
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会　修了者名簿
※　氏名及び所属の公表について、同意を頂いている方のみ掲載しています。

主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 阿部　敬 市立釧路総合病院　 消化器・リウマチ科

日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 阿部　雅一 KKR札幌医療センター斗南病院 腫瘍内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 阿部　泰之 旭川医科大学 精神医学講座
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 新谷　知久 札幌医科大学附属病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 飯村　泰昭 市立釧路総合病院 外科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 五十嵐　究 医療法人財団　静明館診療所 外科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 磯部　宏 KKR札幌医療センター 腫瘍内科・緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 今本　千衣子 医療法人社団今本内科医院 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 岩波　悦勝 北海道がんセンター 麻酔科/緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 上田　敬子 恵佑会札幌病院 緩和医療科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 上村　恵一 市立札幌病院 精神神経科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 大関　令奈 札幌医科大学 第一内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 大田　人可 大田内科消化器科クリニック 内科消化器科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 大谷内　真弓 深川市立病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 岡村 直樹 市立釧路総合病院　 産婦人科・がん緩和ケアチーム
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 岡本　拓也 洞爺温泉病院 ホスピス
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 奥田　博介 札幌医科大学 寄附講座緩和医療学/内科学第一講座
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 尾崎　鈴子 札幌厚生病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 加藤　久昌 札幌優翔館病院 外科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 熊谷　みどり みどり内科クリニック
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 小池　和彦 札幌医科大学大学院 緩和ケア部門
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 合田　由紀子 市立札幌病院 緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 古川　勝久 札幌共立病院 血液内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 小林　範子 市立札幌病院 産婦人科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 近藤　千尋 北海道がんセンター 精神保健科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 西條　裕正 札幌医科大学病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 坂本　仁 医療法人社団　坂本医院 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 佐々木　聡美 南札幌病院 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 菅原　かおり JA北海道厚生連　旭川厚生病院 緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 鈴木　研一 緑の街診療所 救急科　在宅医療
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 関山　伸男 札幌ひばりが丘病院 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 仙石　早苗 函館五稜郭病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 高橋　大賀 札幌ひばりが丘病院 内科、消化器内科、緩和ケア
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 高橋　利佳 手稲渓仁会病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 立花　義浩 札幌立花病院 精神科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 谷藤　公紀 医療法人社団藤花会　釧路谷藤病院
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 田巻　知宏 北海道大学病院 腫瘍センター　緩和ケアチーム
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 敦賀 健吉 北海道大学病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 中谷　玲二 洞爺温泉病院
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 新渕　こずえ 江別市立病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 原田　昇 岩見沢市立栗沢病院 内科　
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 平澤　路生 医療法人社団　平澤内科呼吸器科クリニック
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 福徳　雅章 函館おしま病院 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 藤村　保文 医療法人社団　北樹会病院　 内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 前野　宏 札幌医療生活協同組合/ホームケアクリニック札幌
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 間宮　敬子 旭川医科大学 麻酔科蘇生科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 水上　奈穂美 札幌医科大学附属病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 山内　正憲 札幌医科大学附属病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 山田　舞 手稲渓人会病院 外科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 山田　秀久 清田病院 外科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 矢和田　敦 函館五稜郭病院 消化器内科
日本緩和医療学会 平成21年1月24日･25日 渡邊　昭彦 東札幌病院 緩和ケア科・麻酔科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 愛宕　義浩 市立札幌病院 耳鼻咽喉科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 嵐　方之 医療法人　札幌第一病院 内科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 出内　秀人 医療法人社団　秀和会いでうち内科医院
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 伊藤　公美子 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 大島　峻 医療法人社団明生会　手稲ロイヤル病院 リハビリセンター
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 小倉　滋明 市立札幌病院 呼吸器科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 加藤　弘明 手稲渓仁会病院 外科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 楠堂　晋一 市立札幌病院 呼吸器科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 今　　眞人 医療法人社団眞明会　今医院
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 斎藤　定三 医療法人　札幌第一病院 内科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 四十坊　克也 札幌南青洲病院 緩和ケア科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 白石　正勝 医療法人社団　もいわ内科医院
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 高須　重家 医療法人社団　高須内科医院
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 高橋　和子 医療法人社団　高橋内科医院
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 谷口　宏太 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 富樫　久夫 医療法人　愛全病院 内科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 土岐　完 手稲渓仁会病院 精神保健科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 成田　吉明 手稲渓仁会病院 外科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 西家　皞仙 医療法人社団　西家内科 医療法人社団　西家内科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 西里　卓次 医療法人　清田病院 医療法人　清田病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 林　泉 勤医協札幌病院　 麻酔科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 原田　敏之 北海道社会保険病院 呼吸器科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 菱川　法之 医療法人社団法真会　ひしかわ内科クリニック
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 堀　　正和 市立札幌病院 放射線科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 本間　英司 医療法人　禎心会病院　ペインセンター
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 松坂　俊 手稲渓仁会病院 臨床研修部
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 松本　隆児 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 吉村　理 市立札幌病院 耳鼻咽喉科
市立札幌病院 平成21年2月28日･3月1日 和田　雅孝 市立札幌病院 外科
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 阿久津 典之 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 五十嵐 央祥 函館五稜郭病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 伊早坂 舞 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 岩崎 創史 札幌鉄道病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 小田 浩之 NTT東日本札幌病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 折茂　香織 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 金谷 憲明 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 川上 賢太郎 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 川岸 直樹 NTT東日本札幌病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 川股 ゆりゑ 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 久慈 麻里子 旭川厚生病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 小船 雅義 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 高橋 真由 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 田中 悟 王子総合病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 田沼 徳真 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 陳 其潔 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 照井 健 東札幌病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 畠山 直樹 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 早津 栄一 森病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 松永 康孝 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 松野 あずさ 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 宮本 奈穂子 札幌整形外科
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 村中 徹人 NTT東日本札幌病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 森 久恒 森病院
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 山 直也 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 山内 理香 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 山蔭 道明 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 山上 実紀 札幌医科大学
札幌医科大学附属病院 平成21年3月14日･15日 渡邉 智之 札幌ひばりが丘病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 赤羽　弘充 旭川厚生病院　 乳腺外科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 稲垣　泰好 旭川医科大学病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 伊野部　容子 老人保健施設ふらの
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 岩田　達也 旭川医科大学病院 泌尿器科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 太田　みさき 旭川医科大学病院 麻酔科蘇生科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 大坪　やよい 医療法人社団　健和会
　おおつぼクリニック
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 大坪　芳和 医療法人社団　健和会
　おおつぼクリニック
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 幸田　久平 旭川赤十字病院 血液腫瘍内科部長
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 笹川　智貴 旭川医科大学病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 佐藤　一人 道北勤医協一条通病院 外科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 白神　悟志 手稲渓仁会病院 家庭医療科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 菅原　かおり 旭川厚生病院 緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 中野　詩朗 旭川厚生病院 外科・緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 原田　修人 旭川医科大学病院 麻酔科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 福原　敬 市立旭川病院 血液内科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 藤林　周吾 旭川厚生病院 外科研修医
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 藤城　貴教 清水赤十字病院　 消化器科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 三浦　基嗣 旭川厚生病院 消化器科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 宮城　久之 旭川厚生病院 外科・緩和ケア科
日本緩和医療学会 平成21年3月20日･21日 柳川　伸幸 旭川厚生病院 消化器科
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 安達大史 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 阿部展子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日

