
　平成24年４月６日（金）、札幌プリンス
ホテル国際館パミールで、平成24年度札幌
医科大学入学式を行いました。
　当日は、299名の新入生とその保護者らが
出席し、会場はスーツに身を包んだ新入生
の活気であふれていました。
　式では、島本学長から新入生に向け「札
幌医科大学及び北海道の医療の将来を担う
諸君には、道民の皆様に期待され、世界の
研究をリードする札幌医科大学を諸君が創
出するという気概をもって、本学の学生生
活をスタートしていただきたい。」とのお
話がありました。
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規 程

経営企画課

次のとおり、規程の改正等を行いました。

１ 札幌医科大学保健医療学部教員選考規程の一部を改正

する規程（平成24年２月１日規程第１号）

〈概要〉保健医療学部教員選考方法について、所要の改

正を行ったもの。

２ 札幌医科大学学則の一部を改正する規程（平成24年４

月１日規程第２号）

〈概要〉同一年次等において在学できる年限の定めにつ

いて、新たに規定したもの。

３ 札幌医科大学医学部の教育課程、授業科目履修方法、

試験及び進級取扱いに関する規程の一部を改正する規程

（平成24年４月１日規程第３号）

〈概要〉共用試験の実施、進級要件等について、規定の

整備を行ったもの。

４ 札幌医科大学医学部指定実験室管理運営規程の一部を

改正する規程（平成24年２月１日規程第４号)

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

５ 北海道公立大学法人札幌医科大学学報発行規程の一部

を改正する規程（平成24年２月９日規程第５号）

〈概要〉事務の簡素・効率化の観点から、所要の改正を

行ったもの。

６ 札幌医科大学自家用電気工作物保安規程の一部を改正

する規程（平成24年２月21日規程第６号）

〈概要〉特別高圧変電機の更新工事に伴い所要の改正を

行ったもの。

７ 北海道公立大学法人札幌医科大学寄附金規程の一部を

改正する規程（平成24年２月23日規程第７号）

〈概要〉本学学生に対する支援措置を充実するために所

要の改正を行ったもの。

８ 北海道公立大学法人札幌医科大学公印規程の一部を改

正する規程（平成24年３月１日規程第８号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

９ 北海道公立大学法人札幌医科大学職員懲戒規程の一部

を改正する規程（平成24年３月１日規程第９号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

10 北海道公立大学法人札幌医科大学における教員のサバ

ティカル研修に関する規程の一部を改正する規程（平成

24年３月１日規程第10号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

11 札幌医科大学医学部長選考規程の一部を改正する規程

（平成24年３月１日規程第11号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

12 札幌医科大学保健医療学部長選考規程の一部を改正す

る規程（平成24年３月１日規程第12号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

13 札幌医科大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する

規程（平成24年３月１日規程第13号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

14 札幌医科大学学部間研究員に関する規程の一部を改正

する規程（平成24年３月１日規程第14号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

15 札幌医科大学医療人育成センター規程の一部を改正す

る規程（平成24年３月１日規程第15号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った
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もの。

16 札幌医科大学毒物及び劇物等管理要領の一部を改正す

る規程（平成24年２月23日規程第16号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

17 札幌医科大学化学物質自主管理マニュアルの一部を改

正する規程（平成24年２月23日規程第17号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

18 札幌医科大学学生委員会規程の一部を改正する規程（平

成24年３月１日規程第18号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

19 札幌医科大学学生通則の一部を改正する規程（平成24

年３月１日規程第19号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

20 札幌医科大学学生寮規程の一部を改正する規程（平成

24年３月１日規程第20号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

21 札幌医科大学学生保健管理運営委員会規程の一部を改

正する規程（平成24年３月１日規程第21号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

22 札幌医科大学保健管理センター規程の一部を改正する

規程（平成24年３月１日規程第22号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

23 札幌医科大学医療人育成センター運営調整会議規程の

一部を改正する規程（平成24年３月１日規程第32号）

〈概要〉助産学専攻科の開設に伴い規定の整備を行った

もの。

24 札幌医科大学助産学専攻科教員選考規程（平成24年３

月１日規程第24号）

〈概要〉助産学専攻科の教員専攻について、必要な事項

を定めたもの。

25 札幌医科大学助産学専攻科入学者選抜実施規程（平成

24年３月１日規程第25号）

〈概要〉助産学専攻科の入学者選抜について、必要な事

項を定めたもの。

26 札幌医科大学助産学専攻科学生担当教員規程（平成24

年３月１日規程第26号）

〈概要〉助産学専攻科の学生担当教員について、必要な

事項を定めたもの。

27 札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所規程

の一部を改正する規程（平成24年２月27日規程第28号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

28 札幌医科大学毒物及び劇物等管理要領の一部を改正す

る規程（平成24年２月27日規程第30号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

29 札幌医科大学化学物質自主管理マニュアルの一部を改

正する規程（平成24年２月27日規程第31号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

30 札幌医科大学大学院保健医療学研究科授業科目履修方

法及び単位修得認定等に関する規程の一部を改正する規

程（平成24年３月15日規程第33号）

〈概要〉保健医療学部のカリキュラム見直しに伴い所要

の改正を行ったもの。

31 札幌医科大学医学部教育研究機器センター所管の機器

に関する外部利用規程（平成24年４月１日規程第34号）

〈概要〉教育研究機器の外部利用制度の運用について、

必要な事項を定めたもの。
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32 札幌医科大学自家用電気工作物保安規程の一部を改正

