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 研修医紹介 

大森（石垣） 沙織（北海道大学医学部卒） 

平成 18年 4月～平成 19年 3月  

北海道大学医学部付属病院前期研修医（2年目）として勤務 

平成 19年 4月～平成 20年 3月 

後期研修医として内科勤務、北海道大学医学部付属病院第三内科（現消化器内

科）入局 

 

「市立稚内病院での後期研修を終えて」 

北海道大学大学院医学研究科 消化器内科学分野 大森沙織 

 

毎年異動の時期になると、地吹雪の中、車を運転して稚内に赴任した日のことを

思い出します。前任地の札幌では雪も解け、春の陽気に浮かれていたのに、稚内は

まだ真冬並みの天候でした。心折れるところですが、希望に満ち溢れていた当時の

自分は、そんな悪天候にもわくわくしました。ただ「最果ての地に行ってみたい」

というだけで希望したのですが、振り返ってみると市立稚内病院での勤務は初期研

修を行う利点がたくさんありました。 

 グループ体制が組まれていますので、一人ぼっちで診断・治療に頭を悩ますこと

はありませんでした。腹部エコーをやったことない、糖尿病の患者さんを一から診

たことない、除細動器を使ったことないなどなど・・・一人での診療は不可能な状

態で行くのですが、上級の先生が手技の指導から診断のアドバイスまでして下さ

り、主治医として診療していくことができました。 

 またこちらの病院では多岐にわたる多くの救急症例を経験することができます。

宗谷地区の基幹病院として一次から三次までの救急を担っており、さまざまな疾患

について初期診断、初期治療にあたることができました。症例数も非常に多く、転

倒した人の頭を縫ったと思えば、心肺停止の患者さんが搬送されてきて蘇生し、吐

血の患者さんに内視鏡をする、なんてことが一晩に起こります。 

 稚内での生活は on だけでなく、off も非常に充実したものでした。自然環境が

すばらしく、休みの日にはサロベツ原野から利尻富士を眺めたり、利尻・礼文に渡

り登山やハイキングを楽しんだり、宗谷丘陵までドライブしたりと道北の自然を堪

能できます。手軽にスポーツをすることもできます。夏のゴルフやテニスだけでな

く、市内にはカーリング場もあるため、もちろん初心者ですが、リーグ戦のチーム

に参加させて頂き楽しむことができました。 

 私は、今は大学に戻り臨床の他、学生指導にも携わっていますが、回ってきた学

生さんや研修医の先生達には、稚内での研修を勧めています。忙しさや心細さから

故郷が恋しくなることがあったとしても(私は一切ありませんでしたが)、研修を終

える頃には、少し診療ができるようになったかな、という何となくの実感と、多忙

な施設で研修をやりきった充実感が残るはずです。      
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國枝先生と津田先生（市立札幌病院前期研修医、地域医療枠）と一緒に利尻登山 
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研修医紹介 

宮岡 陽一（鳥取大学医学部卒） 

平成 22年 4月～平成 24年 3月 

前期研修医として勤務 

 

平成 24年 4月～平成 25年 3月 

後期研修医として外科勤務 

平成 25年 4月～ 

北海道大学医学部付属病院消化器外科分野Ⅰに入局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛タンがおいしい「ます助」で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           サハリン州 ユジノサハリンスク 

『病院見学』で行ったレーニン像 
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研修医紹介 

田中 宏典（自治医科大学） 

平成 22年 4月  

市立札幌病院前期研修医（2年目）として地域医療枠で勤務 

平成 23年 4月～平成 24年 3月  

後期研修医（3年目）として外科に勤務 

 

「市立稚内病院での後期研修を終えて」 

自治医科大学 北海道 32期卒    田中 宏典 

 

私は自治医大卒業生として、卒後僻

地勤務の一年目として市立稚内病院に

て研修をさせていただきました。志望

の外科にて、一年間指導医のもとで手

術のスキルや周術期管理だけでなく、

救急患者や急性期の集中治療について

も広く深く勉強させていただきまし

た。毎週一回、内科医師との合同カン

ファレンスを設け患者紹介や意見交換

を行っており、非常にフレキシブルな

チーム医療を展開しています。また他

科医師への相談や連携をとりやすい環

境にあるため、日常診療だけでなく当

直中も決して孤立することなく診療を

行うことができます。 

宗谷管内、利尻や礼文からの患者さんも多く受診され、時には緊急患者さんも搬

送されて来ますので、非常に豊富な症例を経験することができます。また私のよう

な経験年数の浅い医師は特に多くの先輩医師の指導を独り占めにできますので、お

そらく初期臨床研修として選択した場合も間違いなく有意義な期間を過ごせるで

しょう。 

さらに、夏期に 1週間ほどサハリンの病院を見学に行くことができます。フェリ

ーで海を渡り、欧米とはまた少し異なるロシアの臨床現場を見ることができる魅力

的な研修です。 

地域では心暖かい人が多く、また新鮮な魚介など美味しい食べ物も豊富です。 

勤務先、あるいは研修先として興味をお持ちの方は、少し遠いですが、是非一度見

学に来てみて下さい。 

サハリンの病院見学 
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研修医紹介 

竹内  肇（旭川医科大学） 

平成 26年 4月～平成 28年３月 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

「臨床研修１年目を終えて」  ～～最北端研修のススメ～～           

   市立稚内病院  研修医   竹内  肇 

  