五十嵐浩太
郎

北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 太田英敏 王子総合病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 金谷恵理子 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 小嶋一 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 篠原敏樹 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 新谷直昭 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 須甲憲明 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 髙橋学 釧路労災病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 高橋康雄 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 田口和典 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 田口宏一 砂川市立病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 藤堂幸治 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 中野渡正行 札幌厚生病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 西尾正道 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 濱田朋倫 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 平賀博明 北海道がんセンター
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北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 福元伸一 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 藤野敬史 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 星哲哉 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 見延進一郎 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 宮城島拓人 釧路労災病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 矢根圭 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 山崎大 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 山本貢 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 吉田行範 砂川市立病院
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 渡邊健一 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成21年4月25日・26日 渡部直己 砂川市立病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 一宮　尚裕 市立旭川病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 岩崎　愛弓 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 小神　順也 旭川医科大学病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 岡村　直樹 市立釧路総合病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 川口　愛 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 河本　徹 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 菅野　貴行 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 後藤　充 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 斉藤　孝成 医療法人社団慈成会　東旭川病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 坂井　紀子 美瑛町立病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 佐久間　文子 道北勤医協一条クリニック
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 鈴木　康之 医療法人社団みどりの里　リバータウンクリニック
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 髙岡　正実 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 武内　周平 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 平松　美江 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 藤永　明裕 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 二川　憲昭 深川市立病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 松尾　徳大 市立旭川病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 栁田　尚之 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成21年5月16日・17日 米谷　理沙 旭川厚生病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 五十嵐　学 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 岩井和浩 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 賀集剛賢 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 柏原茂樹 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 蟹澤祐司 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 勘野真紀 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 今野哲朗 苫小牧東病院
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王子総合病院 平成21年5月16日・17日 佐藤暢人 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 佐藤康裕 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 高橋三佳 苫小牧市立病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 谷井広樹 日高町立門別国民健康保険病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 三浦正次 新ひだか町立三石国民健康保険病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 光部兼六郎 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 室内健志 王子総合病院
王子総合病院 平成21年5月16日・17日 山田尚太 王子総合病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 大原　克仁 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 加藤 　玲子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 小池　雅彦 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 小島　哲弥 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 斎藤　拓志 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 佐藤　寿高 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 柴田　岳三 室蘭日鋼記念病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 下國　達志 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 正司　裕隆 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 鈴木　康弘 恵佑会札幌病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 瀧川　千鶴子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 種井　実佳 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 三浦　淳彦 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 永倉　久泰 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 中島　亜矢子 手稲渓仁会病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 西浦　洋一 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 濱岡　早枝子 手稲渓仁会病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 濵田　邦夫 市立千歳市民病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 平野　史生 手稲渓仁会病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 藤井　健一 市立釧路総合病院
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 石川　隆壽 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 松薗　絵美 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成21年6月27日･28日 山本　浩 KKR札幌医療センター
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 井口　知加子 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 伊東　文子 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 伊藤　英司 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 影井　兼司 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 後藤　　啓 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 佐藤　昌靖 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 佐藤　　剛 市立釧路総合病院
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市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 東海林　安人 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 杉元　重治 杉元内科医院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 鈴木　正宣 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 高橋　康宏　 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 中村　裕之 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 南波　江太郎 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 西尾　英昭 孝仁会星が浦病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 西村　　進 別海町立病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 松村　崇史 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 三浦　　元 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 水江　伸夫 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 村上　壮一 総合病院釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 森田　　研 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成21年7月18日･19日 山田　裕一 市立釧路総合病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 笠島　浩行 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 川村　詔導 ななえ新病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 倉内　宣明 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 小出　明知 函館市医師会病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 後藤　　琢 ごとう内科胃腸科
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 高田　祐輔　 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 武田　良一 ケアプラザ新函館　たけだクリニック
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 遠山　　茂 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 成瀬　宏仁 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 畑中　一映 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 林　　 秀幸 市立函館病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 松田　孝之 道南ロイヤル病院
市立函館病院 平成21年8月1日・2日 山内　　純 市立函館病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 池田　千鶴 我妻病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 井平　圭 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 賀來　敦 北斗病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 栗田　崇史 北海道大学病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 四位　真理子 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 潮田　英明 十勝の杜病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 志田　玄貴 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 清水　斎 帯広協会病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 瀬川　高志 十勝勤医協帯広病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 高田　実 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 高橋　邦康 JA帯広厚生病院
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帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 武内　慎太郎 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 田中　卓 センチネルクリニック
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 星川　義人 いのちの木クリニック
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 棟方　隆 帯広徳洲会病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 吉川　隆志 JA帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成21年8月1日・2日 和田　秀之 JA帯広厚生病院
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 安栄　良悟 旭川医科大学 脳神経外科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 加藤　隆文 サンビレッジクリニック サンビレッジクリニック
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 熊井　琢美 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 小林　瑞 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 佐藤　恵輔 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 高畑　治 旭川医科大学 麻酔科蘇生科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 高松　昌史 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 田下　雄一 旭川医科大学 歯科口腔外科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 玉木　陽穂 旭川医科大学 第二内科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 敦賀　弘道 国立病院機構　道北病院
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 土岐　康通 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 畑山　真弓 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 林　宏一 医療法人社団　東旭川宏生会林医院
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 平井　理子 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 藤代　大介 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 宮本　礼子 西成病院　内科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 本谷　匡 旭川医科大学 泌尿器科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 山本　昌代 旭川医科大学 卒後臨床研修センター
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 吉田　真 旭川医科大学 小児科
旭川医科大学病院 平成21年8月23日･30日 吉野　成一 医療法人　吉野医院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 伊藤　健一郎 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 太田　智之 札幌東徳洲会病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 加藤　久昌 札幌優翔館病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 川﨑　亮輔 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 木川　聖美 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日  菊入　国康　 稗貫菊入医院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 小林　博昭 医療法人社団　平岸本町内科クリニック
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 田口　純 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 竹内　裕 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 竹田　治土 札幌みどりのクリニック
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 谷口　芳樹 谷口歯科医院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 谷村　一則 医療法人社団谷村医院　サンクリニック
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北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 中積　宏之 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 箱木　孝則 医療法人社団　箱木歯科
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 長谷部　浩平 手稲渓仁会病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 本間　理央 北海道大学病院
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 宮田　康邦 医療法人社団　みやた胃腸科
北海道大学病院 平成21年9月5日・6日 森田　浩一 創成東病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 石川　太郎 天使病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 岩本　倫 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 金谷　聡一郎　医療法人豊和会　札幌金谷病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 小澤　広 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 小舘　英明 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 谷岡　利朗 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 角田　佳彦 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 長川　達哉 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 藤井　ひとみ 天使病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 星野　拓磨 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 本庄　統 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 丸谷　有香 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 道上　篤 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 山上　英樹 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成21年9月26日・27日 吉田　英敏 札幌厚生病院
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 秋本　祐基 函館五稜郭病院 歯科口腔外科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 阿部　修司 函館五稜郭病院 小児科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 池端　良紀 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 入野田　崇 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 小野　貴広 函館五稜郭病院 呼吸器科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 小林　　慎 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 近藤　　瞬 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 菅原　伸明 函館五稜郭病院 消化器科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 鈴木麻里絵 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 髙金　明典 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 高橋　　敦 函館五稜郭病院 泌尿器科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 館林由佳梨 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 畠　　信哉 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 福中　規功 函館五稜郭病院 産婦人科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 三橋　　慧 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 三原　真美 みはら内科クリニック
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 宮手　浩樹 函館五稜郭病院 歯科口腔外科
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函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 宮　　愛香 函館五稜郭病院 修医
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 目黒　英二 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成21年9月26日・27日 山崎　徳和 函館五稜郭病院 耳鼻咽喉科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 赤倉　伸亮 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 伊藤　　淳 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 河端　　崇 ＮＴＴ東日本札幌病院
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 小崎　真也 ＮＴＴ東日本札幌病院 耳鼻咽喉科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 富田　籌夫 ＮＴＴ東日本札幌病院 院長
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成21年10月3日・4日 佃　曜子 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 鎌田　豪 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 佐藤　順一 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 長島　弘 医療法人社団　潤清会端野病院
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 野村　尚志 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 東　大樹 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成21年10月3日・4日 山際　麻実子 医療法人社団　潤清会端野病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 相澤　寛志 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 赤澤　直也 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 雨森　英彦 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 石黒　友唯 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 磯　 淳典 えべおつファミリークリニック
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 上田　敬子 恵佑会病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 小熊   豊 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 片桐　真矢 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 神部　洋史 神部病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 木下　賢治 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 菊地   研 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 菊地   創 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 日下　大隆 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 合田　智宏 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 小林　公民 小林産科婦人科
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 小山　典亮 勤医協上砂川診療所
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 白山　理恵 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 新崎　人士 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 須貝　明日香 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 中島　孝之 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 高柳　英夫 NTT東日本　札幌病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 武田　直毅 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 徳山　英雄 砂川市立病院
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砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 堀口　貴行 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 本間　友樹 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 前鼻　健志 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 松下　容子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 明円   亮 明円医院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 山本真崇 砂川市立病院
砂川市立病院 平成21年10月10日・11日 吉田美佳 砂川市立病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 安保　義恭 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 浦　信行 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 亀井　亜希子 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 小橋　沙也香 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 大内　敦 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 清水　平 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 高橋　邦幸 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 続木　康伸 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 西森　博幸 手稲ロイヤル病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 橋本　晃佳 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 服部　憲尚 いなほ内科クリニック
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 古川　美盛 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 古田　康 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 松本　昭範 手稲ロイヤル病院
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 山口　崇 大和クリニック
手稲渓仁会病院 平成21年10月11日・12日 横山　健 手稲渓仁会病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 荒谷　義和 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 石坂　昌則 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 伊藤　一輔 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 岩代　望 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 大原　正範 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 久我　貴 くがメディカルクリニック
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 斉藤　明男 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 地主　英世 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 竹山　康 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 照井　浩也 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 道免　寛充 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 中西　喜嗣 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 山崎　裕 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 吉田　史彰 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 米澤　一也 国立病院機構函館病院
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国立病院機構函館病院 平成21年10月12日・18日 若林　修 国立病院機構函館病院
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 泉　将吾 市立旭川病院　研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 大場　優葉 市立旭川病院 研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 川島　和之 市立旭川病院 放射線科医長
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 桑谷　俊彦 市立旭川病院 外科医師
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 斎藤　義徳 旭川厚生病院 消化器科主任部長
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 笹倉　勇一 市立旭川病院　 研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 白井　丙午郎 留萌市立病院 研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 高橋　周子 旭川厚生病院 研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 福井　実 苫前厚生クリニック 院長
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 福永　亮朗 市立旭川病院 外科医長
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 福本　俊 旭川厚生病院 産婦人科　後期研修医
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 舟越　功 道北勤医協一条通病院 内科医師
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 松木　郷 旭川厚生病院 麻酔科医師
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 山岸　昭夫 市立旭川病院 麻酔科医師
市立旭川病院 平成21年10月17日・18日 吉田　晃吉 士別市立上士別医院 院長
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 大坪　誠治 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 大西　俊介 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 梶原　慶三 医療法人扶恵会　釧路中央病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 河合　朋昭 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 久保　公利 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 砂原　正男 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 田中　文章 医療法人社団　田中医院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 冨安　孝則 医療法人太平洋記念みなみ病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 長佐古　良英 釧路労災病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 西尾　英昭 医療法人孝仁会　星が浦病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 西岡　利泰 道東勤医協　釧路協立病院
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 西村　進 釧路循環器呼吸器クリニック
釧路労災病院 平成21年10月24日・25日 松浦　邦彦 財団法人北海道対がん協会　釧路がん検診センター
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 浅香　雄一郎 恵佑会札幌病院 歯科・口腔外科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 石井 雅之 恵佑会札幌病院 研修医
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 上田　倫弘 恵佑会札幌病院 歯科・口腔外科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 岡安　健至 恵佑会札幌病院 呼吸器・乳腺外科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 鐘ヶ江　香久子恵佑会札幌病院 放射線科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 久須美　貴哉 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 諸原　基貴 恵佑会札幌病院 研修医
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 谷口　雅信 恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 西森　英史 恵佑会札幌病院 外科



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 平川　和志 恵佑会札幌病院 泌尿器科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 藤澤　良樹 恵佑会東病院
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 穂刈　格 恵佑会札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 森本　佳子 恵佑会札幌病院 麻酔科
恵佑会札幌病院 平成21年10月31日・11月1日 林　信 恵佑会札幌病院 歯科・口腔外科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 浅野　拓也 日鋼記念病院 産婦人科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 井川　沙耶香 市立室蘭総合病院
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 糸矢　宏志 留寿都診療所
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 榎並　宣裕 日鋼記念病院 泌尿器科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 大崎　隆士 日鋼記念病院 耳鼻咽喉科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 大髙　隆輝 日鋼記念病院 耳鼻科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 加藤　達也 勤医協札幌西区病院 内科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 兼古　理恵 日鋼記念病院 皮膚科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 鎌田　康宏 日鋼記念病院 麻酔科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 小林　智史 市立室蘭総合病院 呼吸器科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 榊原　典幸 日鋼記念病院 歯科口腔外科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 坂本　泰輔 日鋼記念病院 形成外科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 鈴木　洋祐 市立室蘭総合病院
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 髙橋　邦彦 日鋼記念病院 リハビリテーション科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 福井　慶太郎 本輪西ファミリークリニック
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 前田　征洋 新日鐵室蘭総合病院 消化器・腫瘍内科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 柾木　喜晴 市立室蘭総合病院
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 三上　敦大 市立室蘭総合病院 精神科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 水内　将人 日鋼記念病院 産婦人科
日鋼記念病院　 平成21年10月31日・11月1日 村野　賢一郎 日鋼記念病院
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 安達　正晃 医療法人潤和会　札幌ひばりが丘病院 内科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 池田　光 市立札幌病院 放射線治療科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 伊藤　綾希子 市立札幌病院 麻酔科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 伊藤　昭英 北海道医療大学病院 呼吸器内科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 上坂　貴洋 市立札幌病院 前期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 川西　康之 市立札幌病院 後期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 北尾　恭子 市立札幌病院 後期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 後藤　賢一郎 医療法人社団碩心会　心臓血管センター北海道大野病院

