科専門医/認定医、日本
内分泌外科学会内分泌・甲状腺外科専
門医、AMAT隊員養成研修修了、医師
救急医療業務実地修練修了、第8回北
海道プライマリ・ケアネットワーク指導医

30763601 4

外科 舩渡　治 函館五稜郭病院 外科科長 27 ○

日本外科学会外科指導医／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、日本がん
治療認定医機構 認定医／暫定教育
医、日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高
度技能指導医、死体解剖資格認定医、
岩手県医師臨床研修指導医講習会修

30763601 4

外科 米澤　仁志 函館五稜郭病院 外科主任医長 27 ○
日本外科学会外科専門医、岩手県医師
臨床研修指導医講習会修了

30763601 4

外科 木村　聡元 函館五稜郭病院 外科主任医長 20 ○

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、日本消化器外科学会消化器が
ん外科治療認定医、日本大腸肛門病学
会専門医・指導医、日本内視鏡外科学
会技術認定医、日本内視鏡外科学会ロ
ボット支援手術プロクター認定医、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、日本ロボット
外科学会専門医、マンモグラフィー読影
認定医、外科da vinci Si支援手術教育プ
ログラム修了、第7回岩手県医師臨床研

30763601 4

外科 千葉　丈広 函館五稜郭病院 外科主任医長 19 ○
日本外科学会外科専門医、日本内視鏡
外科学会技術認定医、第15回岩手県医
師臨床研修指導医講習会修了

30763601 4



別紙４
（No.4）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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 佐藤　慧 函館五稜郭病院 外科医長 14 ○

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
器病学会認定消化器病専門医、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、日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会ストーマ認定士、日本スポー
ツ協会公認スポーツドクター、外科da
vinci Si 支援手術教育プログラム修了、
第10回札幌医科大学附属病院臨床研

30763601 4

外科 川岸　涼子 函館五稜郭病院 外科医長 13 ○

日本外科学会外科専門医、日本乳癌学
会認定医/乳腺専門医、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、第11回岩手医科
大学医師臨床研修指導医講習会修了

30763601 4

救急部門・麻酔科 黄　仁謙 函館五稜郭病院 手術室長 25 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定医
/専門医/指導医、日本医師会認定産業
医、平成24年度指導医講習会「指導医
のための教育ワークショップ」修了

30763601 4

救急部門・麻酔科 平井　裕康 函館五稜郭病院 麻酔科科長 32 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科
認定医/専門医/指導医、日本温泉気候
物理医学会温泉療法医、日本医学シ
ミュレーション学会DAMインストラクター
/SEDインストラクター、日本補完代替医
療学会補完代替医療学識医、民間活力
開発機構 健康づくりアドバイザー、北海
道医師会「指導医のための教育ワーク

30763601 4

救急部門・麻酔科 松野　賢一 函館五稜郭病院 麻酔科主任医長 19 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科
認定医/専門医/指導医、日本区域麻酔
学会認定医（暫定）、全国自治体病院協
議会主催第149回臨床研修指導医講習

30763601 4

救急部門・麻酔科兼緩和ケア科 齋藤　美也子 函館五稜郭病院 麻酔科主任医長 17 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科
認定医、日本麻酔科学会麻酔科専門
医、北海道医師会指導医のための教育
ワークショップ修了

30763601 4

救急部門・麻酔科 薬師寺　竜太 函館五稜郭病院 麻酔科医長 12 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科
認定医/専門医/指導医、日本区域麻酔
学会認定医（暫定）、日本病院会主催
第2回臨床研修指導医講習会修了

30763601 4

小児科 立石　格 函館五稜郭病院 小児科科長 38 ○
日本小児科学会小児科専門医・指導
医、日本周産期・新生児医学会周産期
専門医、日本小児科学会主催臨床研修

30763601 4

小児科 鈴木　雅彦 函館五稜郭病院 小児科医長 14 ○
日本小児科学会小児科専門医、第10回
北海道厚生農業協同組合連合会指導
医ワークショップ修了

30763601 4



別紙４
（No.5）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

産婦人科 田中　惠 函館五稜郭病院 院長補佐 40 ○

日本産科婦人科学会専門医、日本産科
婦人科学会認定医、日本臨床細胞学会
細胞診指導医、母体保護法指定医、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」修了

30763601 4

産婦人科 福中　規功 函館五稜郭病院 診療部長 33 ○

日本産科婦人科学会指導医/専門医、
日本臨床細胞学会細胞診指導医、母体
保護法指定医、日本がん治療認定医機
構がん治療認定医、婦人科da Vinci Si
支援手術教育プログラム修了、第8回札
幌医科大学附属病院臨床研修指導医

30763601 4

耳鼻咽喉科 伊藤　史恵 函館五稜郭病院 耳鼻咽喉科医長 10 ○

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門
医、日本めまい平衡医学会認定めまい
相談医、日本病院会主催2021年度第1
回臨床研修指導医講習会修了

30763601 4

整形外科 小堺　豊 函館五稜郭病院 診療部長 35 ○

日本整形外科学会専門医、日本骨粗鬆
症学会認定医、日本自己血輸血学会認
定医、札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会修了

30763601 4

整形外科 佐藤　攻 函館五稜郭病院 整形外科科長 27 ○

 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スポーツ医、日
本手外科学会手外科専門医、日本リウ
マチ学会リウマチ専門医、日本病院会
2021年度第2回臨床研修指導医講習会

30763601 4

整形外科 水島　衣美 函館五稜郭病院 整形外科医長 14 ○
日本整形外科学会整形外科専門医、北
海道医師会指導医のための教育ワーク
ショップ修了

30763601 4

がんゲノム
医療セン
ター

病理（CPC）

池田　健 函館五稜郭病院 臨床顧問 36 ○

日本病理学会認定病理専門医/研修指
導医、死体解剖資格、日本臨床細胞学
会細胞診指導医/専門医、日本臨床検
査医学会臨床検査管理医、札幌医科大
学附属病院臨床研修指導医養成講習

30763601 4

形成外科 石崎　力久 函館五稜郭病院 形成外科科長 21 ○

日本形成外科学会専門医、日本熱傷学
会熱傷専門医、日本手外科学会手外科
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」修了