する規程（平成24年４月１日規程第35号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

33 北海道公立大学法人札幌医科大学における教員の任期

に関する規程の一部を改正する規程（平成24年３月23日

規程第36号）

〈概要〉組織機構改正等に伴い規定の整備を行ったもの。

34 札幌医科大学教員兼務規程の一部を改正する規程（平

成24年３月23日規程第37号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

35 北海道公立大学法人札幌医科大学職員給与規程の一部

を改正する規程（平成24年４月１日規程第38号）

〈概要〉給与の縮減措置を講じる等、所要の改正を行っ

たもの。

36 北海道公立大学法人札幌医科大学職員再雇用規程の一

部を改正する規程（平成24年４月１日規程第39号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

37 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（準職員）

就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１日規程

第40号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

38 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（日々雇

用職員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月

１日規程第41号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

39 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（短時間

職員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１

日規程第42号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

40 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（臨床研

修医）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１

日規程第43号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

41 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（診療医）

就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１日規程

第44号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

42 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（専門職

員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１日

規程第45号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

43 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（研究職

員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１日

規程第46号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

44 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（契約職

員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４月１日

規程第47号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

45 北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（研究奨

励補助員）就業規則の一部を改正する規程（平成24年４

月１日規程第48号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

46 北海道公立大学法人札幌医科大学職員の退職手当に関

する規程の一部を改正する規程（平成24年４月１日規程

第49号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

47 北海道公立大学法人札幌医科大学役員報酬規程の一部

を改正する規程（平成24年４月１日規程第50号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

48 北海道公立大学法人札幌医科大学役員退職手当規程の

一部を改正する規程（平成24年４月１日規程第51号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。
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49 北海道公立大学法人札幌医科大学職員育児休業・介護

休業等規程の一部を改正する規程（平成24年４月１日規

程第52号）

〈概要〉給与規程の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

50 札幌医科大学附属病院医療情報運用管理規程の一部を

改正する規程（平成24年３月27日規程第54号）

〈概要〉医療情報の管理方法の見直しに伴い所要の改正

を行ったもの。

51 札幌医科大学附属病院運営協議会規程の一部を改正す

る規程（平成24年３月26日規程第55号）

〈概要〉組織機構改正に伴い所要の改正を行ったもの。

52 札幌医科大学附属病院当直規程の一部を改正する規程

（平成24年３月28日規程第56号）

〈概要〉組織機構改正に伴い所要の改正を行ったもの。

53 北海道公立大学法人札幌医科大学職員の勤務時間・休

日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程（平成

24年４月１日規程第57号）

〈概要〉図書館業務の見直しに伴い所要の改正を行った

もの。

54 北海道公立大学法人札幌医科大学組織規程等の一部を

改正する規程（平成24年４月１日規程第58号）

〈概要〉組織機構の改正に伴い所要の改正を行ったもの。

55 札幌医科大学における寄附講座等に関する規程の一部

を改正する規程（平成24年４月１日規程第59号）

〈概要〉寄附講座の設置に伴い所要の改正を行ったもの。

56 札幌医科大学附属病院社会保険審査委員会規程の一部

を改正する規程（平成24年５月７日規程第60号）

〈概要〉組織機構改正に伴い規定の整備を行ったもの。

57 附属病院看護部に係る夏季休暇取得期間延長のための

北海道公立大学法人札幌医科大学職員の勤務時間・休日

及び休暇等に関する規程の特例に関する規程（平成24年

５月29日規程第61号）

〈概要〉看護部職員の夏季休暇取得期間の見直しに伴い

所要の改正を行ったもの。

58 北海道公立大学法人札幌医科大学被服貸付規程（平成

24年５月１日規程第62号）

〈概要〉職員への被服の貸付について、必要な事項を定

めたもの。
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役 員 会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

〈平成23年度〉

○第10回平成24年２月20日（月）

【協議報告事項】

(１)札幌医科大学医学部長候補者及び医療人育成センター

長候補者選挙の結果について

(２)給与関係規程の改正について

(３)ラジオ「医の力～札幌医科大学 最前線～」番組継続

について

(４)患者月報（KPI）について

(５)施設基準等の適時調査の実施結果について

(６)寄附金の受入状況等について

(７)その他

○第11回平成24年３月19日（月）

【審議事項】

(１)平成24年度組織機構改正について

(２)平成24年度理事長補佐の選任について

(３)平成24年度「年度計画」（案）について

(４)平成24年度予算（案）について

(５)札幌医科大学客員研究員の委嘱について

【協議報告事項】

(１)平成23年度決算（損益）見込みについて

(２)医学部附属フロンティア医学研究所臨海医学研究施設

の廃止に伴う関係諸規程の廃止及び改正について

(３)施設整備構想について

(４)患者月報（KPI）について

(５)札幌医科大学情報セキュリティポリシーの改正に

ついて

(６)寄附講座の設置について

(７)その他

〈平成24年度〉

○第１回平成24年度４月16日（月）

【協議報告事項】

(１)役員の事務分掌について

(２)次期中期計画について

(３)ラジオ「医の力～札幌医科大学 最前線～」について

(４)札幌医科大学と利尻富士町との連携協定について

(５)患者月報（KPI)について

(６)寄附金の受入状況について

(７)その他

○第２回平成24年５月21日（月）

【審議事項】

(１)マイクロソフト社製品の使用状況調査結果と今後の対

応について

【協議報告事項】

(１)札幌医科大学基金の管理運用状況について

(２)患者月報（KPI)について

(３)その他

経 営 審 議 会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

〈平成23年度〉

○第4回平成24年３月14日（水）

【審議事項】

(１)平成24年度「年度計画」（案）について

(２)平成24年度予算（案）について

(３)平成24年度組織機構改正について

(４)給与関係規程の改正について

【協議・報告事項】

(１)平成23年度決算（損益）見込みについて

平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号
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教育研究評議会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