市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 佐治　裕 苫小牧市立病院 外科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 佐野　洋 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 谷村　章子 医療法人社団　康和会　　札幌しらかば台病院 内科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 西澤　竜矢 市立札幌病院 前期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 箱山　聖子 市立札幌病院 産婦人科
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市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 原橋　綾子 市立札幌病院 歯科口腔外科　（後期研修医）
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 廣瀬　邦弘 苫小牧市立病院 外科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 深作　慶友 市立札幌病院 後期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 福井　智子 市立札幌病院 前期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 福島　剛 市立札幌病院 外科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 藤枝　聡子 市立札幌病院 前期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 藤澤　倫子 市立札幌病院 前期研修医
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 本村　文宏 市立札幌病院 呼吸器内科
市立札幌病院 平成22年1月23日・24日 山田　和之 市立札幌病院 耳鼻いんこう科
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 相木　総良 北海道社会保険病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 飯田　信也 鹿児島徳洲会病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 梶井　直文 江別市立病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 剱持　喜之 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 小泉　忠史 北海道社会保険病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 小澤　正幸 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 阪本　真司 長沼内科消化器科
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 鈴木　晶子 函館おしま病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 角田　　 了 金谷病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 直木　陽子 岸和田徳洲会病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 中嶋　駿介 札幌東徳洲会病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 野村　直弘 北広島病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 原口　文彦 札幌社会保険総合病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 福原　正憲 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 松原　　 悠 札幌東徳洲会病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 松村　欣也 仁楡会病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 眞野　　 勉 札幌南青洲病院
日本緩和医療学会 平成22年2月13日・14日 好崎　浩司 札幌東徳洲会病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 大野　耕一 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 川上　勝久 帯広光南病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 川上　哲平　 帯広光南病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 狩野　智絵 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 佐藤　紀 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 佐藤　大介 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 佐藤　夏子 犖羅館新得診療所
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 佐藤　由記子 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 大門　伸吾 医療法人社団三意会我妻病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 中島　淳太 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 藤部　嘉美 帯広厚生病院
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帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 藤森　勝 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 星川　義人 いのちの木クリニック
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 宮崎　大 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 吉岡　巌 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成22年2月20日・21日 中川　英範 帯広厚生病院
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 足立　靖 札幌しらかば台病院　
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 石垣　沙織 恵佑会札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 黒澤　光俊 北海道がんセンター 血液内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 小池　容史 恵佑会東病院
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 小平　純一 恵佑会札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 杉澤　憲 さっぽろ厚別通内科 内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 鈴木　左知子 北海道がんセンター 血液内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 澄川　宗祐 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 田口　大 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 塚越　洋元 恵佑会札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 辻榮　仁志 恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 箭原　元基 恵佑会札幌病院 歯科・口腔外科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 西田　靖仙 恵佑会札幌病院　 外科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 本田　亮一 札幌東徳洲会病院
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 松谷　亮 恵佑会札幌病院 泌尿器科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 明神　美弥子 恵佑会札幌病院 放射線科
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 柳　荘一郎 南郷医院
恵佑会札幌病院 平成22年3月20日・21日 山下　徹郎 恵佑会札幌病院 歯科・口腔外科
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 合田　尚之 合田内科小児科医院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 東　絵理子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 伊藤　伸大 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 庵原　秀之 医療法人　清田病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 浦野　明子 緩和ｹｱｸﾘﾆｯｸ恵庭
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 大須賀　崇裕 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 柳原　哲郎 えべつ神経内科 神経内科
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 鎌田　啓佑 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 川田　将也 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 桑原　博昭 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 古川　孝広 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 小林　由佳子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 近藤　仁 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 今野　信宏 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 志貴　美麗 KKR札幌医療センター
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KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 清水　泰行 医療法人　禎心会病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 小柴　茂 KKR札幌医療センター　
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 鈴木　信 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 住吉　徹哉 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 高橋　貴美子 札幌中央ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 田村　元 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 辻　靖 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 伊藤　芳恵 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 中村　雄一 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 中山　真規子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 藤井　知昭 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 御村　光子 NTT東日本札幌病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 宮田　遼 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 柳　将人 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 山口　正博 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 横山　晋也 KKR札幌医療センター　斗南病院
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 横山　文明 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年3月20日・21日 涌井　之雄 KKR札幌医療センター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 井須　和男 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 大沼　法友 市立千歳市民病院
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 笠井　麻希 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 小泉　明希 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 近藤　啓史 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 齋藤　美也子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 上徳　ひろみ 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 曽我部　進 北海道大学附属病院
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 髙橋　將人 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 中野　浩輔 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 永橋　立望 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 永森　聡 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 西山　典明 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 子野日　政昭 市立旭川病院
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 濱口　純 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 早瀬　英子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 前田　好章 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 三浪　圭太 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成22年4月24日・25日 米積　昌克 北海道がんセンター
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 井出　宏 旭川厚生病院
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旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 蝦名　康彦 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 及川　太 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 河村　勝義 独立行政法人国立病院機構　道北病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 佐藤　和広 佐久間病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 佐藤　智信 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 佐藤　昌巳 佐藤整形外科・胃腸科
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 柴田　好 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 須藤　隆次 旭川医科大学病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 日下　勝博 北海道立羽幌病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 西村　英夫 国立病院機構道北病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 橋本　和季 旭川神経内科クリニック
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 林　　敏 サンビレッジクリニック
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 藤兼　俊明 国立病院機構道北病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 古川　倫也 サンビレッジクリニック
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 本間　玲子 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 柳田　翼 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成22年5月15日・16日 渡邊　一哉 大西病院
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 市之川　正臣 市立釧路総合病院 外科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 大石　悠一郎 市立釧路総合病院 泌尿器科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 小野寺　馨 根室市立病院 内科・消化器内科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 金古　裕之 市立釧路総合病院 外科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 鎌田　　塁 市立釧路総合病院 臨床研修医師
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 國崎　　純 市立釧路総合病院 臨床研修医師
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 新藤　純理 市立釧路総合病院 泌尿器科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 髙坂　琢磨 市立釧路総合病院 外科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 髙橋　文彦 市立釧路総合病院 消化器内科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 髙橋　　誠 市立釧路国保阿寒病院 内科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 中畑　慶子 市立釧路総合病院 臨床研修医師
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 宮腰　浩世 市立釧路総合病院 耳鼻咽喉科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 葭本　愛香 市立釧路総合病院 臨床研修医師
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 米澤　和彦 市立釧路総合病院 消化器内科
市立釧路総合病院 平成22年5月29日・30日 米原　利栄 総合病院釧路赤十字病院 産婦人科
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 秋山　剛英 医療法人為久会　札幌協立病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 荒川　智宏 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 池田　貴美之 市立釧路総合病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 岡村　圭也 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 亀澤　秀水 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 久米田　幸弘 市立小樽病院
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札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 齋　圭太郎 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 佐々木　路佳 医療法人財団　養生館　苫小牧日翔病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 菅原　基 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 鈴木　肇 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 鈴木　悠史 小樽市医療センター
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 園田　範和 医療法人財団　養生館　苫小牧日翔病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 高橋　昌広 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 高橋　稔 医療法人為久会　札幌協立病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 寺門　洋平 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 中島　知明 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 藤原　葉子 勤医協中央病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 船越　徹 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 松本　晋一郎 同交会病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 三浦　基嗣 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成22年5月29日・30日 横尾　慶紀 市立釧路総合病院
北見赤十字病院 平成22年6月26日･27日 阿部　紘丈 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 有本　卓郎 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 伊藤　嘉行 小清水赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 上林　実 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 大野　広志 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 小野寺　耕一 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 金井　直樹 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 川上　憲裕 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 木村　広幸 遠軽厚生病院
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 佐々木　吉明 北見中央病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 常松　聖司 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 那須野　央 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 本間　栄志 本間内科医院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 村木　功 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 吉田　知恵 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成22年6月26日・27日 和田　哲治 北見赤十字病院　
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 飯塚 　幹也 北海道中央せき損センター（美唄）
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 磯　 　 淳典 えべおつファミリークリニック
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 内山 　久士 市立赤平総合病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 奥田 　謙一 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 韓　　 　　寧 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 坂井佐千子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 坂本　　　譲 砂川市立病院
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砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 竹中　 芳子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 堤　　　明人 滝川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 西山　 直隆 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 野村   友祐 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 長谷川雅一 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 花田   太郎 花田病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 廣海   弘光 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 文屋      学 文屋内科消化器科医院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 松江   弘一 市立美唄病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 丸山   啓介 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 水島   康博 市立芦別病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 森田   真也 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 柳瀬   雅裕 砂川市立病院
砂川市立病院 平成22年 7月 3日・4日 渡部   公祥 市立赤平総合病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 明田　克之 新札幌恵愛会病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 安達　政人 新道北口歯科
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 市川　瑞穂 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 稲村　直哉 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 加藤　貴司 北海道消化器科病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 栗林　和代 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 呉　達仁 北愛医院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 小松　嘉人 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 佐々木　清貴 北海道消化器科病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 佐々木　盛 愛全病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 佐藤　明 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 佐藤　正俊 医療法人資生会千歳病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 田中　明彦 市立札幌病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 田中　美奈子 こころのリカバリー総合支援センター
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 長　裕子 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 常松　泉 東栄病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 中西　一彰 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 中野　洋一郎 五輪橋内科病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 西部　正泰 医療法人社団　ひこばえの会　恵庭みどりのクリニック

北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 長谷　徹太郎 北海道大学病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 本間　久登 医療法人為久会札幌共立病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 前田　富與 札幌外科記念病院
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 宮本　英司 医療法人社団　宮本歯科
北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 結城　敏志 北海道大学病院
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北海道大学病院 平成22年7月10日・11日 葭内　朗裕 葭内歯科医院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 浅野　真 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 卯月　みつる 苫小牧市立病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 小栗　満 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 角　敏博 同樹会苫小牧病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 蒲牟田恭子 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 北原利博 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 小西　茂 苫小牧日翔病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 斉藤　美穂 勤医協厚賀診療所
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 坂本　和也 苫小牧日翔病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 田口圭介 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 舘山　美樹 苫小牧日翔病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 土居　忠 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 狭間一明 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 藤瀬幸保 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 南　伸弥 王子総合病院
王子総合病院 平成22年7月10日・11日 渡辺　政徳 苫小牧市立病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 赤澤　　修吾 函館赤十字病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 枝沢　　　寛 函館赤十字病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 児嶋　　哲文 函館中央病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 佐藤　　未来 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 菅原　　　俊 菅原内科クリニック
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 橋田　　秀明 函館中央病院
国立病院機構函館病院 平成22年7月19日・25日 山　　　 英仁 やま内科胃腸科医院
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 安部　達也 医療法人健康会くにもと病院 診療部長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 金子　茂男 北彩都病院 副院長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 岸野　宏貴 留萌市立病院 総合内科　後期研修医
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 齊藤　永秀 北海道社会事業協会富良野病院 研修医
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 佐藤　公輝 市立旭川病院 耳鼻咽喉科診療部長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 佐野　博昭 医療法人社団博彰会　佐野病院 院長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 高橋　慶太郎 市立旭川病院 研修医
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 垂石　正樹 市立旭川病院 内科診療部長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 飛世　史則 市立旭川病院 麻酔科医長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 平井　克幸 医療法人社団慶友会　吉田病院 内科部長
市立旭川病院 平成22年7月31日･8月1日 藤田　結花 国立病院機構道北病院 内科医長
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 浦木　健彦 手稲渓仁会病院 臨床研修部
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 及川　透 手稲渓仁会病院 小児歯科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 岡田　尚也 手稲渓仁会病院 外科