30763601 2,4

形成外科 須貝　明日香 函館五稜郭病院 形成外科医長 14 ○

 日本形成外科学会専門医、日本形成
外科学会領域指導医、日本形成外科学
会小児形成外科分野指導医、日本創傷
外科学会専門医、第10回札幌医科大学
附属病院臨床研修指導医養成講習会

30763601 4

放射線診断科 村上　健司 函館五稜郭病院 放射線診断科科長 16 〇
放射線診断専門医、IVR専門医認定証、
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」修了

30763601 4
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４　臨床研修指導医
　　（指導医）

放射線治療科 藤井　收 函館五稜郭病院 放射線治療科科長 24 〇

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、日本がん治療認
定医機構　がん治療認定医、日本医師
会産業医、第19回「日本医師会 指導医
のための教育ワークショップ」（東京都医

30763601 4

呼吸器外科 上原　浩文 函館五稜郭病院 呼吸器外科科長 25 ○

日本外科学会外科専門医/指導医、日
本呼吸器外科学会専門医、日本呼吸器
内視鏡学会気管支鏡専門医、da vinci
Xi 支援手術教育プログラム修了、日本
呼吸器外科学会評議員、第9回帝京大
学病院臨床研修指導医養成講習会修
了、令和2年度プログラム責任者養成講

30763601 4

心臓血管外科 橘　一俊 函館五稜郭病院 心臓血管外科科長 19 ○

日本外科学会外科専門医、修練指導
者、心臓血管外科専門医、日本脈管学
会脈管専門医、札幌医科大学附属病院
臨床研修指導医養成講習会修了

30763601 4

泌尿器科 髙橋　敦 函館五稜郭病院
診療部長兼泌尿器科科
長

34 ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医/指
導医、泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医/
暫定教育医、日本内視鏡外科学会技術
認定医（泌尿器腹腔鏡）、グリーンライト
レーザートレーナー認定、泌尿器科da
Vinci Si支援手術教育プログラム修了、
泌尿器ロボット支援手術プロクター認
定、札幌医科大学附属病院臨床研修指

30763601 4

泌尿器科 松木　雅弘 函館五稜郭病院 泌尿器主任医長 15 ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医、日
本泌尿器科学会泌尿器科指導医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医、
北海道医師会主催指導医のための教育

30763601 4

脳神経外科 宮野　真 函館五稜郭病院 脳神経外科科長 21 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒
中学会専門医、日本医師会認定産業
医、日本救急学会インフェクションコント
ロールドクター認定医、「第6回旭川医科
大学病院指導医のためのワークショッ

30763601 4

眼科 佐藤　慎 函館五稜郭病院 眼科科長 20 〇

日本眼科学会専門医、視覚障害者用補
装具適合判定医師研修会修了、水晶体
拡張リング(CTR)講習会受講修了、A型
ボツリヌス毒素製剤ボトックス講習・実技
セミナー修了、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

30763601 4
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救急部門 江濵　由松 函館五稜郭病院 救急科科長 13 ○

日本救急医学会 救急科専門医、日本
救急医学会 ICLSコースディレクター、日
本救急医学会推薦 Infection Control
Doctor、日本小児救急医学会 Special
Interest Member、日本DMAT隊員、全国
自治体病院協議会第159回臨床研修指
導医講習会修了

30763601 4

緩和ケア科 西本　武史 函館五稜郭病院 緩和ケア科科長 24 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会精
神科専門医/指導医、日本緩和医療学
会緩和医療認定医、緩和ケア・精神腫
瘍学の基本教育に関する指導医、日本
サイコオンコロジー学会登録精神腫瘍
医/ファシリテーター養成講習会修了、
第20回日本赤十字社臨床研修指導医

30763601 4

地域医療 高田　徹 ななえ新病院 病院長 44 〇

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

30763601 3.4

小児科 酒井　好幸 市立函館病院
医療部長
(科長) 29 〇

全国自治体病院協議会主催臨床研修
指導医講習会，日本小児科学会専門
医，ICD認定医

30763601 3.4

小児科 川嶋　雄平 市立函館病院 主任医長 13 〇
全国自治体病院協議会主催臨床研修
指導医講習会，日本小児科学会専門医

30763601 4

小児科 笹岡　悠太 市立函館病院 主任医長 12 〇
北海道大学病院主催指導医のための教
育ワークショップ，日本小児科学会指導
医・専門医，日本救急医学会専門医

30763601 4

地域医療 八木田　一雄 町立松前病院 病院長 27 〇
・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

30763601 3.4

地域医療 伊藤　靖 道立江差病院 院長 37 〇
第14回指導医養成講習、救急科専門
医、社会医学系専門医・指導医

30763601 4

地域医療 田中　吉則 道立江差病院 医療担当部長 30 〇 日本泌尿器科学会専門医等 30763601 4
地域医療 ドカティーさくら 道立江差病院 医長 18 〇 30763601 4
地域医療 朝倉　啓文 道立江差病院 医長 15 〇

臨床研修指導医　小児科学会認定指導
医

30763601 4
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４　臨床研修指導医
　　（指導医）

脳神経外科 原口　浩一
医療法人雄心会函館
新都市病院（脳神経外
科）

院長 28 〇

日本医師会 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　技術指導医

30763601 3.4

脳神経外科 尾金　一民
医療法人雄心会函館
新都市病院　脳神経外
科

副院長
脳神経外科科長 34 〇

第7回新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・評議員
日本脳卒中の外科学会　技術指導医

30763601 4

脳神経外科 山﨑　貴明 函館脳神経外科病院
副院長・脳卒中セン
ター長

19 〇

日本脳神経外科学会認定専門医・指導
医、日本脳卒中学会認定専門医、日本
脳神経血管内治療学会認定専門医・指
導医、札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会受講

30763601 4

精神科 高田　和彦 函館渡辺病院 精神神経科医員 40 〇 精神保健指定医 30763601 4

内科(消化器
内科)

仲瀬　裕志 札幌医科大学 教授 32 ○

日本内科学会総合専門医・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、平成18年度第１
回京都大学医学部附属病院医師臨床研修

030018751
030018752
030018753

4

内科(消化器
内科)

佐々木　茂 札幌医科大学 准教授 33 ○

第３回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医、日本肝臓学会
指導医・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内視鏡専門
医、日本がん治療認定医療機構がん治療認
定医・暫定教育医、NSTコーディネーター