〈平成23年度〉

○ 第11回 平成24年２月13日(月)

【審議事項】

(１)第３回附属病院長候補者選考委員会の開催結果につい

て

(２)医療人育成センターの准教授、講師、助教及び助手の

選考について

(３)札幌医科大学客員教員の委嘱期間の更新について

(４)任期制・業績評価制度検討WG（答申）について

(５)助産学専攻科に係る関係規程の改正及び制定について

(６)平成24年度助産学専攻科非常勤講師の推薦について

(７)平成24年度助産学専攻科一般入学試験合否判定につい

て

(８)平成24年度助産学専攻科学事予定について

(９)学生の不正行為について

(10)カルガリー大学医学部との交流について

(11)札幌医科大学倫理委員会規程の改正について

【協議報告事項】

(１)学生サポートシステム（仮）ワーキンググループ活動

実績報告について

(２)教員の業績評価の入力状況について

(３)訪問研究員の受入れについて

(４)その他

○臨 時 平成24年２月29日(水)

【審議事項】

(１)附属病院長候補者投票結果について

○第12回 平成24年３月12日(月)

【審議事項】

(１)平成24年４月１日における教育研究評議会委員の指名

等について

(２)教員の人事について

(３)特任教員等の人事について

(４)名誉教授の称号授与について

(５)平成24年度組織機構改正について

(６)札幌医科大学教員兼務規程の一部改正について

(７)札幌医科大学における寄附講座等に関する規程の改正

について

(８)平成24年度「年度計画」（案）について

(９)札幌医科大学学則の一部改正について

(10)札幌医科大学医学部の教育課程、授業科目履修方法、

試験及び進級取扱いに関する規程の一部改正について

(11）札幌医科大学大学院保健医療学研究科授業科目履修

方法及び単位修得認定等に関する規程の改正について

(12)札幌医科大学倫理委員会委員の辞任について

(13)寄附講座の設置について

(14)ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会の委員の改選

について

【協議報告事項】

(１)平成24年４月１日付け部局長等の人事について

(２)札幌医科大学施設整備構想（案）概要について

(３)訪問研究員の受入れについて

(４)医学部附属フロンティア医学研究所臨海医学研究施設

の廃止に伴う関係諸規程の廃止及び改正について

(５）平成24年度科研費等外部研究資金間接経費について

(６)その他

〈平成24年度〉

○ 第１回 平成24年４月10日(火)

【審議事項】

(１)特任教員等の人事について

(２)札幌医科大学客員研究員の委嘱について

(３)学生の退学について

(４)モバイル情報端末の教育利用に関するワーキンググル

ープの設置について

(５)札幌医科大学倫理委員会委員及び倫理委員会一般研究

倫理審査専門委員会委員の改選について

(６)寄附講座「生体工学・運動器治療開発講座」の研究等

に係る計画書について

【協議報告事項】

(１)訪問研究員の受入れについて

(２)医学部の進級認定・卒業認定について

(３)両学部における国家試験の合格状況について
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(４)札幌医科大学と利尻富士町との連携協定について

(５)平成24年度特定医学研究推進事業及び学術振興事業の

募集について

○第２回 平成24年５月14日（月）

【審議事項】

(１)教員の人事について

(２)医学部教授候補者の選考について

(３)札幌医科大学教育評価委員会規程の改正について

(４)学生サポートシステム運用ワーキンググループの設置

について

(５)札幌医科大学とパウロ財団（フィンランド）との協定

更新について

【協議報告事項】

(１)訪問研究員の受入れについて

(２)マイクロソフト社製品の使用状況調査結果と今後の対

応について

(３)附属病院の増築について
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教員の人事が次のとおり発令されました。
（大学）

人   事
総 務 課

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
札幌医科大学特任助教を命ずる 治験センター

任期は平成24年３月31日までとする （事務局病院事務部病院課）

願により退職を承認する 道民医療推進学講座
兼
医学部外科学第一講座

願により退職を承認する 南檜山周産期環境研究講座
兼
医学部麻酔科学講座

兼ねて札幌医科大学医学部長を命ずる
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所長を命ずる
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学医学部副学部長を命ずる 医学部内科学第三講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学医学部副学部長を命ずる 医学部病理学第二講座
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センター　画像・映像支援部門長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所副所長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器センター所長を命ずる 医学部解剖学第二講座
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センター　システム管理部門長を命ずる ふじみや みね こ

