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区　　　分

基本領域名 所属 職 氏名 内線 所属 職 氏名 内線 所属 職 氏名 内線

内科 札幌医科大学附属病院　内科専門研修プログラム 呼吸器・アレルギー内科 教授 高橋　弘毅 32400
循環器・腎臓・代謝内分泌内科

神経内科
教授
教授

三浦　哲嗣
下濱　　俊

32300 呼吸器・アレルギー内科 准教授 白鳥正典 32390

皮膚科 札幌医科病院大学医学部皮膚科研修プログラム 皮膚科 教授 宇原　　久 34600 皮膚科 助教 神谷　崇文 34550 皮膚科 助教 加藤潤史 34550

外科 札幌医科大学外科専門研修プログラム 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 教授 竹政伊知朗 32800
心臓血管外科
呼吸器外科

教授
教授

川原田修義
渡 辺　 敦

33200
33020

消化器・総合、乳腺・内分泌外科 助教 伊東　竜哉 32810

産婦人科 札幌医科大学附属病院　産婦人科専門研修プログラム 産婦人科 教授 齋藤　  豪 33700 産婦人科 講師 郷久　晴朗 33680 産婦人科 講師 松浦　基樹 33680

耳鼻咽喉科 札幌医科大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科　専門研修プログラム 耳鼻咽喉科 教授 高野　賢一 34910 耳鼻咽喉科 講師  大國　  毅　 34910 耳鼻咽喉科 講師 大國　  毅 34910

脳神経外科 脳神経外科専門研修札幌医科大学医学部脳神経外科プログラム 脳神経外科 教授 三國　信啓 33500 脳神経外科 講師 三 上   毅 33510

麻酔科 札幌医科大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラム 麻酔科 教授 山蔭　道明 35700 麻酔科 講師 平田　直之 35680 麻酔科 講師 平田　直之 35680

小児科 札幌医科大学附属病院　小児科専門研修プログラム 小児科 准教授 堀　司 34130 小児科 准教授 要藤　裕孝 34130 小児科 助教 石井　　玲 34150

精神科 札幌医科大学附属病院連携施設 精神科専門医研修プログラム 精神科 教授 河西　千秋 35200 精神科 准教授 橋本　理恵 35180 精神科 講師 石井　貴男 35180

整形外科 札幌医科大学 整形外科専門研修プログラム 整形外科 教授 山下　敏彦 33400 整形外科
准教授
助教

射場　浩介
舘田　健児

33330 整形外科 助教 舘田　健児 33330

眼科 札幌医科大学　眼科　専門研修プログラム 眼科 教授 大黒　　浩 34400 眼科 講師 川田　浩克 34350 眼科 講師 川田　浩克 34350

泌尿器科 札幌医科大学泌尿器科専門研修プログラム 泌尿器科 教授 舛森　直哉 34800 泌尿器科 助教 福多　史昌 34720 泌尿器科 助教 福多　史昌 34720

放射線診断学 講師 山　  直也 35010

放射線治療科 講師 染谷　正則 35350

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 札幌医科大学リハビリテーション科専門研修プログラム リハビリテーション科 教授 石合　純夫 36900 リハビリテーション科 講師 村上　孝徳 36840 リハビリテーション科
教授
秘書

岡崎　木実 36840

救急 札幌医科大学附属病院救急科専門医研修プログラム 救急 教授 成松　英智 37100 救急 講師 上村　修二 37110 救急 講師 上村　修二 37110

形成外科 札幌医科大学形成外科専門研修プログラム 形成外科 教授 四ツ柳高敏 38400 形成外科 講師 山下　 建 38410 形成外科
教授
秘書

菊地　弥香 38410

病理科 札幌医科大学医学部病理学教室病理専門研修プログラム 病理診断学 教授 長谷川　匡 36600
病理学第1講座
病理学第2講座

教授
教授

鳥越　俊彦
小山内　誠

26900
27000

病理診断学 准教授 杉田　真太朗 36630

臨床検査料 感染制御・臨床検査医学 教授 高橋　　聡

総合診療科 札幌医科大学総合診療専門研修プログラム 総合診療科 教授 総合診療科 講師 古橋　眞人 35600 総合診療科 講師 古橋　眞人 35600

所属 職 氏名 内線 所属 職 氏名 内線 所属 職 氏名 内線

呼吸器・アレルギー内科 准教授 白鳥　正典 23710 呼吸器・アレルギー内科 助教 亀田　優美 32390

耳鼻咽喉科 准教授 白崎　英明 34910 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 助教 奥谷　浩一 32810

救急科 講師 上村　修二 37110 病院課 副課長 樋口　千里 31260

札　幌　医　科　大　学　附　属　病　院　　専　門　研　修　プ　ロ　グ　ラ　ム　実　施　体　制

プログラム名

プログラム統括責任者 副責任者 担当者（連絡先）

区　　　分

臨床研修・医師キャリア支援センター長 副センター長 担当

35000放射線科 札幌医科大学附属病院放射線科専門研修プログラム 放射線診断学 教授 畠中　正光 放射線治療科 教授 坂田　耕一 35400

札幌医科大学附属病院臨床研修・医師キャリア支援センター 救急医学講座 教授 成松　英智 37100


