
科 指導等 氏　　名 職　　名 卒業大学 免許取得 主な資格等

上級医 松木　高雪  理事長  札幌医科大学  昭和56年 

医学博士、札幌医科大学医学研究科臨床教授、札幌医科大学大学院医学研究科臨床教授 日本内科学会認定内科医・指導医、日本循環器学会専門医、
日本循環器学会北海道地方会（評議員）・正会員、日本循環器学会健保対策委員 北海道シネアンジオ研究会世話人、北海道心臓核医学研究会世話人、
日本心臓学会正会員（FJCC)、日本心臓病学会保険及び新医療対策委員 厚生労働省DPC作業班員（循環器部門）、日本医療マネージメント学会日本心血
管インターベンション治療学会名誉専門医 日本内科学会地方会評議員、日本医師会認定産業医

指導責任者 中村　裕一 主任医長 札幌医科大学 平成10年 医学博士、日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、臨床研修指導医講習修了

指導医 福岡　将匡 腎臓内科長 札幌医科大学 平成2年 日本内科学会専門医、指導医、日本循環器学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本透析医学会専門医

指導医 高橋　　弘 透析科長、循環器内科科長 札幌医科大学 平成4年

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・北海道支部評議員・ACLS事業担当幹事、日本循環器学会蘇生教育小委員会委員、日本集中治
療医学会集中治療の労働力調査プロジェクトWG委員、日本蘇生協議会蘇生ガイドラインALS作業部会委員、アメリカ心臓協会日本循環器学会国際トレーニ
ングセンター（JCS-ITC）Senior Faculｔｙ、アメリカ心臓協会JCS-ITC ACLS/BLS Faculty、アメリカ心臓協会BLS/ACLSインストラクター、JPTECプロバイダー
臨床研修指導医講習修了、日本経腸栄養学会主催TNT研修会修了、日本医師会死体検案研修（上級）修了

指導医 髙田　明典 糖尿病内科長 旭川医科大学 平成17年 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

上級医 岡崎　雄介 主任医長 札幌医科大学 平成17年 日本内科学会認定医

上級医 飛澤　利之 医長 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大 平成20年 日本内科学会認定医

上級医 水野　雅司 医長 札幌医科大学 平成22年 日本内科学会認定内科医、日本内科学会JMEECCインストラクター

上級医 川南　有貴 医長 札幌医科大学 平成27年

指導責任者 前田　征洋 病院長 札幌医科大学 昭和60年

医学博士、札幌医科大学医学部臨床准教授、徳島大学医学部臨床教授
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・北海道支部評議員・幹事、日本消化器内視鏡
学会専門医・指導医・北海道支部評議員、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・暫定教育医、日本臨床腫瘍学会暫
定指導医、日本消化管学会胃腸科認定医・専門医・指導医、日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医、日本カプセル内視鏡学会指導医・代議員、日
本静脈経腸栄養学会認定医、日本核医学会PET核医学認定医
厚労省「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」修了、厚労省「院内感染対策講習会」修了
臨床研修プログラム責任者養成講習修了、臨床研修指導医講習修了　　など

指導医 藤井　重之 消化器内科長 札幌医科大学 平成1年 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

指導医 安部　智之 主任医長 札幌医科大学 平成11年
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ん治療認定医
臨床研修指導医講習修了

上級医 小野　道洋 主任医長 札幌医科大学 平成15年
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・北
海道支部評議員

上級医 山田　充子 医長 北里大学 平成18年 日本内科学会認定医

上級医 吉田　正宏 医長 札幌医科大学 平成24年 医学博士、日本内科学会認定内科医

上級医 今川　貴之 医長 札幌医科大学 平成25年

上級医 佐賀　潤也 医長 札幌医科大学 平成26年

上級医 伊藤　亮 医長 札幌医科大学 平成26年 日本内科学会認定内科医

上級医 村松　丈児 医長 札幌医科大学 平成28年

指導責任者 田中　康正 呼吸器内科長 札幌医科大学 平成10年 札幌医科大学医学部臨床教授、日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本内科学会認定医、ICD

指導医 近藤　瞬 医長 弘前大学 平成21年 医学博士、日本内科学会　認定内科医、日本呼吸器学会　呼吸器専門医

上級医 四十坊　直貴 医長 札幌医科大学 平成27年

上級医 佐藤　亮 医長 札幌医科大学 平成28年

指導責任者 斉藤　淳人 小児科長 札幌医科大学 平成20年 日本小児科学会小児科専門医

指導医 東海林　黎吉 顧問 札幌医科大学 昭和46年 日本小児科学会専門医、臨床研修指導医講習修了

上級医 吉川　靖 医長 札幌医科大学 平成23年 日本小児科学会専門医、日本周産期・新生児医学会　新生児蘇生法「専門」コース修了

上級医 矢吹　郁美 医長 札幌医科大学 平成26年

プログラム
責任者

仙丸　直人 副院長 北海道大学 平成3年

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・一般外科）、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医・暫定教育医、北海道外科学会評議員、肝胆膵外科高度技能指導医
臨床研修指導医講習修了