H24.４.１ 教授 高橋
たかはし

　弘毅
ひろ き

佐々木
さ さ き

　優子
ゆ う こ

H24.３.31 大村
おおむら

　東
とう

生
せい

H24.２.１

H24.３.31 特任准教授 時
とき

永
なが

　泰
やす

行
ゆき

－

特任准教授

H24.４.１ 理事 黒木
く ろ き

　由夫
よしお

H24.４.１ 教授 澤田
さわ だ

　典
のり

均
まさ
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札幌医科大学医学部教育研究機器センター所長を命ずる 医学部解剖学第二講座
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センター　システム管理部門長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センター　細胞バンク部門長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする

兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センター形態解析部門長を命ずる 医学部病理学第二講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学医学部教育研究機器センター電子顕微鏡部門長を命ずる 医学部解剖学第一講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学医学部教育研究機器センター蛋白質解析部門長を命ずる 医学部附属フロンティア医学研究所

任期は平成26年３月31日までとする 病態情報学部門

札幌医科大学医学部教育研究機器センター遺伝子解析部門長を命ずる 医学部附属フロンティア医学研究所
任期は平成26年３月31日までとする ゲノム医科学部門

札幌医科大学医学部動物実験施設部長を命ずる 医学部薬理学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学医療人育成センター長を命ずる 医療人育成センター
任期は平成26年３月31日までとする 入学者選抜企画研究部門
兼ねて札幌医科大学医療人育成センター入学者選抜企画研究部門長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学事務局学務事務部学務課入試室長を命ずる
任期は平成26年３月31日までとする
札幌医科大学医療人育成センター副センター長を命ずる 医療人育成センター

任期は平成26年３月31日までとする 教養教育研究部門

札幌医科大学医療人育成センター共用教育研究部門長を命ずる 医療人育成センター

任期は平成26年３月31日までとする 教養教育研究部門
H24.４.１ 教授 吉田

よしだ

　幸一
こう いち

H24.４.１ 教授 傳
でん

野
の

　隆一
りゅう いち

時
とき

野
の

　隆至
た か し

H24.４.１ 小島
こ じま

　隆
たかし

H24.４.１ 教授 藤井
ふじい

　博
ひろ

匡
ただ

H24.４.１ 教授

准教授

H24.４.１ 教授

H24.４.１ 教授 小
こ

海
かい

　康夫
やすお

藤宮
ふじみや

　峯子
みねこ

H24.４.１ 准教授 二宮
にのみや

　孝文
たかふみ

堀尾
ほ りお

　嘉幸
よしゆき

H24.４.１ 教授
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札幌医科大学医療人育成センター教育開発研究部門長を命ずる 医療人育成センター
任期は平成26年３月31日までとする 教育開発研究部門

札幌医科大学学生部長を命ずる 医学部神経精神医学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学国際交流部長を命ずる 医学部泌尿器科学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属総合情報センター所長を命ずる 医学部細胞生理学講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属産学・地域連携センター所長を命ずる 医学部病理学第一講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学監査室長を命ずる 医学部耳鼻咽喉科学講座
任期は平成26年３月31日までとする

兼ねて札幌医科大学附属病院長を命ずる 医学部外科学第一講座
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院病院経営・管理部長事務取扱を命ずる
兼ねて札幌医科大学附属病院高度救命救急センター長事務取扱を命ずる

札幌医科大学附属病院副院長を命ずる 医学部内科学第一講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院副院長を命ずる 医学部整形外科学講座

任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院医療安全推進部長を命ずる
任期は平成26年３月31日までとする

H24.４.１ 理事

H24.４.１ 教授 佐藤
さ と う

　昇
のり

志
ゆき

H24.４.１ 教授 氷見
ひ み

　徹夫
てつお

教授 當
とう

瀬
せ

　規
のり

嗣
つぐ

H24.４.１ 教授 齋藤
さいとう

　利和
としかず

H24.４.１ 教授 塚本
つかも と

　泰
たい

司
じ

H24.４.１

H24.４.１ 教授 相馬
そう ま

　仁
ひとし

平田
ひ らた

　公一
こう いち

H24.４.１ 教授 篠
しの

村
むら

　恭久
やすひさ

H24.４.１ 教授 山下
やました

　敏彦
としひこ
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札幌医科大学附属病院副院長を命ずる 医学部整形外科学講座

任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院医療安全推進部長を命ずる
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院臨床工学部長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院手術部長を命ずる 医学部産婦人科学講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院手術部副部長を命ずる 医学部麻酔科学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院手術部副部長を命ずる 医学部外科学第一講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学放射線部長を命ずる 医学部放射線診断学
任期は平成26年３月31日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究機器センターラジオアイソトープ部門長を命ずる

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院放射線部副部長を命ずる 医学部放射線診断学
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院医療材料部長を命ずる 医学部内科学第四講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院医療材料部副部長を命ずる 医学部外科学第二講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部長を命ずる 医学部リハビリテーション医学講座

H24.４.１ 教授 山下
やました

　敏彦
としひこ

H24.４.１ 教授 齋藤
さいとう

　豪
つよし

H24.４.１ 講師 新山
にいやま

　幸俊
ゆきとし

H24.４.１ 准教授 古畑
ふるはた

　智久
ともひさ

H24.４.１ 教授 畠中
はたけなか

　正光
まさみつ

H24.４.１ 講師 兵頭
ひょう どう

　秀樹
ひで き

H24.４.１ 教授 加藤
か と う

　淳二
じゅんじ

H24.４.１ 准教授 渡辺
わたなべ

　敦
あつし

H24.４.１ 教授 石合
いしあい

　純夫
すみお
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札幌医科大学附属病院リハビリテーション部副部長を命ずる 医学部リハビリテーション医学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部副部長を命ずる 保健医療学部理学療法学科
任期は平成26年３月31日までとする 理学療法学第二講座