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 柏木　明 手稲渓仁会病院 泌尿器科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 金子　登 共愛会病院（函館） 内科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 熊谷　章 手稲渓仁会病院 泌尿器科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 酒井　基 手稲渓仁会病院 血液内科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 柴崎　晋 北海道がんセンター 外科（乳腺）
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 瀬野尾　智哉 勤医協中央病院 総合診療科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 竹中　裕 手稲渓仁会病院 産婦人科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 田中　育太 伊達赤十字病院 消化器科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 対馬　那由多 手稲渓仁会病院 耳鼻咽喉科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 豊島　雄二郎 手稲渓仁会病院 臨床研修部
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 永井　友基 手稲渓仁会病院 総合内科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 中村　透 手稲渓仁会病院 外科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 南野　佳英 手稲渓仁会病院 外科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 西迫 　良 手稲渓仁会病院 麻酔科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 野田　さや香 留萌市立病院 消化器科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 古堅　高之 手稲渓仁会病院 家庭医療科
手稲渓仁会病院 平成22年8月28日･29日 山田　和美 江別市立病院 総合内科
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 明石　浩史 北海道済生会小樽病院 内科　内科部長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 飯田　智哉 市立小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 越智　龍太郎 北海道社会事業協会小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 川端　規弘 岩内大浜医院 院長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 木谷　友洋 北海道済生会小樽病院 麻酔科　麻酔科部長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 郷田　善亮 市立小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 下段　光裕 札幌里塚病院 理事長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 立花　俊祐 市立小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 田中　道寛 市立小樽病院 内科　医長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 丁子　卓 北海道社会事業協会小樽病院 呼吸器科部長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 寺山　敬介 北海道社会事業協会小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 戸井　博史 恵み野病院 外科　部長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 檜垣　長斗 北海道済生会小樽病院 外科　外科医長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 樋口　はるか 市立小樽病院 泌尿器科
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 平山　眞章 北海道社会事業協会小樽病院 消化器内科　副院長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 毛利　学 市立小樽病院 泌尿器科　医長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 屋比久　孝 愛育病院 外科　副院長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 渡邉　義人 市立小樽病院 外科　医長
市立小樽病院 平成22年8月28日･29日 和智　純子 札幌医科大学 麻酔科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 石田　健介 旭川医科大学病院 呼吸器内科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 岩本　英孝 旭川医科大学病院 第３内科
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旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 上原　治朗 旭川医科大学病院 皮膚科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 大石　泰史 旭川医科大学病院 皮膚科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 岡田　政信 浜頓別町国民健康保険病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 小山内　裕昭 北海道社会事業協会富良野病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 片野　俊英 道北勤医協一条通病院 内科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 神田　浩嗣 旭川医科大学 麻酔・蘇生科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 北村　晋逸 名寄市立総合病院 産婦人科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 笹川　裕 留萌市立病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 富永　吉春 吉田病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 鳥海　尚久 旭川医科大学病院 小児科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 長坂　武 猿払村国民健康保険病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 成澤　恒男 医療法人社団　博彰会　佐野病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 西脇　邦彦 旭川医科大学病院 産婦人科
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 野田　雄也 留萌市立病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 原田　一道 医療法人社団　はらだ病院
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 藤﨑　吉文 クリニック　森の風
旭川医科大学病院 平成22年8月29日･9月5日 和久　勝昭 医療法人回生会　大西病院
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 石井　秀幸 釧路労災病院 耳鼻咽喉科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 今中　香里 釧路労災病院 リハビリ科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 江端　浩 釧路労災病院 内科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 大畑　多嘉宣 釧路労災病院 外科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 岡田　益彦 釧路労災病院 歯科口腔外科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 北川　浩彦 釧路赤十字病院 内科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 小林　清二 釧路労災病院 外科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 冨安　孝則 太平洋記念みなみ病院 内科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 堀　祐治 釧路赤十字病院 内科
釧路労災病院 平成22年9月18日・19日 三栖　賢次郎 釧路労災病院 外科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 内山　素伸 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 小泉　純一 函館五稜郭病院 耳鼻咽喉科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 小堺　　豊 函館五稜郭病院 整形外科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 児嶋　哲文 函館中央病院 外科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 小林　寿久 函館五稜郭病院 消化器科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 紺野　　潤 函館中央病院 内科
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 新谷　紀享 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 髙橋　洋平 函館五稜郭病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 早川　博樹 函館中央病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 早川　善郎 函館五稜郭病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 平口　悦郎 函館中央病院
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函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 松木　雅裕 函館五稜郭病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 水島　　豊 共愛会病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 宮越　祥子 函館五稜郭病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 山内　英敬 函館五稜郭病院
函館五稜郭病院 平成22年9月11日・12日 渡邉　　豊 函館中央病院
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 伊賀　勝康 勤医協苫小牧病院 総合内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 今井　浩之 いまい内科クリニック 内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 大石　さやか 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 神原　啓輔 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 櫛田　隆久 苫小牧日翔病院 消化器外科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 久保　公三 苫小牧市立病院 放射線科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 黒田　徹 苫小牧市立病院 耳鼻咽喉科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 小島　崇史 苫小牧市立病院 産婦人科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 小原　俊央 苫小牧市立病院 消化器内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 今野　哲朗 苫小牧東病院 内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 菅原　恵理 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 杉下　圭治 苫小牧市立病院 泌尿器科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 高橋　周作 苫小牧市立病院 内視鏡外科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 中野　剛 苫小牧市立病院 呼吸器内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 中村　聡 苫小牧市立病院 眼科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 花本　尊之 苫小牧市立病院 外科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 房川　眞太郎 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 藤咲　淳 苫小牧市立病院 内科
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 山本　晃代 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成22年10月2日・3日 山本　潤 苫小牧市立病院 耳鼻咽喉科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 阿部　清一郎 総合病院　伊達赤十字病院 消化器科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 一色　裕之 市立室蘭総合病院 消化器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 加藤　隆一 市立室蘭総合病院 泌尿器科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 金戸　宏行 市立室蘭総合病院 消化器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 久木田　和磨 市立室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 濱口　智大 市立室蘭総合病院 研修医
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 佐々木　賢一 市立室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 澤田　格 市立室蘭総合病院 呼吸器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 清水　淳也 市立室蘭総合病院 研修医
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 清水　晴夫 市立室蘭総合病院 消化器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 内藤　崇史 市立室蘭総合病院 消化器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 吉川　匠 市立室蘭総合病院 呼吸器内科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 藤井　重之 新日鐵室蘭総合病院 消化器科
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市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 本間　直健 新日鐵室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 皆川　和廣 皆川病院 外科・消化器科
市立室蘭総合病院 平成22年10月9日・10日 横山　洋子 母恋内科クリニック 内科・呼吸器内科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 秋山　有史 函館五稜郭病院 消化器外科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 安藤　牧子 函館おしま病院 ホスピス
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 今西　賢悟 市立函館病院 泌尿器科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 岡本　久美子 函館赤十字病院　 消化器科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 神原　悠輔 市立函館病院 臨床研修医
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 喜多村　圭 市立函館病院 放射線治療科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 鬼原　史 函館協会病院 消化器外科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 柴田　賢吾 市立函館病院　 臨床研修医
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 土屋　邦彦 函館中央病院 泌尿器科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 長渕　英介 町立中標津病院 院長　（外科）
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 西岡　嘉宏 市立函館病院 産婦人科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 曳田　彩子 松前町立松前病院 家庭医・総合診断医
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 平田　康二 函館赤十字病院 血液腫瘍内科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 八木田　一雄 松前町立松前病院 地域医療・内科
市立函館病院 平成22年10月16日・17日 横山　拓史 市立函館病院 消化器外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成22年10月9日・10日 秋津　秀樹 東札幌病院 内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成22年10月9日・10日 小西　和哉 ＮＴＴ東日本札幌病院 外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成22年10月9日・10日 二瓶　岳人 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 川俣　あかり 日鋼記念病院　 産婦人科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 齊藤　雅人 日鋼記念病院　 総合内科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 佐藤　弘太郎 本輪西ファミリークリニック 家庭医療科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 滝川　春奈 本輪西ファミリークリニック 家庭医療科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 竹浪　奈穂子 日鋼記念病院
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 田中　薫 洞爺協会病院 リハビリテーション科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 中川　貴史 寿都町立寿都診療所 家庭医療科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 仲山　明宏 いぶり腎泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 泌尿器科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 林　俊治 日鋼記念病院 外科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 檜森　亮吾 日鋼記念病院
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 福岡　英子 日鋼記念病院 麻酔科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 水野　貴行 日鋼記念病院 歯科口腔外科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 村山　友規 日鋼記念病院
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 安田　隆義 日鋼記念病院 緩和ケア科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 山田　充子 新日鐵室蘭総合病院 消化器科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 山本　哲郎　　　日鋼記念病院 健診センター
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 横山　和典 日鋼記念病院 消化器科センター



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 渡邊　憲弥 日鋼記念病院 外科
日鋼記念病院 平成22年10月16日・17日 小野　道洋 新日鐵室蘭総合病院 消化器科
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 相原　峰子 浦河赤十字病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 大井　雅夫 医療法人 為久会 五輪橋内科病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 大嶋　一正 やまはな歯科
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 加藤　　剛 留萌市立病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 立見　泰彦 社会福祉法人 天寿会 北海道リハビリテーションセンター

札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 西原　和郎 奥尻町国民健康保険病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 野村　克 渓和会 江別病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 濱田　修平 留萌市立病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 藤井　理美 北海道立羽幌病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 保木　寿文 留萌市立病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 水島　豊 社会福祉法人 函館共愛会 共愛会病院
札幌医科大学附属病院 平成22年10月30日・31日 森田　恒彦 恵み野病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 荒川　高志 医療法人 明日佳　岩見沢江仁会病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 伊藤　正美 医療法人 中央病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 伊藤　英恵 医療法人 健伸会　東町ファミリークリニック
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 大塚　義紀 北海道中央労災病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 大野　陽介 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 巖築　慶一 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 加藤　寛士 岩見沢市立総合病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 木村　清延 北海道中央労災病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 久保木　努 医療法人　健伸会　栗沢町美流渡診療所
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 黒川　健 みすまい診療所
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 佐々木　紀幸 栗山赤十字病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 中川　智徳 町立中標津病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 白間　信行 岩見沢市立総合病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 羽田　力 市立三笠総合病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 増川　丈児 市立三笠総合病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 村上　弦 医療法人 明日佳　岩見沢江仁会病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 吉田　祐一 医療法人　豊生会　東苗穂病院
KKR札幌医療センター 平成22年11月13日・14日 渡辺　雅弘 岩見沢市立総合病院
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 秋江　研志 市立札幌病院 呼吸器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 泉　寛志 市立札幌病院 呼吸器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 上野　芳經 留萌市立病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 遠藤　文菜 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 大島　隆宏 市立札幌病院 外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 上井　直樹 医療法人　河西外科病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 北岡　文生 本別町国民健康保険病院 外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 小池　祐太 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 駒木　亨 医療法人　桑園中央病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 佐藤　忠直 医療法人社団　豊生会　東苗穂病院 腎臓内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 篠島　弘和 医療法人社団　康仁会　中田泌尿器科病院
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 関　利盛 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 髙木　克 市立札幌病院 放射線治療科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 滝本　可奈子 勤医協札幌病院　 産婦人科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 豊田　宣彦 医療法人社団蘭友会　札幌里塚病院 外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 永坂　敦 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 中村　路夫 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 西川　秀司 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 藤田　弘之 市立札幌病院 消化器内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 堀内　勝己 市立札幌病院 形成外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 前田　拓 市立札幌病院 形成外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 前田　昌紀 市立札幌病院 耳鼻いんこう科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 三澤　一仁 市立札幌病院 外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 三品　泰二郎 市立札幌病院 呼吸器外科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 村橋　範浩 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 望月　端吾 市立札幌病院 泌尿器科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 山村　満恵 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 山本　聡 市立札幌病院 血液内科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 吉田　晴恒 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院消化器センター

市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 渡部　佐和子 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成22年11月20日・21日 渡邊　行朗 市立札幌病院 産婦人科

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

石橋　陽子 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

北井　秀典 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

木村　将吾 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

佐藤　大樹 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

鈴木　潤一 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

鈴木　那央 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

辻永　真吾 KKR札幌医療センター



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

直　　亨則 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

福家　聡 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

細川　亜美 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

松田　航 KKR札幌医療センター

KKR札幌医療センター
平成23年1月31日･2月8日･14
日･21日･3月5日

柳田　有利奈 KKR札幌医療センター

帯広厚生病院 平成23年2月19日･20日 五十嵐　絢子 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成23年2月19日･21日 猪子　和穂 帯広厚生病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･22日 馬詰　武 帯広厚生病院 産婦人科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･23日 大竹　節之 帯広厚生病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･24日 川見　弘之 北斗病院 消化器外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･25日 北守　茂 帯広厚生病院 総合診療科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･26日 黒須　博之 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成23年2月19日･27日 鯉沼　潤吉　 帯広厚生病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･28日 小窪　正樹 公立芽室病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･29日 鈴木　善法 帯広厚生病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･30日 谷口　雅之 おびひろ呼吸器内科病院
帯広厚生病院 平成23年2月19日･31日 津田　宏重 帯広厚生病院 脳外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･32日 奈良　枝里子 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成23年2月19日･33日 長谷　龍之介 帯広厚生病院 外科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･34日 藤丸　敦樹 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成23年2月19日･35日 森脇　征史 帯広厚生病院 産婦人科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･36日 山田　康介 更別村国民健康保険診療所
帯広厚生病院 平成23年2月19日･37日 山下　浩介 北斗クリニック 在宅医療科
帯広厚生病院 平成23年2月19日･38日 山本　真 帯広厚生病院 呼吸器内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･13日 泉　京子 勤医協中央病院　
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･14日 小笠原　俊実 医療法人尚仁会真栄病院 内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･16日 菊地　憲孝 勤医協苫小牧病院 内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･17日 久保　雄二 恵佑会札幌病院 歯科口腔外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･18日 蔵前　太郎 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･19日 小井戸　一光 医療法人　札幌がんフォレスト
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･20日 小林　秋人 医療法人社団延山会西成病院 診療部
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･21日 小村　好弘 恵佑会札幌病院 麻酔科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･22日 佐々木　一晃 小樽掖済会病院 外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･23日 伊達　拓子 東札幌病院 呼吸器内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･25日 吉川　智宏 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･26日 松本　岳士 恵佑会札幌病院 消化器内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･27日 三神　俊彦 東札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･28日 三原　大佳 東札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･29日 村井　紀太郎 勤医協中央病院　北海道家庭医療学センター