指導責任者 東海林　安人 外科・消化器外科長 北海道大学 平成13年
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、検診マンモグ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、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本DMAT登録隊員、JATECインストラクター、臨床研修指導医講習修了

外科
消化器外科

指導医一覧

循環器内科

消化器内科・
血液腫瘍内科

呼吸器内科

小児科
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上級医 佐藤　彰記 医長 札幌医科大学 平成20年

指導医 POUDEL SASEEM 医長 北海道大学 平成20年 医学博士、日本外科学会　外科専門医

上級医 伊野　永隼 医長 北海道大学 平成28年

指導医 長谷　龍之介 呼吸器外科長 旭川医科大学 平成10年

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、日本消化器病学会専門医、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ー読影認定医
臨床研修指導医講習修了

指導医 大高　和人 医長 旭川医科大学 平成17年
医学博士、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、検診マンモグラフィー読影認定医、日本呼吸器外科学会専門医
臨床研修指導医講習修了

指導責任者 赤坂　伸之
 副院長

心臓血管外科長
ICU・救急室長

旭川医科大学 昭和60年 心臓血管外科専門医、日本外学会指導医、胸部ステントグラフト指導医、臨床研修指導医講習修了

指導医 多田　裕樹 医長 旭川医科大学 平成24年 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）

上級医 國岡　信吾 医長 旭川医科大学 平成27年

上級医 大平　成真 医長 旭川医科大学 平成28年

指導責任者 小谷　善久
副院長、整形外科長
脊椎脊髄センター長

リハビリテーション部長
北海道大学 平成1年

日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄病学会指導医、日本脊椎脊髄病学会評議員、北海道MISt研究会代表世話
人、日本MISt研究会世話人、日本CAOS研究会幹事
臨床研修指導医講習修了

上級医 薮内　康史 主任医長 信州大学 平成15年 医学博士、日本整形外科学会整形外科専門医

上級医 亀田　裕亮 医長 北海道大学 平成18年 日本整形外科学会整形外科専門医

上級医  中村　夢志郎 医長 獨協大学 平成27年

上級医 舘　弘之 医長 北海道大学 平成27年

上級医 卞　榮滿 医長 釜山大学校 平成20年

脳神経外科 指導責任者 林　　征志 脳神経外科長 北海道大学 平成2年 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、臨床研修指導医講習修了

救急部門 指導責任者 赤坂　伸之
 副院長

心臓血管外科長
ICU・救急室長

旭川医科大学 昭和60年 心臓血管外科専門医、日本外学会指導医、胸部ステントグラフト指導医、臨床研修指導医講習修了

指導責任者 恐神　博行 産婦人科長 札幌医科大学 平成18年 医学博士、日本産科婦人科学会産婦人科専門医

上級医 嶋田　浩志 医長 札幌医科大学 平成22年

医学博士、日本産科婦人科学会　産婦人科専門医、日本がん治療認定医機構　がん治療認定医、日本周産期・新生児医学会　新生児蘇生法「専門」コー
ス　インストラクター、日本母体救命システム普及協議会　J-CIMELS　インストラクターコース修了、がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会　修了
妊娠初期超音波資格 -The Fetal Medicine Foundation認定-、NT certificate、NB certificate（鼻骨資格）、TR certificate（三尖弁逆流資格）、DV certificate
（静脈管血流資格）、UA certificate（子宮動脈血流資格）

上級医 山下　真祐子 医長 札幌医科大学 平成28年

指導責任者 立木　　仁 泌尿器科長 札幌医科大学 昭和61年 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、臨床研修指導医講習修了

上級医 前鼻　健志 主任医長 札幌医科大学 平成17年
医学博士、日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、日本臨床腎移植学会腎移植認定医
日本移植学会移植認定医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医、日本女性骨盤底医学会経膣メッシュ手術講習会受講医、がん診療に携わる医師に対
する緩和ケア研修会終了医

放射線科 指導責任者 湯浅　憲章 放射線科長 北海道大学 平成8年
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、緩和ケア講習修了、死亡時画像診断（Ai）研修会修了

病理・臨床検査室 指導責任者 藤田　美悧 参与、病理・臨床検査室長 北海道大学 昭和50年
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、臨床検査管理医、ICD
臨床研修指導医講習修了

泌尿器科

外科
消化器外科

呼吸器外科

心臓血管外科

整形外科

産婦人科