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部副部長を命ずる 保健医療学部作業療法学科

任期は平成26年３月31日までとする 作業療法学第二講座

札幌医科大学附属病院高度救命救急センター副センター長を命ずる 医学部救急医学講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院集中治療部長を命ずる 医学部麻酔科学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院集中治療部副部長を命ずる 医学部集中治療医学
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院医療安全推進部副部長を命ずる 医学部内科学第二講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院医療安全推進部副部長を命ずる 医学部泌尿器科学講座

任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院感染制御部長を命ずる 医学部臨床検査医学講座

任期は平成26年３月31日までとする

H24.４.１ 講師 村上
むらかみ

　孝徳
たかのり

H24.４.１ 教授 片寄
かたよせ

　正樹
ま さ き

H24.４.１ 教授 池田
い けだ

　望
のぞむ

H24.４.１ 准教授 成松
なりまつ

　英智
えい ち

H24.４.１ 教授 山蔭
やまかげ

　道明
みちあき

H24.４.１ 准教授 今泉
いまいずみ

　均
ひとし

H24.４.１ 講師 橋本
はしも と

　暁佳
あきよし

H24.４.１ 准教授 舛
ます

森
も り

　直哉
なおや

H24.４.１ 教授 渡邉
わたなべ

　直樹
な おき
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任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院感染制御部副部長を命ずる 医学部臨床検査医学講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学附属病院臨床工学部副部長を命ずる 医学部外科学第一講座
任期は平成26年３月31日までとする

札幌医科大学特任教授を命ずる 生体工学・運動器治療開発講座
任期は平成27年３月31日までとする 兼

医学部外科学第一講座

札幌医科大学特任講師を命ずる 道民医療推進学講座
任期は平成26年３月31日までとする 兼

医学部外科学第一講座

札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座

任期は平成24年９月30日までとする 兼

札幌医科大学特任助教を命ずる 医学部外科学第一講座

任期は平成25年３月31日までとする

札幌医科大学特任助教を命ずる 医学部附属フロンティア医学研究所
任期は平成25年３月31日までとする 神経再生医療学部門

札幌医科大学特任助教を命ずる 治験センター（事務局病院事務部病院課）
任期は平成25年３月31日までとする 兼

医学部附属フロンティア医学研究所神経
再生医療学部門

名越
なごや

　智
さとし

佐藤
さ と う

　早
さ

基
き

子
こ

－

H24.４.１ －

H24.４.１ － 須永
すなが

　隆文
たかふみ

H24.４.１ － 島
しま

　宏彰
ひろあき

H24.４.１ － 杉目
すぎめ

　文行
ふみゆき

医学部麻酔科学講座

－

H24.４.１

H24.４.１

前
ぜん

沸
ぶつ

　均
ひとし

H24.４.１ 准教授 水口
みずぐち

　徹
とおる

H24.４.１ 教授 渡邉
わたなべ

　直樹
な おき

H24.４.１ 講師 栗林
く りばやし

　景
かげ

晶
あき
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平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

（医学部）

雇用期間を平成25年３月31日までとする 附属産学・地域連携センター

雇用期間を平成25年３月31日までとする 臨床研修センター
(医学部内科学第二講座）

雇用期間を平成25年３月31日までとする 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）

雇用期間を平成25年９月30日までとする 緩和医療学講座
兼
医学部麻酔科学講座

雇用期間を平成25年３月31日までとする 附属産学・地域連携センター

雇用期間を平成25年３月31日までとする 治験センター（事務局病院事務部病院課）
兼
医学部附属フロンティア医学研究所神経
再生医療学部門

雇用期間を平成25年３月31日までとする 治験センター（事務局病院事務部病院課）
兼
医学部附属フロンティア医学研究所神経
再生医療学部門

札幌医科大学特任助教を命ずる 医学部附属フロンティア医学研究所

任期は平成27年３月31日までとする 神経再生医療学部門
H24.５.１ － 山崎

やまさき

　弥生
やよい

H24.４.１ 特任助教 佐々木
さ さ き

　優子
ゆ う こ

H24.４.１ 特任助教

H24.４.１ 中村
なかむら

　秀之
ひでゆき

古閑
こ が

　直行
なおゆき

特任助教

H24.４.１ 特任助教 水口
みずぐち

　亜紀
あ き

H24.４.１ 特任助教 北
きた

田
だ

　順
じゅん

也
や

H24.４.１ 特任助教 赤坂
あかさか

　憲
ひろし

H24.４.１ 佐藤
さ と う

　準
ひとし

特任講師

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
医学部講師を命ずる 内科学第四講座
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発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
医学部講師を命ずる 内科学第四講座