 市立稚内病院 研修医（2 年

目）の竹内です。当院での臨床

研修について、その魅力を皆さ

んにお伝えできたらと思い筆を

とりました。 

そもそも、私が市立稚内病院

を研修先として選んだ理由です

が、大きく分けて次の 3 点から

でした。１点目は、実際に手技

を行う機会が多そうであったこ

と。２点目は、病院見学時、診

療科の枠にとらわれない自由な

雰囲気が医局内に感じられたこ

と。３点目は、指導を受けたい

先生がいらしたこと。 
 

実際に研修が始まって、私が感じた直観は間違っていなかった！と実感していま

す。 研修医の数が少ないため手技を実践できる機会にあふれており、 

一方で「さぁ、やってみろ」的な指導はなく、事前のレクチャーや終了後のフィ

ードバックも充実しているので、短期間でレベルアップできる環境が整っています。 

しかも、医局内の距離感が近いため診療科間の連携がよく、その恩恵にあずかっ

て研修医の私でも、疑問があったり解決困難な課題に直面した時には、全ての診療

科の先生が気軽に相談にのってくださいます。各科の専門的な立場から指導してい

ただけるので、研修先の診療科にとらわれない多様な経験が可能で、常に成長でき

る機会に恵まれています。 
 
このほか、昨年は学会参加・発表（北は札幌、青森、金沢、東京）したり、北海

道大学病院 etc.で短期研修（３か月間）する機会もいただきましたし、今年も利尻・

礼文での離島研修が予定されていたりと、院内外での充実した研修プログラムが用

意されています。 
 
整った研修システムはあるが（研修医が多くて）実際に経験できる機会の少ない

大学病院・有名研修病院、経験機会は多くても指導内容に恵まれない地方病院、い

ずれにも物足りなさを感じる方は、ぜひ、一度見学に来て当院の魅力を実感して頂

ければと思います。 

他院とはひと味違った研修医生活が待っていますよ！！ 

 

 

上勇知診療所にて巡回診療

の病院見学 
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  平成 26年 8月 26日 北海道医療新聞より 
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研修医紹介 

宮内 琴菜（旭川医科大学） 

平成 28年 4月～30年 3月 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

「日本最北端の地からのはじまり」             

     市立稚内病院 研修医  宮内 琴菜 

 

  
 

 

 
 

まずは立地です。当院で研修すれば間違いなく日本最北端の研修医
になることができます。病棟の窓からは海が見え、反対側の窓からは山が見えま

す。休日は登山も魚釣りも山菜取りもカーリングもスキーもできます！ 

もちろん食べ物も美味しいです、魚好きな人は幸せな２年間を過ごせるは
ずです。 

 

症例は種類も数も多いです。 

総合病院が近くにないので、本当に何でも来ます。 

研修医が少なすぎるので症例の取り合い、手技の 

取り合いが起こりえません！ 

当院は常勤医師のいない診療科もありますが、 

北海道大学病院や名寄市立総合病院も選択 

可能なため全く心配いりません。 

みなさんこんにちは！市立稚内病院 研修医の宮内

琴菜と申します。 

さて、当院のホームページを見ているということは普

通とは一味違う研修がしたい！と考えていませんか？ 

〔市立稚内病院 屋上からの風景〕 

 
整形外科医 70cm級のイトウ とったどぅ～ 
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研修医が少ない（現在は 1 年目 1 人 2 年目 0 人）ので選択したい科が選択

できないということも起こりません。好きな科を好きな順番で好きな期間選択でき

ます。まさにオーダーメイドです。待遇もいいですよ。 

当院は研修医でも常勤です！いろいろと書きましたが一番大切なのは自

分に合うか合わないかですよね。街や病院の雰囲気も来ないとわからないのでぜ

ひ一度見学に来てみてください。お待ちしています。 
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研修医紹介 〔研修医 ２年目〕  

矢口 陽介 〔出身大学 旭川医科大学〕 

平成 29年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

研修医紹介 〔研修医 ２年目〕 

寺林 博之 〔出身大学 旭川医科大学〕 

平成 29年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

〔出身大学 旭川医科大学〕 

 

研修医紹介 〔研修医 ２年目〕 

髙橋 裕貴 〔出身大学 旭川医科大学〕 

平成 29年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

 

 
 小学生６年生を対象に『夢は医者!未来を拓く講演会』を行う３名の研修医!! 
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平成 29年度 始めて開催開催した中学生 医療探検講座の風景 

 

 

 

 

 

研修医と中学生との集合写真 
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研修医紹介 〔研修医 １年目〕 

大塚 勇太郎 〔出身大学 旭川医科大学〕 

 

平成 30年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

研修医紹介 〔研修医 １年目〕 

岡崎 太祐 〔出身大学 東北大学〕 

平成 30年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

研修医紹介 〔研修医 １年目〕 

上坂  司 〔出身大学 旭川医科大学〕 

平成 29年 4月～ 

市立稚内病院 前期研修医として勤務 

 

 