〃 4

内科(消化器
内科)

山野　泰穂 札幌医科大学 准教授 33 ○

第11回日本赤十字社指導医養成講習会、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、日本消化管学暫定専門医・指導医

〃 4

内科(消化器
内科)

阿久津　典之 札幌医科大学 講師 21 ○

第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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、日本肝臓学会専門医・指導
医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門
医・指導医

〃 4

札幌医科大学附属病院
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　　（指導医）

内科(消化器
内科)

吉井　新二 札幌医科大学 助教 25 ○

第１４回札幌医科大学附属病院指導医養成
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・指導医・本部評議
員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・
学術評議員、日本大腸肛門病学会専門医、
日本がん治療学会認定医、日本ヘリコバク
ター学会H.pylori(ピロリ)感染症認定医

〃 4

内科(消化器
内科)

本谷　雅代 札幌医科大学 助教 24 ○

第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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、日本膵臓学会指導医

〃 4

内科(消化器
内科)

石上　敬介 札幌医科大学 助教 13 ○

第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
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、日本肝臓学会専門医、日本膵

〃 4

内科(消化器
内科)

柾木　喜晴 札幌医科大学 助教 13 ○
第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
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

〃 4

内科(消化器
内科)

我妻　康平 札幌医科大学 助教 11 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定内科医、日本消
化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会

〃 4

内科(消化器
内科)

川上　裕次郎 札幌医科大学 助教 12 ○

第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
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、日本胆道学会指導医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、

〃 4

内科(免疫・リ
ウマチ内科)

高橋　裕樹 札幌医科大学 教授 37 ○

平成10年度臨床研修指導医養成講習会（臨
床研修研究会）、日本内科学会認定医、日
本リウマチ学会指導医、日本アレルギー学
会専門医、日本リウマチ財団リウマチ登録医

030018751
030018752
030018753

4

内科(免疫・リ
ウマチ内科)

鈴木　知佐子 札幌医科大学 助教 24 ○

令和元年度臨床研修指導医養成講習会（札
幌医科大学FD委員会）､日本内科学会総合
内科専門医､日本リウマチ学会専門医､日本
リウマチ学会指導医

〃 4

内科(免疫・リ
ウマチ内科)

神田　真聡 札幌医科大学 講師 13 ○
第19回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、日本リウマチ学会指
導医・専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

橋本　暁佳 札幌医科大学 准教授 34 ○

平成15年度臨床研修指導医養成講習会（臨
床研修協議会）、日本内科学会認定医・総合
内科専門医・指導医、日本循環器学会専門
医、日本核医学専門医

030018751
030018752
030018753

4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

丹野　雅也 札幌医科大学 准教授 29 ○
第3回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器学会専門医

〃 4
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内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

古橋　眞人 札幌医科大学 講師 28 ○

第4回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器学会専門医、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、日本高血圧学会専門医・
指導医、日本動脈硬化学会専門医・指導
医、日本肥満学会専門医・指導医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

矢野　俊之 札幌医科大学 講師 25 ○

第１回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医、日本循環器学会専門医、
日本糖尿病学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

國分　宣明 札幌医科大学 講師 24 ○

第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器学会専門医、日本
心血管インターベンション学会専門医、日本
救急医学会救急科専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

村中　敦子 札幌医科大学 助教 22 ○

第4回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器学会専門医、日本
超音波学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

神津　英至 札幌医科大学 助教 21 ○
第7回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

望月　敦史 札幌医科大学 助教 18 ○

第9回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医、日本循環器学会専門医、
日本不整脈心電学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

佐藤　達也 札幌医科大学 講師 18 ○

第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定医・総合内科専門
医、日本循環器学会専門医、日本糖尿病学
会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内
科)

山下　智久 札幌医科大学 助教 18 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医・総合内科専
門医・指導医、日本循環器学会専門医、日
本腎臓学会専門医・指導医、日本透析医学
会専門医、日本高血圧学会専門医・指導
医、日本腹膜透析医学会認定医、JMECCイ
ンストラクター

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

小山　雅之 札幌医科大学 助教 17 ○
第9回北海道厚生農業共同組合連合会指導
医養成講習会、日本内科学会認定医・総合
内科専門医、日本透析医学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

永野　伸卓 札幌医科大学 助教 16 ○

第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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ベンション学
会認定医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

藤戸　健史 札幌医科大学 助教 15 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医、日本循環器
学会専門医、日本不整脈心電学会専門医

〃 4



別紙４
（No.11）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

大和田　渉 札幌医科大学 助教 13 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医、日本循環器
学会専門医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

西川　諒 札幌医科大学 助教 12 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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ベンション
学会認定医

〃 4

内科(循環
器・腎臓・代
謝内分泌内

後町　結 札幌医科大学 助教 12 ○

第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医、日本腎臓学
会専門医・指導医、日本透析医学会認定専
門医

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

白鳥　正典 札幌医科大学 准教授 35 ○

第7回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医、日本呼吸
器学会専門医・指導医、日本呼吸器内視鏡
学会気管支鏡専門医

030018751
030018752
030018753

2,4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

千葉　弘文 札幌医科大学 教授 29 ○

第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

黒沼　幸治 札幌医科大学 准教授 24 ○

第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、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（ICD）、日本アレル
ギー学会アレルギー専門医

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

高橋　守 札幌医科大学 講師 24 ○
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、日本内科学会認定医、日本
呼吸器学会専門医・指導医

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

錦織　博貴 札幌医科大学 講師 20 ○

第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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・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）、
日本アレルギー学会アレルギー専門医・暫
定指導医

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

宮島　さつき 札幌医科大学 助教 22 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

池田　貴美之 札幌医科大学 助教 19 ○

第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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、イン
フェクションコントロールドクター（ＩＣＤ）

〃 4



別紙４
（No.12）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

斎藤　充史 札幌医科大学 講師 17 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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
感染症学会感染症専門医

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

森　勇樹 札幌医科大学 助教 17 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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

〃 4

内科(呼吸
器・アレル
ギー内科)

浅井　悠一郎 札幌医科大学 助教 15 ○

第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
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

〃 4

内科(腫瘍内
科)