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･30日 山口　保 医療法人社団豊生会　東苗穂病院
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･31日 山﨑　成夫 恵佑会札幌病院 呼吸器・乳腺外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･32日 山本　雄治 医療法人浩仁会恵庭第一病院
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･33日 横山　和之 余市協会病院 外科
恵佑会札幌病院 平成23年3月12日･34日 渡邉　昭仁 恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 石井　生 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 岩城　久留美 KKR札幌医療センター斗南病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 上野　裕美 札幌医科大学附属病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 数馬　尚之 倶知安厚生病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 桂　有希 札幌北楡病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 上村　亮介 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 小山　敏樹 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 佐々木　剛志 KKR札幌医療センター斗南病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 塩田　充恵 札幌逓信病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 嶋口　万友 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 菅谷　文子 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 菅原　啓 定山渓病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 常見　幸司 常見医院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 津布久　崇 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 直江　和彦 直江クリニック
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 中村　文隆 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 藤田　昭久 札幌南三条病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 干野　晃嗣 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 前森　雅世 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 俣野　順 定山渓病院
手稲渓仁会病院 平成23年4月16日･17日 由崎　直人 KKR札幌医療センター斗南病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 秋葉　裕二 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 大谷　嘉己 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 折居　裕 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 折茂　達也 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 工藤　浩市 吉田病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 工藤　岳秋 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 稲垣　光裕 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 芝木　泰一郎 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 田中　一成 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 塚田　朗 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 中川　直子 勤医協ながやま医院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 西垣　豊 旭川医療センター
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 野田　祐未 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 鉾立　博文 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 松坂　法奈 旭川厚生病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 松田　英郎 ふらの西病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 森　達也 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 横山　寛 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年4月17日･24日 和田　靖 北星ファミリークリニック
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 安住　誠 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 入江　達朗 愛育病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 太田　孝一 江別市立病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 加藤　康夫 札幌しらかば台病院　
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 亀田　博 麻生外科クリニック
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 腰山　達美 ＮＴＴ東日本札幌病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 齋藤　亮 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 田原　正彦 札幌西円山病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 寺﨑　康展 町立中標津病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 長岡　康裕 時計台記念病院 消化器センター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 長佐古　友和 札幌北楡病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 中村　とき子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 原田　眞雄 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 原林　透 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 藤川　幸司 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 本城　信吾 小笠原クリニック札幌病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 女澤　慎一 札幌共立病院
北海道がんセンター 平成23年5月14日・15日 森　崇 北海道がんセンター
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 一井　雄二 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 大村　卓味 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 鎌田　晃嘉 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 小林　慎吾 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 静川　裕彦 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 直江　徹 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 永井　洋輔 斗南病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 西海　豊寛 札幌南三条病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 沼田　昭彦 市立旭川病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 秦　庸壮 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 三浦　尚友 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 平山　敦 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 本間　裕敏 札幌社会保険総合病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 松岡　伸一 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 宮川　麻希 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 山口　将功 市立札幌病院静療院
札幌厚生病院 平成23年6月11日・12日 若槻　百美 札幌厚生病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 寺本　賢一 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 椎名　伸行 市立釧路総合病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 竹田　倫子 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 西原　教晃 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 古川　真 総合病院　釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 我妻　康平 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 小松　克也 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 谷口　成実 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 熊谷　展国 市立根室病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 北　飛鳥 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 鈴木　一也 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 安孫子　宗典 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 伊藤　美樹 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成23年6月11日・12日 鈴木　俊也 総合病院　釧路赤十字病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 奥田　敏徳 王子総合病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 京極　典憲 王子総合病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 菅原　浩仁 王子総合病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 住田　瑞生 勤医協苫小牧病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 松田　洋平 王子総合病院
王子総合病院 平成23年6月18日･19日 吉田　司 王子総合病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 岩永　一郎 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 江上　将平 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 大原　正嗣 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 金　美善 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 近藤　桂一 北見赤十字病院　
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 紺野　靖 開成病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 長島　弘 佐呂間厚生クリニック
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 長間　将樹 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 花岡　知之 美幌療育病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 水沼　正弘 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 宮坂　大介 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成23年6月18日･19日 山口　晃司 北見赤十字病院
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 飯塚　さとし 北海道大学病院 耳鼻咽喉科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 今待　賢治 北海道大学病院 口腔診療内科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 遠藤　大介 北海道大学病院 婦人科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 岡本　哲郎 札幌共立五輪橋病院 消化器科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 小田切　哲二 北海道大学病院 婦人科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 川上　篤実 社会福祉法人札幌慈啓会　慈啓会病院
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 川畑　恵 東苗穂たんぽぽクリニック
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 川原田　陽 KKR札幌医療センター斗南病院
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北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 日下部　豊寿 北海道大学病院 咬合系歯科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 小西　徹夫 時計台記念病院
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 小林　良充 北海道大学病院 第三内科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 髙木　智史 札幌社会保険総合病院 消化器科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 髙橋　裕二 東札幌病院 緩和ケア科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 竹内　啓 北海道大学病院 腫瘍内科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 西川　就 医療法人訪友会さっぽろ在宅医療クリニック
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 濱野　貴通 勤医協中央病院 総合診療部
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 堀尾　卓矢 防衛医科大学校病院 外科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 堀田　彰一 医療法人彰和会北海道消化器科病院
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 森岡　正信 愛育病院 血液内科
北海道大学病院 平成23年6月25日･26日 吉本　良太 北海道医療大学病院 歯科口腔外科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 井上 大成 木古内町国保病院 消化器外科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 江本　 慎 市立函館病院 消化器外科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 岡　 俊州 函館五稜郭病院 消化器科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 蒲池 匡文 亀田病院 理事長（消化器内科）
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 菅野　将史 函館五稜郭病院 消化器外科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 志村　亮祐 市立函館病院 研修医
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 鈴木　俊顕 木古内町介護老人保健施設いさりび
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 根岸　秀明 市立函館病院 産婦人科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 原田　一顕 市立函館病院 消化器内科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 東出　侑子 市立函館病院 研修医
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 久居　弘幸 伊達赤十字病院 消化器内科部長
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 八木澤　允貴 市立函館病院 研修医
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 大和　弘明 市立函館病院 消化器内科
市立函館病院 平成23年7月9日・10日 宮澤　政義　 函館五稜郭病院 歯科口くう外科診療部長
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 當間　隆樹 道南ロイヤル病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 犬塚　宗希 八雲総合病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 迫田　智昭 八雲総合病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 嶋岡　修平 八雲総合病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 嵯峨　健広 国立病院機構八雲病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 石坂　昌則 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成23年7月9日・10日 野口　美紗 国立病院機構函館病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 板橋　彩 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 岩田　亮平 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 岡本　修平 市立稚内病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 小野　方正 市立稚内病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 菊地　陽子 旭川医科大学病院
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旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 佐藤　雅 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 澤谷　令兒 あさひクリニック
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 林　修也 滝上町国民健康保険病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 松田　卓也 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 水無瀬　萌 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 宮岡　陽一 市立稚内病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 森崎　龍郎 幌加内町国民健康保険病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 森田　一豊 名寄市立総合病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 山賀　昭二 士別市立病院
旭川医科大学病院 平成23年8月20日・21日 山下　亜貴子 名寄市立総合病院
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 石崎　彰 大西病院 消化器外科　部長
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 國枝　保幸 市立稚内病院 副院長（内科）
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 杉山　隆治 市立旭川病院 消化器内科　出張医
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 鈴木　崇祥 市立旭川病院 耳鼻咽喉科　出張医
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 相馬　学 市立旭川病院 研修医（麻酔科）
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 高野　博信 市立旭川病院 外科　出張医
市立旭川病院 平成23年9月3日・4日 西原　正幸 留萌市立病院 泌尿器科　部長
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 新井　孝志郎 函館五稜郭病院 形成外科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 五十嵐　哲祥 函館五稜郭病院 消化器内科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 岩渕　有紗 函館五稜郭病院 産婦人科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 垣内　晃人 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 鈴木　洋祐 函館五稜郭病院 呼吸器内科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 髙木　良雄 函館五稜郭病院 泌尿器科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 田中　惠 函館五稜郭病院 産婦人科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 中嶋　潤 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 中島　慎治 函館五稜郭病院 呼吸器外科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 野藤　誓亮 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 福田　昂一郎 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 舩渡　治 函館五稜郭病院 外科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 矢島　諒人 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 安田　尚美 函館五稜郭病院 研修医
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 保脇　雄介 松前町立松前病院 総合診療科
函館五稜郭病院 平成23年9月10日・11日 渡邊　俊貴 函館五稜郭病院 研修医
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 飯塚　桂司 市立釧路総合病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 石川　晶 道東勤医協釧路協立病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 近江　亮 釧路赤十字病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 岡澤　林太郎 医療法人太平洋記念みなみ病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 小野　仁 釧路労災病院
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釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 澤田　憲太郎 釧路労災病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 柴田　悠平 釧路労災病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 嶋﨑　康相 釧路労災病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 恒川　寛明 つねかわ歯科
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 冨安　孝則 医療法人太平洋記念みなみ病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 北南　和彦 釧路労災病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 村雲　雅志 釧路労災病院
釧路労災病院 平成23年9月17日・18日 安川　真一郎 市立釧路総合病院
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 植木　知身 市立室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 宇野　智子 市立室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 及能　拓朗 市立室蘭総合病院 初期臨床研修医
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 小坂　優 市立室蘭総合病院 初期臨床研修医
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 角　俊行 市立室蘭総合病院 呼吸器内科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 高田　さくら 社会医療法人日鋼記念病院 産婦人科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 永山　稔 市立室蘭総合病院 外科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 野尻　秀一 野尻内科消化器科クリニック 消化器内科
市立室蘭総合病院 平成23年10月1日・2日 宮尾　則臣 市立室蘭総合病院 泌尿器科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 市之川　一臣 ＮＴＴ東日本札幌病院 外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 白石　真大 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 土山　厚志 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 西尾　充史 ＮＴＴ東日本札幌病院 血液・腫瘍内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 松井　あや ＮＴＴ東日本札幌病院 外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成23年10月9日・10日 山本　卓宜 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 伊藤　義雄 勤医協上砂川診療所
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 蠣崎　文彦 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 方波見　謙一 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 佐藤　謙伍 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 柴田　豪 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 進藤　真理子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 仙葉　有紀 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 高橋　公平 たかはし内科消化器科クリニック
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 塚本　有彦 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 照井　浩也 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 永縄　由美子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 西野　峻 砂川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 野口　慶太 市立美唄病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 野口　淳史 滝川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 服部　将士 砂川市立病院
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砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 牧田　実 滝川市立病院
砂川市立病院 平成23年10月15日・16日 横田　良一 砂川市立病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 在原　洋平 KKR札幌医療センター　斗南病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 井上　幹朗 医療法人バークシャー　みき内科クリニック
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 今津　純夫 勤医協札幌西区病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 岩山　祐司 道立江差病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 木村　康利 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 佐々木　高明 旭川医科大学病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 水口　徹 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 谷口　雅人 小笠原クリニック札幌病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 土井　綾子 KKR札幌医療センター　斗南病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 中山　禎人 医療法人社団北海道恵愛会　札幌南三条病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 西家　極仙 医療法人社団　西家内科
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 沼田　佳苗 函館五稜郭病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 百島　尚樹 KKR札幌医療センター　斗南病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 藤田　朋紀 社団法人日本海員掖済会　小樽掖済会病院
札幌医科大学附属病院 平成23年10月15日・16日 本谷　雅代 札幌医科大学附属病院
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 小野　肇 日鋼記念病院 臨床研修医
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 加藤　紘一 日鋼記念病院 臨床研修医
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 木田　盛夫 本輪西ファミリークリニック 家庭医療科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 喜納　政哉 日鋼記念病院 外科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 今　沙織 日鋼記念病院 臨床研修医
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 渋川　圭介 日鋼記念病院 麻酔科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 鈴木　将裕 日鋼記念病院 産婦人科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 仙丸　直人 日鋼記念病院 外科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 長　靖 製鉄記念室蘭病院 呼吸器外科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 富田　雅義 日鋼記念病院 放射線科
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 樋口　まどか 日鋼記念病院 臨床研修医
日鋼記念病院 平成23年10月15日・16日 福島　悠希 日鋼記念病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 大橋　洋介 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 大畑　善寛 苫小牧市立病院 呼吸器内科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 大村　一将 苫小牧市立病院 内科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 木井　修平 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 代田　充 勤医協苫小牧病院 内科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 竹内　一郎 苫小牧市立病院 泌尿器科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 谷　道夫 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 中嶋　千紗 苫小牧市立病院 臨床研修医
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 福島　拓 苫小牧市立病院 消化器内科
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苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 宮本　秀一 苫小牧市立病院 消化器内科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 武藤　修一 苫小牧市立病院 消化器内科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 村元　勤 苫小牧市立病院 産婦人科
苫小牧市立病院 平成23年11月5日・6日 山本　知穂 苫小牧市立病院 内科
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 阿部　純子 北海道立子ども総合医療・療育センター 麻酔科　医長
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 越前谷　勇人 市立小樽病院 外科　医長
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 大平　将史 市立小樽病院 研修医
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 權藤　　寛 市立小樽病院 外科　医療部長
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 澤田　香織 本間内科医院 院長
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 松井　利憲 市立小樽病院 耳鼻咽喉科　医長
市立小樽病院 平成23年11月12日・13日 山下　　登 市立小樽病院 泌尿器科　医長
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 相山　健 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 宇野　元博 士別市立病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 佐藤　一也 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 庄中　達也 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 八藤　英典 恵心会　北星ファミリークリニック
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 府川　悦士 廣友会　吉田病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 前田　重明 旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成23年11月19日・20日 脇坂　和貴 旭川厚生病院
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 池田　研 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 今井　浩平 いまいホームケアクリニック
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 今井　良吉 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 岩本　圭祐 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 梅村　遼子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 老田　真佑子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 影本　開三 KKR札幌医療センター 斗南病院
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 笠井　雅子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 小林　一豊 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 小林　未来 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 豊山　奈保 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 中田　圭 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 POUDEL SASEEM KKR札幌医療センター 斗南病院
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 萩尾　加奈子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 服部　優宏 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 原谷　健太郎 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 藤村　悠 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 三野　和宏 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 森　尚子 江別市立病院
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KKR札幌医療センター 平成23年11月26日・27日 山根　真央 KKR札幌医療センター
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 伊志嶺　篤 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 内沢　政英 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 小笠原　真志 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 小田代　政美 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 樫山　基矢 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 勝田　琴絵 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 鎌田　英紀 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 河島　秀昭 釧路協立病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 川畑　秀伸 北海道大学 大学院社会医療管理学講座
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 菅藤　佳奈子 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 菅藤　賢治 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 後藤　剛 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 後藤　哲 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 佐賀　智之 札幌北楡病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 佐藤　くみ子 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 臺野　巧 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 高木　秀雄 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 高梨　節二 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 田村　裕昭 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 永沼　久夫 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 中野　亮司 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 早尾　博志 勤医協札幌西区病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 平野　浩 勤医協札幌北区ぽぷらクリニック
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 松毛　眞一 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 皆川　武慶 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 南　宏明 東苗穂病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 和田　耕一 勤医協中央病院
日本緩和医療学会 平成24年1月21日・22日 渡邉　喜久雄 勤医協札幌病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 今井　智之 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 宇田　智浩 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 菊池　英明 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 黒田　晶 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 小泉　洋一 十勝恵愛会病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 佐和　弘基 北斗病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 鹿野　泰邦 帯広光南病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 瀬川　美樹 十勝勤医協帯広病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 高島　雄太 帯広厚生病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 高村　圭 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 沼田　隆明 広尾国民健康保険病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 平松　一秀 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 古田　恵 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 松宮　寛子 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 村川　力彦 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 山崎　博之 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年1月28日・29日 山本　浩貴 帯広厚生病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 相坂　治彦 札幌社会保険総合病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 網塚　久人 札幌東徳洲会病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 飯田　善樹 飯田内科クリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 一木　崇宏 むかわ町国民健康保険穂別診療所
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 伊東　則彦 道立滝川保健所
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 今井　貴史 札幌南青洲病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 大西　幸代 札幌山の上病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 岡村　毅与志 介護老人保健施設コスモス
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 川畑　恵 旭町医院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 佐藤　総太郎 新琴似内科クリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 鈴木　眞一郎 鈴木内科循環器クリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 鈴木　素子 札幌鈴木病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 髙村　一郎 髙村内科医院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 武田　伸二 東町ファミリークリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 田村　佳久 倶知安厚生病院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 藤間　祐紀 新幌クリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 堀元　進 旭町医院
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 三木　敏嗣 みきファミリークリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 矢崎　一雄 静明館診療所
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 吉岡　和晃 緑愛クリニック
日本緩和医療学会 平成24年2月11日・12日 吉崎　秀夫 札幌在宅クリニックそよ風
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 伊藤　悠介 市立札幌病院 研修医
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 伊藤　梨里 ＫＫＲ札幌医療センター　斗南病院 研修医
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 内田　亜紀子 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 大川　由美 市立札幌病院 乳腺外科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 奥田　耕司 市立札幌病院 外科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 川西　譲児 川西内科胃腸科病院
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 菊地　一公 市立札幌病院 外科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 國枝 学 中田泌尿器科病院 副院長
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 小番　英裕 昂希内科クリニック