退職を承認する 放射線医学講座

退職を承認する 救急・集中治療医学講座

願により退職を承認する 整形外科学講座

願により退職を承認する 脳神経外科学講座

願により退職を承認する 外科学第二講座

願により退職を承認する 小児科学講座

願により退職を承認する 微生物学講座

兼

形成外科学H24.３.31 助教 中川
なかがわ

　嗣
つぐ

文
ふみ

H24.３.31 講師 村木
む らき

　里
さと

誌
し

H24.３.31 講師 大屋
おおや

　一博
かずひろ

H24.３.31 名越
なごや

　智
さとし

H24.３.31

准教授

准教授 小柳
こやなぎ

　泉
いずみ

H24.３.31 教授 浅井
あ さい

　康文
やすふみ

H24.２.１ 林
はやし

　毅
つよし

H24.３.31

助教

教授 晴
はれ

山
やま

　雅人
ま さと

形成外科学H24.３.31 助教 中川　嗣文

- 12 -



平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

願により退職を承認する 内科学第四講座

願により退職を承認する 神経内科学講座

願により退職を承認する 小児科学講座

願により退職を承認する 皮膚科学講座

願により退職を承認する 皮膚科学講座

願により退職を承認する 泌尿器科学講座

願により退職を承認する 神経精神医学講座

願により退職を承認する 神経精神医学講座

H24.３.31 助教 髙柳
たかやなぎ

　明夫
あ きお

H24.３.31 助教 森
もり

　暁
さとる

H24.３.31 助教 辰巳
たつみ

　正純
まさとし

H24.３.31 助教 柳澤
やなぎさわ

　健二
け ん じ

H24.３.31 助教 永島
ながしま

　裕之
ひろゆき

H24.３.31 助教 保
ほ

月
つき

　隆良
たかよし

H24.３.31 助教 吉田
よ しだ

　雅至
ま さ し

H24.３.31 助教 小林
こばやし

　清
せい

樹
じゅ
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願により退職を承認する 放射線医学講座

兼

放射線診断学

願により退職を承認する 救急・集中治療医学講座

願により退職を承認する リハビリテーション医学講座

願により退職を承認する 附属フロンティア医学研究所

組織再生学部門

願により退職を承認する 小児科学講座

願により退職を承認する 外科学第一講座

願により退職を承認する 救急・集中治療医学講座

兼

麻酔科学講座

医学部准教授を命ずる 公衆衛生学講座

兼

内科学第二講座

H24.３.31 助教 君島
きみじま

　知彦
ともひこ

H24.４.１ 講師 大西
おおにし

　浩文
ひろふみ

H24.３.31 助教 西
にし

舘
だて

　敏彦
としひこ

H24.３.31 助教 大
おお

榮
え

　秀和
ひでかず

H24.３.31 助教 鈴木
す ずき

　信寛
のぶひろ

H24.３.31 助教 喜屋武
き ゃ ん

　玲子
れい こ

H24.３.31 助教 森泉
もりいずみ

　茂宏
しげひろ

H24.３.31 助教 兵頭
ひょうどう

　かずさ

H24.３.31 助教 小林
こばやし

　清
せい

樹
じゅ

内科学第二講座H24.４.１ 講師 大西
おおにし

　浩文
ひろふみ
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平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

医学部准教授を命ずる 脳神経外科学講座

医学部講師を命ずる 解剖学第二講座

医学部講師を命ずる 細胞生理学講座

医学部講師を命ずる 脳神経外科学講座

医学部講師を命ずる 麻酔科学講座

医学部助教を命ずる 医化学講座

兼

内科学第三講座

医学部助教を命ずる 微生物学講座

兼

形成外科学

医学部助教を命ずる 内科学第四講座

H24.４.１ － 河野
かわの

　豊
ゆたか

H24.４.１ － 長谷川
はせ がわ

　喜弘
よしひろ

H24.４.１ － 香山
かやま

　武蔵
むさし

H24.４.１ 助教 秋山
あきやま

　幸功
ゆきのり

H24.４.１ 助教 枝
えだ

長
なが

　充隆
みつたか

H24.４.１ 助教 小林
こばやし

　武志
た け し

H24.４.１ 講師 鰐渕
わにぶち

　昌彦
まさひこ

H24.４.１ 助教 永石
ながいし

　歓
かん

和
な
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医学部助教を命ずる 神経内科学講座

医学部助教を命ずる 外科学第一講座

医学部助教を命ずる 外科学第二講座

医学部助教を命ずる 整形外科学講座

兼

生体工学・運動器治療開発講座

医学部助教を命ずる 脳神経外科学講座

医学部助教を命ずる 小児科学講座

医学部助教を命ずる 皮膚科学講座

医学部助教を命ずる 皮膚科学講座

H24.４.１ － 山内
やまうち

　理香
り か

H24.４.１ － 鈴木
す ずき

　やすよ

H24.４.１ － 河野　豊

H24.４.１ － 加藤
かとう

　潤史
じゅんじ

H24.４.１ － 堀
ほり

　司
つかさ

H24.４.１ － 澄川
すみかわ

　靖之
やすゆき

H24.４.１ － 本間
ほんま

　敏美
としみ

H24.４.１ － 奈良岡
な ら お か

　秀一
しゅういち

H24.４.１ － 佐々木
さ さ き

　幹
みき

人
と

加藤　潤史
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平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