加藤　淳二 札幌医科大学 教授 40 ○

第１１回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定内科医、日本消
化器病学会消化器専門医・指導医、日本肝
臓学会肝臓専門医・指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、日本血液学会血
液専門医・指導医、日本癌治療学会臨床試
験登録医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法
協議員、日本がん治療認定医機構代議員、
日本医師会認定産業医

030018751
030018752
030018753

4

内科(腫瘍内
科)

宮西　浩嗣 札幌医科大学 准教授 29 ○

第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医、総合内科
専門医、日本消化器病学会消化器専門医・
指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日
本肝臓学会肝臓専門医・指導医、日本臨床
腫瘍学会がん薬物療法専門医

〃 4

内科(腫瘍内
科)

髙田　弘一 札幌医科大学 講師 26 ○

第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門
医・指導医、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専門医・指導
医、日本肝臓学会肝臓専門医・指導医、日
本がん治療認定医機構がん治療認定医、臨
床遺伝専門医

〃 4

内科(腫瘍内
科)

村瀬　和幸 札幌医科大学 講師 23 ○

第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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、日本血液学会
血液専門医・指導医、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

〃 4

内科(腫瘍内
科)

大沼　啓之 札幌医科大学 講師 22 ◯

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、総合内科専門医、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、日本肝臓学会認定肝
臓専門医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医

〃 4



別紙４
（No.13）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科(腫瘍内
科)

吉田　真誠 札幌医科大学 助教 19 ◯

第1２回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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専
門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本臨床
腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治
療認定医機構がん治療認定医

〃 4

内科(腫瘍内
科)

大須賀　崇裕 札幌医科大学 助教 13 ○

第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医・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、日本肝臓学
会肝臓専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物
療法専門医

〃 4

内科(腫瘍内
科)

佐藤　昌則 札幌医科大学 助教 12 ◯

札幌医科大学附属病院指導医養成講習会、
日本内科学会認定医・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
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、日本肝臓学会肝臓専
門医

〃 4

内科(血液内
科)

小船　雅義 札幌医科大学 教授 32 ○

第１回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会消化器専門医、日本血液学会血液
専門医・指導医、日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、日本肝臓学会肝臓専門
医・指導医、日本医師会認定産業医、日本
消化器内視鏡学会専門医、インフェクション
コントロールドクター(ICD)、日本内科学会専
門医

030018751
030018752
030018753

4

内科(血液内
科)

井山　諭 札幌医科大学 講師 26 ○

第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会認定内科医、日本血液
学会血液専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬
物療法専門医、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、日本造血細胞移植学会造血細胞移植認
定医、日本内科学会専門医

〃 4

内科(血液内
科)

後藤　亜香利 札幌医科大学 助教 13 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定内科医、日本消
化器病学会消化器専門医、日本血液学会血
液専門医・指導医、日本がん治療認定医機
構がん治療認定医、日本造血細胞移植学会
造血細胞移植認定医、日本内科学会専門
医、日本輸血・細胞治療学会認定医

〃 4

内科(血液内
科)

池田　博 札幌医科大学 助教 22 〇

第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定内科医、日本血
液学会血液専門医、日本造血細胞移植学会
造血細胞移植認定医、日本エイズ学会指導
医，日本医師会認定産業医

〃 4

内科(脳神経
内科)

久原　真 札幌医科大学 准教授 31 ○
第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医、臨床遺伝専門医

030018751
030018752
030018753

4



別紙４
（No.14）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

内科(脳神経
内科)

齊藤　正樹 札幌医科大学 講師 30 ○

第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医、日本脳卒中学会専門医、
日本認知症学会専門医

〃 4

内科(脳神経
内科)

鈴木　秀一郎 札幌医科大学 講師 21 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医

〃 4

内科(脳神経
内科)

松村　晃寛 札幌医科大学 講師 21 ○
第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会専門医

〃 4

内科(脳神経
内科)

齋藤　太郎 札幌医科大学 助教 11 ○
第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会総合内科専門医、日
本神経学会専門医

〃 4

内科(脳神経
内科)

横川　和樹 札幌医科大学 助教 10 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会総合内科専門医、日
本神経学会専門医

〃 4

外科(看護学
第一講座)

水口　徹 札幌医科大学 教授 27 ○

第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、日本消化器病学会専門医、
肝臓学会専門医、インフェクションコントロー

030018751
030018752
030018753

4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

科)

木村　康利 札幌医科大学 准教授 26 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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、日本肝胆膵外
科学会高度技能指導医、日本乳癌学会認
定、日本胆道学会認定指導医、日本膵臓学
会指導医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

信岡　隆幸 札幌医科大学 講師 25 ○

第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会指導医、日本消化器学
会学会専門医、日本肝胆膵外科学会高度技
能指導医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

科)

今村　将史 札幌医科大学 講師 23 ○

第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、日本消化器病学会専門医、
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

科)

九冨　五郎 札幌医科大学 講師 22 ○

第７回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、乳癌学会専門
医、マンモグラフィ読影医、麻酔科標榜医、
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

科)

沖田　憲司 札幌医科大学 助教 22 ○

第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、日本消化器病学会専門医、
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専門医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

島　宏彰 札幌医科大学 助教 19 ○
第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本外科学会専門医・指導医、日
本乳癌学会専門医・指導医

〃 4



別紙４
（No.15）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

伊東　竜哉 札幌医科大学 助教 18 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

奥谷　浩一 札幌医科大学 助教 18 ○
第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本外科学会専門医、日本消化器
外科学会専門医、日本消化器病学会専門医

〃 4

外科(消化
器・総合、乳
腺・内分泌外

小川　宰司 札幌医科大学 助教 17 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本外科学会専門医、日本消化器
外科学会専門医

〃 4

外科(心臓血
管外科)

川原田　修義 札幌医科大学 教授 34 ○

指導医のための教育ワークショップ（道医師
会）日本外科学会認定医・専門医、日本胸部
外科学会認定医・指導医心臓血管外科専門
医

030018751
030018752
030018753

4

外科(心臓血
管外科)

伊庭　裕 札幌医科大学 講師 23 ○
外科専門医、心臓血管外科専門医
第15回札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医要請講習会

〃 4

外科(心臓血
管外科)

中島　智博 札幌医科大学 助教 18 ○
外科専門医、心臓血管外科専門医
第15回札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医要請講習会