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 高畠　博嗣 札幌南三条病院
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 成田　有季哉 市立札幌病院 研修医
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 野﨑　綾子 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 早貸　幸辰 市立札幌病院 産婦人科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 山口　圭介 市立札幌病院 血液内科
市立札幌病院 平成24年2月18日・19日 和田　吉生 市立札幌病院 研修医
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 上村　志臣 恵佑会札幌病院 医科研修医
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 大橋　広和 恵佑会第２病院 内科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 嘉成　悠介 市立札幌病院 消化器内科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 木ノ下　義宏 恵佑会札幌病院 外科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 更科　岳大 旭川医科大学 小児科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 多羅澤　功 恵佑会第２病院 内科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 細川　周一 恵佑会札幌病院 歯科口腔外科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 山田　広幸 恵佑会札幌病院 医科研修医
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 吉井　新二 恵佑会札幌病院 内科
恵佑会札幌病院 平成24年3月10日・11日 淡川　照仁 同交会病院 内科
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 小野　雅人 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 柏倉　さゆり 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 川崎　達也 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 菅野　伸一 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 汲田　翔 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 倉本　倫之介 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 桑原　尚太 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 齋藤　雅恵 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 齊藤　良玄 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 嶋田　浩志 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 島野　敏司 町立中標津病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 田中　理恵子 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 手塚　誠 羅臼国民健康保険診療所
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 能代　究 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成24年6月2日･3日 廣瀬　裕子 市立釧路総合病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 新井　洋輔 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 今福　恵助 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 岩城　克則 小助川クリニック
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 江平　宣起 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 大友　元 広域紋別病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 小椋　啓 古屋医院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 長田　忠大 網走厚生病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 小田　陽一郎 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 合地　研吾 斜里町国民健康保険病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 小森山　弘和 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 佐々木　寛 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 瀧新　悠之介 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 田中　琢 おんねゆ診療所
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 千田　雄太郎 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 富田　薫 オホーツク勤医協北見病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 西澤　庸子 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 幅田　周太朗 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 平山　典保 丸瀬布厚生病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 松永　明宏 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 水島　健 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 森合　重誉 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成24年6月16日･17日 森本　一郎 北見北斗病院
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 泉里　豪俊 奥尻町国保病院
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 清水　秀和 木古内町国保病院
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 京田　有樹 函館五稜郭病院 泌尿器科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 小川　万梨絵 函館五稜郭病院 産婦人科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 福中　香織 函館五稜郭病院 産婦人科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 鍵谷　卓司 市立函館病院 研修医
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 佐々木　夢美 市立函館病院 研修医
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 長谷川　千恵子市立函館病院 リハビリテーション科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 赤澤　茂 函館中央病院 耳鼻咽喉科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 三井　潤 函館中央病院 外科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 田中　公貴 函館中央病院 外科
市立函館病院 平成24年7月21日･22日 河津　隆史 函館中央病院 泌尿器科
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 植村　尚貴 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 神山　直之 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 河合　典子 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 河井　康孝 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 北尾　研二 苫小牧澄川病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 北川　道生 苫小牧東部脳神経外科
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 定免　裕子 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 桧山　佳樹 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 細井　勇人 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 松野　鉄平 王子総合病院
王子総合病院 平成24年7月28日･29日 溝田　知子 王子総合病院
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王子総合病院 平成24年7月28日･29日 渡邉　幹夫 王子総合病院
国立病院機構函館病院 平成24年7月28日･29日 遠藤　正賢 医療法人社団遠藤内科医院
国立病院機構函館病院 平成24年7月28日･29日 伊藤　竜哉 北海道立江差病院
国立病院機構函館病院 平成24年7月28日･29日 高橋　瑞奈 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成24年7月28日･29日 長谷川　大 国立病院機構函館病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 安藤　高志 上川医療センター
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 大場　彩音 市立旭川病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 岡本　美穂 はらだ病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 福田　直樹 市立旭川病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 北田　正博 旭川医科大学
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 櫛引　敏寛 市立旭川病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 辻岡　敬介 沼崎病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 中西　研太郎 市立稚内病院　　
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 西村　泰一 市立旭川病院 歯科医師
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 野村　健太 市立旭川病院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 林　諭史 旭川医科大学
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 福田　昂一 旭川メディハイルペインクリニック
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 藤山　朋代 市立旭川病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 伊藤　淳 市立赤平総合病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 遠藤　哲史 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 太田　雄 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 小笠　壽之 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 後藤　郁美 一条通病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 鈴木　昭広 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 寳田　健平 遠軽厚生病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 武田　彰久 武田医院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 谷野　洋子 市立旭川病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 玉木　岳 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 長嶋　知明 はらだ病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 藤原　康博 富良野病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 星　　智和 中島病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 真口　昌介 真口内科小児科医院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 松本　成史 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 丸谷　巌 丸谷病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 森定　基裕 一条通病院
旭川医科大学病院 平成24年8月25日･26日 山本　憲二 旭川医科大学病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 三好　雅樹 三好歯科クリニック
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 宮本　大輔 北海道大学病院消化器外科Ⅱ
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北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 篠原　信雄 北海道大学病院泌尿器科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 水町　貴諭 北海道大学病院耳鼻咽喉科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 秦　浩信 北海道大学病院口腔診断内科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 原田　慶一 北海道大学病院放射線治療科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 加藤　達矢 北海道大学病院婦人科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 太宰　昌佳 北海道大学病院腫瘍センター
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 佐々木　尚英 北海道大学病院腫瘍センター
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 今川　博之 医療法人社団博栄会あさひ歯科クリニック
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 浦本　洋一 浦本歯科医院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 安斉　公雄 南札幌脳神経外科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 平木　則子 平木歯科クリニック
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 鈴木　伸和 医療法人社団伸孝会ていね泌尿器科
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 井原　博 クラーククリニック
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 沖津　正尚 おきつ歯科医院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 野呂　英行 医療法人英生会野幌病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 吉永　智彰 京極町国民健康保険診療所
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 東山　寛 仁楡会病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 津田　一郎 北晨会恵み野病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 豊田　裕 仁楡会病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 佐々木　英輝 帯広第一病院
北海道大学病院 平成24年9月1日･2日 今井　義男 医療法人社団愛誠会いとう歯科医院
市立旭川病院 平成24年8月18日･19日 佐久間　功 佐久間病院
釧路労災病院 平成24年9月15日･16日 石川　麻倫 釧路労災病院
釧路労災病院 平成24年9月15日･16日 梅村　真知子 釧路労災病院
釧路労災病院 平成24年9月15日･16日 小林　篤寿 釧路労災病院
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 久我原　明朗 くがはら内科クリニック　内科
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 今江　章宏 町立寿都診療所　家庭医療科
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 三浦　翔吾 製鉄記念室蘭病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 植村　慧子 製鉄記念室蘭病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 吉田　正宏 製鉄記念室蘭病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 渡部　宗一郎 製鉄記念室蘭病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 髙田　譲二 日鋼記念病院　外科
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 石川　桂子 日鋼記念病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 渡部　真裕子 日鋼記念病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 奥田　洋輝 日鋼記念病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 萩原　光 日鋼記念病院　臨床研修医
日鋼記念病院 平成24年9月15日･16日 比嘉　逸人 日鋼記念病院　臨床研修医
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 青柳　幸浩 手稲ロイヤル病院
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北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 荒谷　純 札幌緑愛病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 有倉　潤 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 上畠　寧子 岩見沢市立病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 大澤　崇宏 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 大場　洋子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 小笠原　俊一 南札幌脳神経外科
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 西川　尚 北海道立羽幌病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 佐川　保 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 佐藤　雅子 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 嶋田　知紗 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 杉江　広紀 LSI札幌クリニック
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 鈴木　岳 鈴木内科医院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 園田　博 手稲渓仁会病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 竹田　孝一 ていね泌尿器科
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 辻　優子 北海道労働保健管理協会
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 長尾　知哉 札幌徳州会病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 中田　匤信 札幌北楡病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 馬場　基　 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 水上　泰 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 三好　直基 みよしメンタルクリニック
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 森川　雅之 北広島病院
北海道がんセンター 平成24年9月16日･17日 矢部　勇人 札幌社会保険病院
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 青木　りら 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 安藤　太郎 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 今井　聡 函館中央病院　耳鼻咽喉科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 岩渕　恵理 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 宇津　裕章 函館五稜郭病院　産婦人科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 老松　寛 函館五稜郭病院　病院長
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 岡田　学 函館五稜郭病院　泌尿器科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 笠原　薫 函館五稜郭病院　消化器内科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 川俣　美帆 函館稜北病院　内科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 小渡　亮介 函館五稜郭病院　外科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 武田　大樹 函館五稜郭病院　外科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 千葉　高大 函館五稜郭病院　歯科口腔外科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 百貫　幸代 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 谷津　高文 函館五稜郭病院　消化器内科
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 山崎　智子 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成24年9月22日・23日 山本　圭佑 市立函館病院　耳鼻咽喉科
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札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 鈴木　恵士郎 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 打田　武史 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 下田　直彦 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 富岡　伸元 札幌社会保険総合病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 木村　睦海 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 大東　寛幸 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 森　孝之 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 乙黒　雄平 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 北川　翔 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 山口　晃典 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 松浦　洋介 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 伊藤　彰洋 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 佐藤　大輔 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 松本　健一 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 川村　大資 深川市立病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 石渡　義之 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 髭　修平 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 日高　野乃子 天使病院
札幌厚生病院 平成24年9月29日・30日 坂本　綾子 天使病院
市立室蘭総合病院 平成24年10月13日・14日 中垣　卓 市立室蘭総合病院　消化器内科
市立室蘭総合病院 平成24年10月13日・14日 佐藤　修司 市立室蘭総合病院　消化器内科
市立室蘭総合病院 平成24年10月13日・14日 山岡　歩 市立室蘭総合病院　初期研修医
市立室蘭総合病院 平成24年10月13日・14日 佐藤　宏 市立室蘭総合病院　初期研修医
市立室蘭総合病院 平成24年10月13日・14日 早馬　聡 製鉄記念室蘭病院　外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 西川 鑑 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 武田 紫 ＮＴＴ東日本札幌病院 血液腫瘍内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 浦 勝郎 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 水口 亜紀 札幌医科大学附属病院 麻酔科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 伊藤 直樹 ＮＴＴ東日本札幌病院 泌尿器科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 堀本 啓大 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 堀田 美紀 川西内科胃腸科病院 内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 西岡 井子 ＮＴＴ東日本札幌病院 放射線科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 谷口 由輝 川西内科胃腸科病院 内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 竹本 法弘 ＮＴＴ東日本札幌病院 外科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 真里谷 奨 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 橋本 みどり ＮＴＴ東日本札幌病院 呼吸器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 山田 稔 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 三浦 巧 ＮＴＴ東日本札幌病院 外科
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ＮＴＴ東日本札幌病院 平成24年10月13日・14日 秋山 貴由 札幌南三条病院 呼吸器内科
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 稲熊　良仁 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 羽廣　敦也 医療法人社団明生会　琴似ロイヤル病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 前佛　均 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 遠藤　高夫 社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 黒瀧　武洋 市立赤平総合病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 平野　嘉信 寿都町立寿都診療所
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 佐村　淳知 夕張市立診療所
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 庄田　英明 今金町国保病院
札幌医科大学附属病院 平成24年10月20日・21日 仲地　耕平 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 林　健児 富良野病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 渡部　秀雄 渡部医院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 松岡　伸悦 滝川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 佐藤　峰嘉 砂川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 前田　豪樹 滝川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 高橋　桂 砂川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 下郡　佳　 砂川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 金沢　亮 砂川市立病院
砂川市立病院 平成24年10月27日・28日 杉村　浩二郎 砂川市立病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 安達　秀樹 北海道済生会小樽病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 伊澤　功 手稲ロイヤル病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 石原　敏道 東札幌病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 磯部　健 札幌西円山病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 今井　陽子 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 宇土　有巣 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 奥宮　雅代 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 加藤　隆佑 社会福祉法人北海道社会事業協会　小樽病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 木村　雅美 北海道済生会小樽病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 永井　範子 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 中村　陽介 札幌西円山病院
手稲渓仁会病院 平成24年11月10日・11日 矢崎　弘志 発寒中央病院
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 松久　忠史 苫小牧日翔病院　　外科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 藤澤　正昭 藤澤産婦人科　産婦人科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 大友   　透 日高町立門別国民健康保険病院　循環器科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 橋本　玲奈 苫小牧市立病院　内科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 小西　康平 苫小牧市立病院　消化器内科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 江藤　和範 苫小牧市立病院　消化器内科
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 石黒　友唯 苫小牧市立病院　外科
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苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 三木　芳織 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 志智　俊介 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 仲野　一平 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 古御堂　純 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成24年11月10日・11日 吉田  祐一 苫小牧市立病院  臨床研修医
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 高村　毅典 帯広協会病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 東端　萌李 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 栗原　康太 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 村松　憲 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 谷村　瞬 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 棚橋　振一郎 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 瀨野　結 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 齋藤　崇宏 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 深谷　進司 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 秋川　和聖 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 友田　博行 帯広第一病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 松澤　文彦 帯広協会病院
帯広厚生病院 平成24年11月17日・18日 塩塚　実 忠類診療所