医学部助教を命ずる 泌尿器科学講座

医学部助教を命ずる 神経精神医学講座

医学部助教を命ずる 神経精神医学講座

医学部助教を命ずる 放射線医学講座

兼

放射線診断学

医学部助教を命ずる 麻酔科学講座

医学部助教を命ずる 集中治療医学講座

兼

救急医学講座

医学部助教を命ずる リハビリテーション医学講座

医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

広域紋別病院企業団派遣を命ずる

H24.４.１ － 畠山
はたけやま

　茂樹
し げ き

H24.４.１ － 庄内
しょうない

　孝春
たかはる

H24.４.１ － 佐々木
さ さ き

　竜二
りゅうじ

H24.４.１ － 小林
こばやし

　皇
こう

坂脇
さかわき

　英
えい

志
じ

H24.４.１ － 栗原
くりはら

　弘義
ひろよし

H24.４.１ － 橋本
はしもと

　祐治
ゆ う じ

H24.４.１ － 時
とき

永
なが

　泰行
やすゆき

H24.４.１ －
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医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

北海道に派遣を命ずる

医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

留萌市に派遣を命ずる

医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

長万部町に派遣を命ずる

医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

北海道に派遣を命ずる

医学部助教を命ずる 地域医療支援センター

根室市に派遣を命ずる

医学部助教を命ずる 小児科学講座

神谷
かみや

　智明
ともあき

H24.５.１ － 須見
す み

　よし乃
の

H24.４.１ － 萩原
はぎわら

　誠
まこと

H24.４.１ － 伊東
い と う

　竜哉
たつや

H24.４.１ － 栗原　弘義

H24.４.１ － 林
はやし

　伸
のぶ

好
よし

H24.４.１ － 菊池
き く ち

　尚
しょう

平
へい

H24.４.１ －
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平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

（保健医療学部）

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考

保健医療学部教授を命ずる 理学療法学科理学療法学第一講座

退職を承認する 看護学科看護学第二講座

兼

オホーツク医療環境研究講座

退職を承認する 看護学科看護学第三講座

兼

医療人育成センター教育開発研究部門

願により退職を承認する 看護学科看護学第二講座

願により退職を承認する 看護学科看護学第二講座

保健医療学部教授を命ずる 看護学科看護学第二講座

保健医療学部教授を命ずる 作業療法学科作業療法学第一講座

保健医療学部講師を命ずる 看護学科看護学第一講座

教授

准教授

H24.３.31 山口
やまぐち

　雅子
ま さこ

教授

H24.４.１ 准教授 今野
こん の

　美紀
み き

H24.４.１ 理療専門員 太田
お おた

　久晶
ひさあき

H24.３.31 猪股
いのまた

　千代子
ち よ こ

教授

H24.３.31 奥宮
おくみや

　暁子
あ き こ

H24.３.31 蝦名
えび な

　美智子
み ち こ

教授

H24.２.１ 古
ふる

名
な

　丈
たけ

人
と
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保健医療学部講師を命ずる 看護学科看護学第一講座

保健医療学部講師を命ずる 看護学科看護学第二講座

保健医療学部助教を命ずる 作業療法学科作業療法学第一講座

保健医療学部助手を命ずる 看護学科看護学第一講座

保健医療学部助手を命ずる 看護学科看護学第三講座

保健医療学部助手を命ずる 理学療法学科理学療法学第二講座

保健医療学部助手を命ずる 作業療法学科作業療法学第一講座

H24.４.１ － 千
ち

見
けん

寺
じ

　貴子
た かこ

H24.４.１ － 岩本
いわもと

　えりか

H24.４.１ － 大野
おおの

　真実
ま み

H24.４.１ 看護師 鷲尾
わしお

　若菜
わかな

H24.４.１ － 中村
なかむら

　充雄
みつお

H24.４.１ － 田畑
たばた

　久江
ひ さえ

H24.４.１ － 澄川
すみかわ

　真
ま

珠
す

子
こ

太田　久晶
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平成24年６月29日 札幌医科大学学報 第480号