〃 4

外科(心臓血
管外科)

仲澤　順二 札幌医科大学 助教 14 × 心臓血管外科専門医、外科専門医 〃

外科(心臓血
管外科)

柴田　豪 札幌医科大学 助教 12 × 心臓血管外科専門医、外科専門医 〃

外科(呼吸器
外科)

渡辺　敦 札幌医科大学 教授 37 ○

第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会認定医・指導医、日本
胸部外科学会認定医・指導医、日本呼吸器
外科学会指導医、呼吸器外科専門医,日本
呼吸器外科学会ロボット支援手術プロクター

030018751
030018752
030018753

4

外科(呼吸器
外科)

宮島　正博 札幌医科大学 講師 22 ○

第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会外科専門医、呼吸器外
科専門医、日本呼吸器外科学会ロボット支
援手術プロクター

〃 4

外科(整形外
科)

吉本　三徳 札幌医科大学 准教授 28 ○
第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本整形外科学会専門医、日本脊椎
脊髄病学会指導医

030018751
030018752
030018753

4

外科(整形外
科)

寺本　篤史 札幌医科大学 准教授 23 ○
第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本整形外科学会専門医、日本ス
ポーツ協会公認スポーツドクター

〃 4

外科(整形外
科)

小助川　維摩 札幌医科大学 助教 19 ○
第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本整形外科学会専門医

〃 4

外科(整形外
科)

江森　誠人 札幌医科大学 講師 18 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本整形外科学会専門医、がん治
療認定医

〃 4

外科(整形外
科)

齋藤　憲 札幌医科大学 助教 16 ○
第146回臨床研修指導医講習会、日本整形
外科学会専門医、骨粗鬆症認定医、日整会
リウマチ医

〃 4



別紙４
（No.16）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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(整形外
科)

村橋　靖崇 札幌医科大学 助教 14 ○ 日本整形外科学会専門医 〃 4

外科(整形外
科)

清水　淳也 札幌医科大学 助教 12 ○ 日本整形外科学会専門医、がん治療認定医 〃 4

外科(脳神経
外科)

三國　信啓 札幌医科大学 教授 34 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
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、日本てんかん学会臨床
指導医、日本脳卒中の外科学会技術指導
医、日本認知症学会専門医、日本定位機能
神経外科学会機能的定位脳手術技術認定
医

030018751
030018752
030018753

4

外科(脳神経
外科)

三上　毅 札幌医科大学 准教授 28 ○

第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本脳神経外科学会専門医、日本神
経内視鏡学会技術認定医、日本脳卒中学会
専門医、日本がん治療認定機構がん治療認
定医、日本てんかん学会臨床専門医、日本
脳卒中の外科学会技術指導医、日本定位機
能神経外科学会機能的定位脳手術技術認
定医

〃 4

外科(脳神経
外科)

秋山　幸功 札幌医科大学 講師 27 ○

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、日本脳神経外科
学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定
医、日本脳卒中学会専門医、日本てんかん
学会臨床専門医、日本脳卒中の外科学会技
術指導医

〃 4

外科(脳神経
外科)

江夏　怜 札幌医科大学 講師 22 ○

第１０回札幌医科大学附属病院指導医養成
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、日本てんかん学会臨床
専門医、日本臨床神経生理学会認定医（脳
波分野・術中脳脊髄モニタリング分野）、日
本定位機能神経外科学会機能的定位脳手
術技術認定医

〃 4

外科(脳神経
外科)

小松　克也 札幌医科大学 助教 18 ○

第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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、日本脳卒中学
会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医

〃 4

外科(脳神経
外科)

金　相年 札幌医科大学 助教 21 ○

第8回北海道厚生連農業協同組合連合会臨
床研修指導医ワークショップ、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、日本脳卒中学会専門医

〃 4

外科(脳神経
外科)

菅野　彩 札幌医科大学 助教 14 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
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、日本てんかん学会臨床

〃 4

外科(脳神経
外科)

木村　友亮 札幌医科大学 助教 16 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本脳神経外科学会専門医、日本
神経内視鏡学会技術認定医、日本がん治療
認定機構がん治療認定医

〃 4

産婦人科 齋藤　豪 札幌医科大学 教授 36 ○

第３回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本産婦人科学会指導医、臨床細胞
学会指導医、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

030018751
030018752
030018753

1,4



別紙４
（No.17）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

産婦人科 岩崎　雅宏 札幌医科大学 准教授 29 ○
第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本産婦人科学会指導医、日本婦人
科腫瘍学会専門医、臨床細胞学会指導医

〃 4

産婦人科 馬場　剛 札幌医科大学 講師 26 ○
第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本産婦人科学会指導医、生殖医学
会専門医、臨床遺伝専門医

〃 4

産婦人科 森下　美幸 札幌医科大学 講師 21 ○
第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本産婦人科学会指導医、生殖医学
会専門医

〃 4

産婦人科 松浦　基樹 札幌医科大学 講師 19 ○

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、日本産婦人科学会指導
医、臨床細胞学会指導医、日本婦人科腫瘍
学会専門医、日本内視鏡外科学会技術認定
医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定
医、ロボット外科学会専門医

〃 2,4

産婦人科 染谷　真行 札幌医科大学 助教 16 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会専門医

〃 4

産婦人科 玉手　雅人 札幌医科大学 助教 14 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会指導医、臨床細
胞学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門
医、日本内視鏡外科学会技術認定医、日本
産科婦人科内視鏡学会技術認定医、ロボッ
ト外科学会専門医

〃 4

産婦人科 幅田　周太朗 札幌医科大学 助教 16 ○

第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会専門医、日本産
科婦人科内視鏡学会技術認定医,日本産婦
人科学会指導医,臨床細胞学会専門医,、日
本内視鏡外科学会技術認定医

〃 4

産婦人科 真里谷　奨 札幌医科大学 助教 14 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会専門医、日本産
科婦人科内視鏡学会技術認定医

〃 4

産婦人科 秋元　太志 札幌医科大学 助教 15 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会専門医、日本産
婦人科学会指導医, 日本婦人科腫瘍学会専

〃 4

産婦人科 新開　翔太 札幌医科大学 助教 13 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本産婦人科学会専門医、