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 在間　和弘 恵庭第一病院　消化器内科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 菊地　未紗子 市立札幌病院　精神科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 後藤　学 恵み野病院　消化器内科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 菅原　照夫 市立札幌病院　産婦人科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 瀧　重成 市立札幌病院　耳鼻咽喉科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 武田　圭佐 市立札幌病院　外科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 豊原　隆 市立札幌病院　研修医
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 成松　直人 札幌緑誠病院　内科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 原　健人 市立札幌病院　研修医
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 藤田　與茂 市立札幌病院　消化器内科
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 藤屋　秀一 藤屋医院
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 宮田　遥 市立札幌病院　研修医
市立札幌病院 平成25年1月19日・20日 吉川　仁人 市立札幌病院　研修医
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 工平　美和子 恵佑会第２病院　内科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 黒住　章弘 恵佑会札幌病院　歯科麻酔科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 腰塚　靖之 札幌社会保険総合病院　外科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 瀧本　紘佑 恵佑会札幌病院　歯科口腔外科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 谷　安弘 札幌社会保険総合病院　外科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 茶木　良 済生会小樽病院　外科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 中川　隆公 札幌社会保険総合病院　外科
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恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 三上　惠理 天使病院　麻酔科
恵佑会札幌病院 平成25年3月2日・3日 三橋　洋介 恵佑会札幌病院　外科
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 安達　雄哉 市立小樽病院　消化器内科　医長
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 大須田　倫子 市立小樽病院　麻酔科
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 信野　祐一郎 市立小樽病院　泌尿器科　副院長
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 外園　正光 北海道社会事業協会小樽病院　研修医
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 竹藪　公洋 北海道社会事業協会小樽病院　呼吸器科
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 平田　翔 市立小樽病院　研修医
市立小樽病院 平成25年3月16日・17日 矢花　崇 市立小樽病院　消化器内科　医長
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 鈴置　真人 函館赤十字病院
外科
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 山科　哲朗 函館市医師会病院
消化器科
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 髙野　和哉 市立函館恵山病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 石塚　泰也 函館中央病院
産婦人科
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 木村　敬子 函館中央病院
産婦人科
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 南本　俊之 市立函館病院
形成外科
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 柴田　泰洋 市立函館病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 髙橋　佑美 市立函館病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 千葉　泰之 市立函館病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 成田　憲紀 市立函館病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 日笠　頌子 市立函館病院
市立函館病院 平成25年4月27日・28日 和田　朝香 市立函館病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 桑原　道弥 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 角江　昭彦 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 森　雅樹 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 髙橋　博之 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 柳原　志津妃 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 宮川　宏之 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 黒河　聖 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 森井　一裕 札幌共立五輪橋病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 佐藤　隆啓 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 赤池　淳 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 松本　哲 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 山本　貴寛 自衛隊札幌病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 髙橋　宏明 北海道医療センター
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 吉本　満 天使病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 岩崎　博 札幌厚生病院
札幌厚生病院 平成25年5月18日・19日 城野　早苗 札幌厚生病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 青柳　有紀子 総合病院 釧路赤十字病院
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市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 浅井　悠一郎 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 東　　正樹 総合病院 釧路赤十字病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 伊東　則彦 根室保健所
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 川上　裕次郎 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 福田　　篤 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 本間　賢太 市立釧路総合病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 松本　紗弥佳 釧路労災病院
市立釧路総合病院 平成25年6月1日・2日 棟方　　創 太平洋記念みなみ病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 海老澤　良昭 医療法人健康会　くにもと病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 及川　欧 旭川医科大学病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 岡田　尚樹 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 上村　利彦 上村産科婦人科医院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 川合　晴朗 北星ファミリークリニック
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 柴田　宏明 旭川医科大学病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 鈴木　茂貴 富良野協会病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 平　康二 旭川赤十字病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 塚田　和佳 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 福居　嘉信 市立旭川病院
旭川厚生病院 平成25年6月8日・9日 松田　佳也 旭川医科大学病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 青木　貴徳 JA北海道厚生連　遠軽厚生病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 江畑　加奈子 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 江畑　信孝 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 加藤　晶 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 佐藤　紀夫 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 杉浦　諒 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 堂下　和志 北海道立北見病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 宮谷内　健吾 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 山下　昇史 JA北海道厚生連　常呂厚生病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 山西　竜太郎 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 吉田　紗絵子 北見赤十字病院
北見赤十字病院 平成25年6月15日・16日 米澤　嘉朗 北見赤十字病院
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 酒井正人 王子総合病院
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 信濃秀希 新札幌聖陵ホスピタル
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 田中俊光 王子総合病院
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 能中　修 市立千歳市民病院
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 早坂尚貴 王子総合病院
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 藤澤正昭 藤澤産婦人科
王子総合病院 平成25年7月20日・21日 本間敏美 王子総合病院
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王子総合病院 平成25年7月20日・21日 山本　拓 王子総合病院
国立病院機構函館病院 平成25年7月27日・28日 高橋　弘 函館市医師会病院
国立病院機構函館病院 平成25年7月27日・28日 黒川　貴則 函館市医師会病院
国立病院機構函館病院 平成25年7月27日・28日 林　潤一 国立病院機構函館病院
国立病院機構函館病院 平成25年7月27日・28日 山吹　匠 国立病院機構函館病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 相澤　哲 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 秋本　貴子 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 阿部　計大 手稲家庭医療クリニック
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 石塚　広司 栗山赤十字病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 太田　桂一 倶知安厚生病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 北井　佐千代 倶知安厚生病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 熊谷　雅史 渓和会江別病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 児玉　芳尚 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 小橋　重親 渓和会江別病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 高本　秀二郎 渓和会江別病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 土畠　智幸 手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 平井　靖夫 定山渓病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 堀田　浩貴 済生会小樽病院
手稲渓仁会病院 平成25年8月27日・28日 水野谷　和之 手稲渓仁会病院
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 菊地　央 市立旭川病院　泌尿器科
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 黒田　光 旭川医療センター　呼吸器内科
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 佐藤　栄晃 市立旭川病院　歯科口腔外科
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 助川　隆士 市立旭川病院　消化器内科
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 竹内　祥子 たけうち内科循環器内科医院
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 田端　克彦 市立旭川病院　研修医
市立旭川病院 平成25年8月31日･9月1日 橋口　淳一 市立旭川病院　血液内科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 中田　智明 函館五稜郭病院　循環器内科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 中田　尚志 函館五稜郭病院　呼吸器内科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 正木　智之 函館五稜郭病院　耳鼻咽喉科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 磯山　響子 函館五稜郭病院　産婦人科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 柴森　康介 函館五稜郭病院　泌尿器科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 須藤　豪太 函館五稜郭病院　消化器内科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 伊藤　史恵 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 村山　公介 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 榮浪　洋介 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 菅原　早織 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 沼口　亮介 函館五稜郭病院　研修医
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 大槻　花恵 函館五稜郭病院　研修医
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函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 吉田　優一 木古内町国民健康保険病院　内科
函館五稜郭病院 平成25年9月7日･8日 中田　潤 函館五稜郭病院　研修医
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 小林　進 深川市立病院
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 坂下　建人 旭川医療センター
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 佐藤　裕基 旭川厚生病院
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 鷹架　博之 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 長谷川　公治 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 平田　結 旭川医科大学病院
旭川医科大学病院 平成25年9月7日･8日 山本　兼二 旭川医科大学病院
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 本間　舞子 日鋼記念病院　麻酔科
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 松浦　基樹 日鋼記念病院　産婦人科
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 梅津　弘樹 日鋼記念病院　初期臨床研修医
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 寺田　拡仁 日鋼記念病院　初期臨床研修医
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 半田　喬久 日鋼記念病院　初期臨床研修医
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 加藤　卓己 日鋼記念病院　歯科口腔外科
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 前岡　遼馬 日鋼記念病院　歯科臨床研修医
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 日笠　紘志 日鋼記念病院　歯科臨床研修医
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 安部　智之 製鉄記念室蘭病院　消化器・血液腫瘍内科
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 名越　康晴 寿都町立寿都診療所
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 石戸谷　裕樹 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 伊藤　舞 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 太田　拓児 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 大槻　雄士 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 倉茂　秀星 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 黒川　晶子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 仁平　寛子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 藤好　直 町立中標津病院
KKR札幌医療センター 平成25年9月14日･15日 前田　玲奈 町立中標津病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 岡元　一平 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 笠原　耕平 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 神廣　憲記 江別市立病院北海道家庭医療学ｾﾝﾀｰ
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 河合　義人 道東勤医協釧路協立病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 北山　浩光 斗南病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 行部　洋 伊達赤十字病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 久保　智洋 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 黒田　敬史 帯広協会病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 郷　俊寛 北海道社会保険病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 後藤　義郎 医療法人　清田病院
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北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 鈴木　崇史 帯広協会病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 相馬　有 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 高田　知子 KKR札幌医療センター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 出利葉　健太 北海道がんセンター
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 野呂　浩史 南平岸内科クリニック
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 羽二生　輝樹 北海道医療生協札幌緑愛病院
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 松田　諭 栄町ファミリークリニック
北海道がんセンター 平成25年9月22日･23日 長津　明久 北海道がんセンター
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 野田　実香 北海道大学病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 平井　啓介 北海道立羽幌病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 石嶋　漢 北海道大学病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 加賀谷　英俊 医療法人 彰和会 北海道消化器科病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 名倉　美樹 札幌南青洲病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 平間　知美 札幌道都病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 田中　孝直 医療法人 西の里恵仁会病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 佐藤　健彦 北海道医療大学病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 橋本　直樹 北海道大学病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 首藤　聡子 北海道大学病院
北海道大学病院 平成25年10月5日･6日 坂下　智博 北海道大学病院
日鋼記念病院 平成25年9月14日･15日 横川　和樹 日鋼記念病院　初期臨床研修医
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 斉藤　慶太 市立室蘭総合病院　外科
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 奥谷　浩一 市立室蘭総合病院　外科
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 山口　智佳 市立室蘭総合病院　初期研修医
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 北川　寛 市立室蘭総合病院　精神科
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 佐々木　基 市立室蘭総合病院　消化器内科
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 横山　佳浩 市立室蘭総合病院　初期研修医
市立室蘭総合病院 平成25年10月12日･13日 川瀬　寛 製鉄記念室蘭病院
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成25年10月5日･6日 川本　泰之 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成25年10月5日･6日 羽場　真 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成25年10月5日･6日 稗田　哲也 ＮＴＴ東日本札幌病院 研修医
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成25年10月5日･6日 堀内　伊織 医療法人　東札幌病院　緩和ケア科
ＮＴＴ東日本札幌病院 平成25年10月5日･6日 原　敬志 北海道中央労災病院　せき損センター 外科
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 齋藤　浩記 医療法人共生会　川湯の森病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 藤盛　真樹 釧路労災病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 新垣　雅人 市立釧路総合病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 吉川　剛平 釧路労災病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 臼井　葉月 釧路労災病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 北原　言 釧路労災病院
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釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 田中　英司 釧路孝仁会記念病院
釧路労災病院 平成25年10月12日･13日 本居　昂 市立釧路総合病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 田中　俊明 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 高田　茂 社会医療法人康和会　札幌しらかば台南病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 橋本　奈己 札幌南整形外科病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 石川　和真 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 岡川　泰 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 高田　弘一 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 河野　豊 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 石井　貴男 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 角谷　陽平 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 杉目　史行 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 佐藤　謙太郎 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 木川　昌康 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 北岡　慶介 小樽掖済会病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 里見　蕗乃 札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院 平成25年10月19日･20日 川本　雅樹 札幌医科大学附属病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 中村　順一 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 甲谷　太郎 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 坂本　沙織 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 猪狩　智生 滝川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 岡崎　加代子 滝川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 岩渕　敬介 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 田仲　大樹 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 菊地　弘展 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 後藤　秀輔 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 氏家　綾子 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 高橋　宏征 砂川市立病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 伊藤　清高 北海道中央労災病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 酒井　博司 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 鈴木　康秋 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 山下　孝典 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 福田　直也 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 杉山　祥晃 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 芹川　真哉 名寄市立総合病院
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 岩田　周耕 名寄市立総合病院　研修医
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 瀧本　理子 名寄市立総合病院　研修医
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 澤口　裕二 士別市立病院
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名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 筒井　真博 名寄市立総合病院　研修医
名寄市立総合病院 平成25年10月26日･27日 野澤　明美 名寄市立総合病院
砂川市立病院 平成25年10月19日･20日 吉谷　敬 北海道大学病院
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 八反田　文彦 苫小牧市立病院　内科
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 志智　俊介 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 土田　晃輔 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 平田　幸司 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 清水　福太朗 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 石田　航平 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 永井　孝輔 苫小牧市立病院  臨床研修医
苫小牧市立病院 平成25年11月16日･17日 横山　翔大 苫小牧市立病院  臨床研修医
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 佐土根　朗 北斗病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 坂東　伸幸 北斗病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 酒井　俊 帯広第一病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 中村　琢弥 更別村国民健康保険診療所
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 高瀬　崇宏 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 日高　大輔 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 千葉　健太郎 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 梅本　一史 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 土田　和久 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 八木　優樹 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 小熊　昴 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 菊池　遼 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 城崎　友秀 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 柳澤　結希 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 江口　克紀 帯広厚生病院
帯広厚生病院 平成26年1月25日・26日 大熊　一豊 大熊歯科医院
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 宮地　佐栄 慈啓会病院　内科一般
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 松向寺　孝臣 千歳桂病院　精神科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 佐藤　進一 川西内科胃腸科病院
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 福澤　信之 市立札幌病院　腎臓移植外科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 奥村　真佑 市立札幌病院　精神科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 田中　博 市立札幌病院　泌尿器科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 鈴木　誉也 札幌在宅クリニックそよ風
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 加藤　慧 小樽協会病院　産婦人科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 荒井　宗大 小樽協会病院　産婦人科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 高田　秀樹 市立札幌病院　精神科
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 近藤　知大 斗南病院