（医療人育成センター）

（助産学専攻科）

（附属総合情報センター）

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
退職を承認する 教養教育研究部門

兼
医学部医化学講座教授 賀

が

佐
さ

　伸
しん

省
せい

H24.３.31

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
助産学専攻科助教を命ずる 助産学専攻科

兼
保健医療学部看護学科看護学第二講座

助産学専攻科助教を命ずる 助産学専攻科
兼
保健医療学部看護学科看護学第二講座

助産学専攻科助教を命ずる 助産学専攻科
兼
保健医療学部看護学科看護学第二講座H24.４.１ 主任助産師 笹田

さ さだ

　麻
ま

由
ゆ

香
か

H24.４.１ － 蝦名
えびな

　智子
さと こ

－ 久野
く の

　芳
よし

佳
か

H24.４.１

発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
願により退職を承認する 企画開発室

兼
医学部細胞生理学講座H24.３.31 助教 中村

なかむら

　正弘
まさひろ
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学 事

○卒業式等について

学 務 課

平成24年３月16日(金)午前10時30分から、札幌プリンス

ホテルにおいて、平成23年度札幌医科大学卒業式並びに札

幌医科大学大学院修了式を行いました。

平成23年度の卒業生及び修了生は次のとおりです。

学部卒業生学部卒業生学部卒業生学部卒業生

・医学部 (第59期生) 100名

・保健医療学部(第16期生) 92名

看護学科 ・・・・・・・・・ 50名

理学療法学科 ・・・・・・・・・ 21名

作業療法学科 ・・・・・・・・・ 21名

大学院修了生大学院修了生大学院修了生大学院修了生

・医学研究科修士課程修了者 ９名

・医学研究科博士課程修了者 27名

・保健医療学研究科博士課程前期修了者 14名

看護学専攻 ・・・・・・・・・ 3名

理学療法学・作業療法学専攻 ・・ 11名

・保健医療学研究科博士課程後期修了者 ４名

看護学専攻 ・・・・・・・・・ １名

理学療法学・作業療法学専攻 ・・ ３名

○入学式について

学 務 課

平成24年４月６日(金)午前10時30分から、札幌プリンス

ホテル国際パミールにおいて、平成24年度札幌医科大学入

学式並びに札幌医科大学大学院入学式を行いました。

今年度の入学者は次のとおりです。

学部学生学部学生学部学生学部学生

・医学部医学科 110名

・保健医療学部 90名

看護学科 ・・・・・・・・・・ 50名

理学療法学科 ・・・・・・・・・ 20名

作業療法学科 ・・・・・・・・・ 20名

大学院学生大学院学生大学院学生大学院学生

・医学研究科 57名

修士課程 ・・・・・・・・・・ ５名

博士課程 ・・・・・・・・・・ 52名

・保健医療学研究科 22名

博士課程前期看護学専攻 ・・・・ ５名

博士課程前期理学療法学・作業療法学専攻・・ 11名

博士課程後期看護学専攻 ・・・・ １名

博士課程後期理学療法学・作業療法学専攻・・ ５名

助産学専攻科学生助産学専攻科学生助産学専攻科学生助産学専攻科学生 20名
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※委託者が公的機関の研究課題、及び公募型事業の研究課題のみを掲載する。
※科学研究費補助金等については、交付決定後の次回発行の学報に掲載する予定としている。

経 営 企 画 課

（大学）

（医学部）

（保健医療学部）

H24.6.11 最優秀賞
第11回臨床脈波
研究会

内科学第二講座 特任教授 赤坂　憲

教室の疫学研究が参加している全国規模の共
同研究の研究成果の一つとして発表した「脈
波伝播速度の循環器疾患死亡予測能の検討」
の成果が認められたため

氏名 受賞理由

H24.5.26 優秀演題賞銀賞
社団法人日本
超音波医学会

理学療法学
第二講座

講師 谷口　圭吾
日本超音波医学会第85回学術集会において、
優秀なポスター発表を行ったため

受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名

H24.4.15

教育展示優秀賞
「嚢胞や空洞を伴
う肺病変の画像診
断」

日本医学放射線
学会

放射線診断学
研究生
診療医

小林　武志
論文「The beginning of the calcium
transient in rat embryonic heart」が優秀
だったため

H24.3.30
第89回日本生理学
会大会ポスターア
ワード

第89回日本生理
学会大会

細胞生理学講座 助教 前田　佐知子
演題「発生期心拍動開始におけるサルコメア
構成蛋白の発現」が優秀だったため

H24.3.30

平成23年度日本生
理学会入澤宏・彩
記念JPS心臓・循環
論文賞

日本生理学会 細胞生理学講座 講師

荒谷　和紀
豊富な症例数、高い臨床的有用性、電子ポス
ターの特質を活用した表示方法等、教育的な
価値が高く評価されたため

受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由

H24.4.29
叙勲
（瑞宝中綬章）

内閣府 － 名誉教授

発令月日 表章名 表章団体名 所属 職名 氏名 受章理由

藪　英世
公務等に長年にわたり従事し、著しい功績を
挙げたため

お知らせ

　平成24年６月までに各種表彰規程等に基づき表彰された方は次のとおりです。

内科学第二講座
公衆衛生学講座

齋藤　重幸
大西　浩文

京都府立医科大学 平成24年度農林水産省委託事業 Ｈ24.4.6～Ｈ25.3.22 7,000,000

医療人育成センター 田中　豪一 科学技術振興機構
循環動態と動脈スティフネスを補正できる細
小動脈内皮機能検査装置の開発

Ｈ24.4.1～Ｈ24.7.31 230,000

公衆衛生学講座
森　満

園田　智子
札幌市 平成23年度札幌市健康・栄養調査に係る分析 Ｈ24.2.24～Ｈ24.3.31 157,500

法医学講座 岡﨑　俊一郎 科学技術振興機構
特発性大腿骨頭壊死症に対する新規治療薬開
発

Ｈ24.4.1～Ｈ24.7.31 918,000

H24.4.1～H25.3.31 出来高

分子生物学講座 鈴木　　拓 日本学術振興会 平成24年度日中韓フォーサイト事業 Ｈ24.4.1.～Ｈ24.7.31 2,200,000

神経内科学講座 下濱　俊
バイオテクノロジー
開発技術研究組合

H24.4.26 日本病理学賞 日本病理学会 病理学第二講座 教授 澤田　典均
生体バリアを担うタイト結合の機能病理学を
体系化し、日本病理学会の発展に寄与したた
め

○各種表彰受賞者について

○受託研究について

　平成24年度に本学の研究に関し、委託料の配分を受けている者は、次のとおりです。

講座名 研究者氏名 委託者 研究課題・事業名 契約期間 金額(円)

附属産学・地域連携センター

医療人育成センター 田中　豪一 ノーステック財団
福祉産業研究開発補助金
「介護者と被介護障害者における慢性ストレ
ス評価装置の開発と試験」

Ｈ23.10.1～Ｈ24.3.31 2,000,000

J-ADNI臨床研究
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