〃 4

小児科 津川　毅 札幌医科大学 教授 24 ○
第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本小児科学会専門医・指導医、
ICD(infection control doctor)

030018751
030018752
030018753

4

小児科 要藤　裕孝 札幌医科大学 准教授 33 ○
第2回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本小児科学会専門医・指導医

〃 4

小児科 鎌﨑　穂高 札幌医科大学 講師 31 ○
第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本小児科学会専門医・指導医、日
本内分泌学会（小児科）専門医・指導医

〃 4

小児科 山本　雅樹 札幌医科大学 講師 24 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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、日本小児血
液がん学会専門医・指導医、日本造血・免疫
細胞療法学会造血細胞移植認定医

〃 4



別紙４
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病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

小児科 福村　忍 札幌医科大学 講師 20 ○

第11回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本小児科学会専門医・指導医、
日本小児神経学会専門医、日本てんかん学
会専門医、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専門医

〃 4

小児科 五十嵐　リサ 札幌医科大学 助教 26 ○
第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本小児科学会専門医・指導医、
日本周産期新生児学会専門医（新生児）

〃 4

小児科 石井　玲 札幌医科大学 助教 22 ○

第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本小児科学会専門医・指導医、
日本内分泌学会（小児科）専門医・指導医、
日本人類遺伝学会/日本遺伝カウンセリング
学会臨床遺伝専門医

〃 4

小児科 長岡　由修 札幌医科大学 助教 19 ○

平成26年度指導医のための教育ワーク
ショップ(北海道医師会）、日本小児科学会専
門医・指導医、日本腎臓学会専門医・指導
医、日本透析医学会専門医

〃 4

小児科 坂井　拓朗 札幌医科大学 助教 16 ○
第24回小児科医のための臨床研修指導医
講習会、日本小児科学会専門医

〃 4

小児科 富樫　篤生 札幌医科大学 助教 14 ○

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、日本小児科学会専門医・
指導医、日本小児感染症学会認定医・暫定
指導医、ICD(infection control doctor)

〃 4

外科(眼科) 大黒　浩 札幌医科大学 教授 36 ○
第１回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本眼科学会専門医

030018751
030018752
030018753

4

外科(眼科) 日景　史人 札幌医科大学 講師 17 ○
第１４回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本眼科学会専門医

〃 4

外科(眼科) 井田　洋輔 札幌医科大学 講師 11 ○
第１４回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本眼科学会専門医

〃 4

外科(眼科) 渡部　恵 札幌医科大学 講師 16 ○
第１４回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本眼科学会専門医

〃 4

外科(皮膚科) 肥田　時征 札幌医科大学 講師 22 ○
第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本皮膚科学会専門医、臨床遺伝専
門医、がん治療認定医

030018751
030018752
030018753

4

外科(皮膚科) 神谷　崇文 札幌医科大学 講師 20 ○
第１１回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本皮膚科学会専門医

〃 4

外科(皮膚科) 加藤　潤史 札幌医科大学 助教 18 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本皮膚科学会専門医、がん治療認
定医、皮膚悪性腫瘍指導専門医

〃 4

外科(皮膚科) 菅　裕司 札幌医科大学 助教 17 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本皮膚科学会専門医

〃 4

外科(皮膚科) 堀本　浩平 札幌医科大学 助教 16 ○
札幌医科大学附属病院指導医養成講習会、
日本皮膚科学会専門医

〃 4
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病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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(形成外
科)

四ツ柳　高敏 札幌医科大学 教授 34 ○

第４回弘前大学医学部附属病院卒後臨床研
修教育ワークショップ、日本形成外科学会専
門医、日本熱傷学会専門医、
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医、日本創傷
外科学会専門医、
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導専門
医、
日本形成外科学会小児形成外科指導専門

030018751
030018752
030018753

4

外科(形成外
科)

山下　建 札幌医科大学 講師 24 ○

第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、
がん治療認定医、日本形成外科学会専門
医、
日本創傷外科学会専門医、日本頭蓋顎顔面
外科学会専門医、
日本形成外科学会小児形成外科指導専門

〃 4

外科(形成外
科)

濵本　有祐 札幌医科大学 講師 22 ○

香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導医

養成講習会（第九回）

日本形成外科学会専門医、日本創傷治癒学
会専門医
日本形成外科学会小児形成外科指導専門医
日本形成外科学会再建・マイクロサージャリ—指導
専門医

〃 4

外科(形成外
科)

権田　綾子 札幌医科大学 助教 23 ○
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、
日本形成外科学会専門医

〃 4

外科(形成外
科)

北田　文華 札幌医科大学 助教 11 ○
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、
日本形成外科学会専門医

〃 4

外科(形成外
科)

大沼　眞廣 札幌医科大学 助教 9 ○
第16回札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医養成講習会、
日本形成外科学会専門医

〃 4

外科(泌尿器
科)

舛森　直哉 札幌医科大学 教授 35 ○

第３回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿
器科学会専門医、札幌医科大学付属病院緩
和ケア研修会

030018751
030018752
030018753

4

外科(泌尿器
科)

小林　皇 札幌医科大学 助教 24 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本泌尿器科学会専門医・指導医、
札幌医科大学付属病院緩和ケア研修会

〃 4

外科(泌尿器
科)

田中　俊明 札幌医科大学 講師 25 ○
第１１回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本泌尿器科学会専門医・指導
医、札幌医科大学付属病院緩和ケア研修会

〃 4

外科(泌尿器
科)

橋本　浩平 札幌医科大学 助教 23 ○
日本医師会「指導医のための教育ワーク
ショップ」、第７回函館五稜郭病院緩和ケア
研修会、日本泌尿器科学会専門医・指導医

〃 4

外科(泌尿器
科)

西田　幸代 札幌医科大学 助教 22 ○
日本医師会「指導医のための教育ワーク
ショップ」、平成28年NTT東日本札幌病院緩
和ケア研修会、日本泌尿器科学会専門医・

〃 4

外科(泌尿器
科)

京田　有樹 札幌医科大学 助教 19 ○
第20回日本医師会「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、市立函館病院緩和ケア講習会

〃 4
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病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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(泌尿器
科)

前鼻　健志 札幌医科大学 助教 18 ○
第１3回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本泌尿器科学会専門医・指導
医、砂川市立病院緩和ケア研修会