主催者 開催年月日 氏名 所属（医療機関） （部署等）

市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 佐藤　智香 市立札幌病院　研修医
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 斉藤　健太郎 市立札幌病院　外科　研修医
市立札幌病院 平成26年2月15日・16日 筬井　泰江 札幌医科大学　皮膚科
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 飯渕　典子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 市川　隆裕 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 伊藤　聡司 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 岩城　豊 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 梅本　浩平 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 片山　知也 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 菅野　由岐子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 後町　俊夫 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 高島　史樹 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 永田　学 西岡病院
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 水柿　祐子 KKR札幌医療センター
KKR札幌医療センター 平成26年2月22日・23日 渡邊　愛子 KKR札幌医療センター
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 旭　火華 市立小樽病院　外科　
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 今井　章仁 市立小樽病院　形成外科　主任医長
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 大槻　郁人 市立小樽病院　麻酔科
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 金子　躍人 市立小樽病院　研修医
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 佐々木　幹人 札幌医科大学　整形外科　助教
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 塩泡　孝介 市立小樽病院　研修医
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 髙橋　一成 市立小樽病院　泌尿器科
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 髙村　一郎 髙村内科医院　院長
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 藤本　秀太郎 市立小樽病院　研修医
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 宮島　正博 札幌医科大学　呼吸器外科　助教
市立小樽病院 平成26年3月8日・9日 山口　泰之 市立小樽病院　研修医
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 大野　敬祐 小樽掖済会病院　外科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 岡原　聡 恵佑会第２病院　内科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 北田　順也 札幌医科大学附属病院　第３内科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 高後　友之 恵佑会札幌病院　歯科口腔外科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 小林　智治 恵佑会札幌病院　泌尿器科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 齊藤　正人 札幌医科大学　放射線医学講座
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 佐々木　直美 H・Nメディック　腎臓内科、透析科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 髙梨　訓博 小樽掖済会病院　消化器病センター
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 高橋　守 札幌医科大学附属病院　呼吸器・アレルギー内科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 中田　健生 札幌医科大学附属病院　放射線治療科
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 堀　司 札幌医科大学附属病院
恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 森　潤也 天使病院　初期研修医
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恵佑会札幌病院 平成26年3月15日・16日 山本　雅樹 札幌医科大学附属病院　小児科

平成26年3月末現在　修了者総数　2,177名