〃 4

外科(泌尿器
科)

進藤　哲哉 札幌医科大学 助教 18 ○
第１5回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本泌尿器科学会専門医・指導
医、市立函館病院緩和ケア講習会

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

黒瀬　誠 札幌医科大学 講師 24 ○
第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
癌専門医

030018751
030018752
030018753

4

外科(耳鼻咽
喉科)

高野　賢一 札幌医科大学 教授 22 ○
第５回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
癌専門医

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

大國　毅 札幌医科大学 講師 21 ○
第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

小幡　和史 札幌医科大学 助教 15 ○
第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
癌専門医

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

宮田　遼 札幌医科大学 助教 13 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

山本　圭佑 札幌医科大学 助教 12 ○
第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医

〃 4

外科(耳鼻咽
喉科)

角木　拓也 札幌医科大学 助教 11 ○
第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本耳鼻咽喉科学会専門医

〃 4

精神科 河西　千秋 札幌医科大学 教授 33 ○

関東地区精神科七者懇臨床研修指導医講
習会、精神保健指定医、日本精神神経学会
精神科専門医・指導医、日本老年精神医学
会専門医・指導医、日本臨床精神神経薬理
学会専門医・指導医

030018751
030018752
030018753

4

精神科 橋本　恵理 札幌医科大学 准教授 32 ○
精神科七者懇「臨床研修指導医講習会」、精
神保健指定医、日本精神神経学会精神科専
門医・指導医

〃 4

精神科 石井　貴男 札幌医科大学 講師 21 ○
第７回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、精神保健指定医、日本精神神経学会
精神科専門医・指導医

〃 4

精神科 田所　重紀 札幌医科大学 准教授 16 ×
自由選択(放
射線治療科)

坂田　耕一 札幌医科大学 教授 38 ○
第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本医学放射線学会放射線治療専門
医

030018751 4

自由選択(放
射線治療科)

染谷　正則 札幌医科大学 准教授 24 ○
第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本医学放射線学会放射線治療専門
医、日本がん治療認定機構がん治療認定医

〃 4

自由選択(放
射線治療科)

齊藤　正人 札幌医科大学 助教 16 ○

第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本医学放射線学会放射線診断専門
医、日本IVR学会認定IVR専門医、日本超音
波医学会超音波専門医・指導医

〃 4



別紙４
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病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

自由選択(放
射線治療科)

長谷川　智一 札幌医科大学 助教 12 ○

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、日本医学放射線学会放射
線治療専門医、日本がん治療認定機構がん
治療認定医

〃 4

自由選択(放
射線治療科)

福島　悠希 札幌医科大学 助教 12 〇
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、日本医学放射線学会放射
線治療専門医

〃 4

自由選択(放
射線診断科)

畠中　正光 札幌医科大学 教授 37 ○

第９回札幌医科大学附属病院臨床研修指導
医養成講習会
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本医学放射線学会研修指導者
第一種放射線取扱主任者

030018751 4

自由選択(放
射線診断科)

山　直也 札幌医科大学 講師 27 ○

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
日本医学放射線学会放射線診断専門医
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、PET核医学認
定医
日本スポ ツ協会認定スポ ツドクター

〃 4

自由選択(放
射線診断科)

小野寺　麻希 札幌医科大学 助教 20 ○

第１０回札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医養成講習会
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本医学放射線学会研修指導者

〃 4

自由選択(放
射線診断科)

小野寺　耕一 札幌医科大学 助教 10 ○

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
日本医学放射線学会放射線診断専門医
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、PET核医学認
定医

〃 4

麻酔科 枝長　充隆 札幌医科大学 准教授 28 ○
第６回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本麻酔科学会指導医、小児麻酔認
定医・心臓血管麻酔専門医

030018751
030018752
030018753

4

麻酔科 岩崎　創史 札幌医科大学 講師 24 ○
第４回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本麻酔科学会指導医

030018751
030018752
030018753

4

麻酔科 早水　憲吾 札幌医科大学 講師 19 × 日本麻酔科学会指導医

麻酔科 澤田　敦史 札幌医科大学 講師 18 ○
第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本麻酔科学会指導医

030018751
030018752
030018753

4

麻酔科 吉川　裕介 札幌医科大学 講師 16 × 日本麻酔科学会指導医

麻酔科 高橋　和伸 札幌医科大学 助教 17 × 日本麻酔科学会指導医

麻酔科 君塚　基修 札幌医科大学 助教 16 × 日本麻酔科学会指導医

麻酔科 立花　俊祐 札幌医科大学 助教 14 ○
第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本麻酔科学会指導医

030018751
030018752
030018753

4



別紙４
（No.22）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

麻酔科 茶木　友浩 札幌医科大学 助教 13 ○
第13回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本麻酔科学会専門医

030018751
030018752
030018753

4

内科(総合診
療科)

辻　喜久 札幌医科大学 教授 21 ○
第24回久留米大学病院指導医講習会
日本内科学会内科認定・指導医

030018751
030018752
030018753

1,4

内科(総合診
療科)

市来　智子 札幌医科大学 講師 15 ○
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

〃 4

内科(総合診
療科)

神野　敦 札幌医科大学 助教 10 ○

第12回上尾中央総合病院主催 「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
日本内科学会 認定内科医
医学教育学会 所属

〃 4

自由選択(検
査部)

髙橋　聡 札幌医科大学 教授 31 ○

第8回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本感染症学会感染症専門医・指導
医、日本化学療法学会抗菌化学療法指導
医、日本性感染症学会認定医、日本泌尿器
科学会専門医、ＩＣＤ、日本臨床検査医学会
臨床検査専門医

030018751 4

自由選択(検
査部)

安田　満 札幌医科大学 准教授 30 ○

日本医師会第14回指導医のための教育
ワークショップ、日本化学療法学会抗菌化学
療法認定医、日本性感染症学会認定医、日
本泌尿器科学会専門医・指導医、ＩＣＤ

〃 4

自由選択(検
査部)

田中　信悟 札幌医科大学 助教 18 ○

第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本臨床検査医学会臨床検査専門
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・指導医、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・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物
療法専門医・指導医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、日本ヘリコバクター学
会ピロリ菌感染症認定医、日本救急医学会
認定ICLS・BLSインストラクター、日本内科学
会認定内科救急・ICLS講習会（JMECC）イン
ストラクター、緩和ケア研修会修了

〃 4

内科
・

自由選択(循
環器・腎臓・
代謝内分泌
内科
・

神山　直之 札幌医科大学 助教 11 〇
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本内科学会認定医、日本循環器
学会専門医

〃 4

病理（CPC）
(病理部)

長谷川　匡 札幌医科大学 教授 36 ○

第２回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会,日本病理学会専門医・研修指導医、臨
床細胞学会専門医・教育研修指導医、死体
解剖資格認定

030018751 4



別紙４
（No.23）

病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

病理（CPC）
(病理部)

杉田　真太朗 札幌医科大学 准教授 23 ○
平成２１年度茨城県指導医養成講習会、日
本病理学会専門医・研修指導医、臨床細胞
学会専門医・教育研修指導医、死体解剖資

〃 4

病理（CPC）
(病理部)

藤田　裕美 札幌医科大学 助教 16 ○

平成27年度第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、日本病理学会
専門医・研修指導医、臨床細胞学会専門医・
教育研修指導医、死体解剖資格認定

〃 4

病理（CPC）
(病理部)

菅原　太郎 札幌医科大学 助教 8 ○
北海道医師会「第19回指導医のための教育
ワークショップ」、日本病理学会専門医、臨床
細胞学会専門医、死体解剖資格認定

〃 4

自由選択(ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科)

村上　孝徳 札幌医科大学 講師 35 ○

第１回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会､日本整形外科学会専門医､日本整形
外科学会脊椎脊髄医､日本整形外科学会認
定ﾘｳﾏﾁ医､日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄
外科指導医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門
医・指導医

030018751 4

自由選択(ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科)

青木　昌弘 札幌医科大学 助教 19 ○

第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門医・指導
医，日本体育協会認定スポーツドクター，日
本体力医学会健康スポーツアドバイザー，日
本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ
医

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

成松　英智 札幌医科大学 教授 35 ○

第３回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本救急医学会救急科専門医、日本
救急医学会指導医、日本麻酔科学会指導
医、日本集中治療医学会専門医、社会医学

030018751
030018752
030018753

4

救急部門(高
度救命救急
センター)

原田　敬介 札幌医科大学 講師 24 ○

第３回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本外科学会専門医、日本外科学会
指導医、日本大腸肛門病学会専門医・指導
医、日本消化器外科学会専門医、日本消化
器病学会専門医、検診マンモグラフィ読影認
定医

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

上村　修二 札幌医科大学 講師 22 ○
平成２４年度日本病院機構臨床研修指導医
養成講習会、日本救急医学会専門医・指導
医、社会医学系専門医・指導医

〃 2,4

救急部門(高
度救命救急
センター)

井上　弘行 札幌医科大学 助教 20 ○

第９回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、日本救急医学会専門医・指導医、日
本内科学会認定内科医、インフェクションコ
ントロールドクター

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

沢本　圭悟 札幌医科大学 助教 19 ○
第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本救急医学会専門医･指導医、
社会医学系専門医・指導医

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

水野　浩利 札幌医科大学 助教 19 ○

第10回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本航空医療学会認定指導医、日
本救急医学会専門医、社会医学系専門医・
指導医

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

文屋　尚史 札幌医科大学 助教 16 ○
第８回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会、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

〃 4



別紙４
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病院施設番号：　030763　 臨床研修病院の名称：函館五稜郭病院

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

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）

救急部門(高
度救命救急
センター)

葛西　毅彦 札幌医科大学 兼任助教 16 ○

VHJ機構指導医養成講座、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、日本救急医学会専門医、社会医学系専
門医・指導医

〃 4

救急部門(高
度救命救急
センター)

片山　洋一 札幌医科大学 助教 16 ○
第12回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、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

〃 4

救急部門(集
中治療部)

升田　好樹 札幌医科大学 教授 38 ○

第3回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会
日本救急医学会救急科専門医・指導医、日
本麻酔科学会専門医・指導医、日本集中治
療医学会集中治療専門医、日本呼吸療法医
学会呼吸療法専門医、日本急性血液浄化学

030018751
030018752
030018753

4

救急部門(集
中治療部)

巽　博臣 札幌医科大学 准教授 25 ○

第2回札幌医科大学附属病院指導医養成講
習会
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会
専門医、日本集中治療医学会集中治療専門
医、日本救急医学会救急科専門医、日本臨
床栄養r代謝学会指導医・認定医、日本呼吸
療法医学会呼吸療法専門医、日本急性血液
浄化学会指導者、日本腹部救急医学会暫定

〃 4

救急部門(集
中治療部)

数馬　聡 札幌医科大学 講師 14 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会
日本麻酔科学会専門医・指導医、日本集中
治療医学会集中治療専門医、日本呼吸療法
医学会呼吸療法専門医

〃 4

救急部門(集
中治療部)

黒田　浩光 札幌医科大学 助教 23 ○

厚生連指導医養成講習会
日本救急医学会救急科専門医、日本麻酔科
学会専門医・指導医、日本集中治療医学会
集中治療専門医

〃 4

救急部門(集
中治療部)

相坂　和貴子 札幌医科大学 助教 15 × 日本救急医学会救急科専門医

救急部門(集
中治療部)

赤塚　正幸 札幌医科大学 助教 13 ○

第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会
日本麻酔科学会専門医・指導医、日本集中
治療医学会集中治療専門医

030018751
030018752
030018753

4

自由選択(神
経再生医療
科)

佐々木　祐典 札幌医科大学 准教授 26 ○

第14回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本脳神経外科学会認定脳神経外
科専門医、日本脳卒中学会認定脳卒中専門
医、日本再生医療学会再生医療認定医

030018751 4

自由選択(神
経再生医療
科)

鵜飼　亮 札幌医科大学 助教 21 ○

第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会、日本脳神経外科学会認定脳神経外
科専門医、日本脳卒中学会認定脳卒中専門
医、日本脳神経血管内治療学会認定専門医

〃 4

自由選択(遺
伝子診療科)

石川　亜貴 札幌医科大学 助教 21 ○
第15回札幌医科大学附属病院指導医養成
講習会　臨床遺伝専門医・指導医、日本小
児科学会専門医・指導医

030018751 4


