
２０２３ 年度

臨床研修医募集要項

北海道社会事業協会富良野病院
（略称：富良野協会病院）



• 富良野二次医療圏（富良野市、上富良野町、中富良
野町、南富良野町、占冠村）のセンター病院

• 病床数255床（一般195、療養56、感染4）

• 診療科

内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、小児科、
外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、耳鼻
咽喉科、眼科、心臓血管外科、乳腺外科

• 関連施設

介護老人保健施設ふらの

富良野協会病院は

地域センター病院 救急指定病院（二次救急）

労災指定病院 地域周産期母子医療センター

災害拠点病院 へき地医療拠点病院
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病院はＪＲ富良野駅の
すぐ裏にあります

〒076-8765
富良野市住吉町1-30
℡0167-23-2181

富良野市は北海道
のまんなか、おへその
位置にあります

道路距離
旭川市街地：55km
旭川医大：53km
旭川空港：49km

札幌からのアクセス
も意外と便利です
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玄関ホール

外来センター エレベーターホール

平成19年5月に新築移転したきれいな病院です

病棟洗濯コーナー病棟個室

病院全景
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人工透析センター 内視鏡センター

救急センター

各種センターも充実しています

病棟内手洗い場

感染病棟

感染対策に
力を入れています
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院内学級 小児科プレールーム
（病棟保育士常駐）

リハビリテーション
作業療法室（小児用）

こどもをみる体制はしっかりしています

医局ラウンジ 研修医室 医局図書室

医局は憩いと勉強の場

屋上庭園院内売店

病院で過ごす時間を快適に
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プログラムの目的と特徴

当院は、富良野二次医療圏のセンター病院であり、唯一の総合病院です。また、富良野地域の

時間外救急医療は開業医の協力を得て、当院救急センターにおいて行っています。したがって、

当院は一次から三次医療に至る偏りのない豊富な臨床症例を有します。初期研修医が「一般的な

診療において頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につ

ける」という基本理念を実現できる場として、当院は適しています。

また、当院は地域に密着した中規模病院です。常勤医師の人数は多くはありませんが、逆に各

科の壁のない医療ができます。富良野は、農業と観光を基盤とした地域で、住民の気質も穏やか

なたいへん住みやすいところです。患者さんの顔が見える医療、地域の人々とふれあえる医療を

経験したい方には、充実した時間が過ごせると思います。

本プログラムは、基幹型病院である当院を中心に、複数の協力型病院および協力施設での研修

も含めて構成されています。次のページに示すプログラムは１例です。個人の希望に応じて、オー

ダーメイドのプログラムを作ることができるのが当院の特徴です。

基幹型病院

富良野協会病院

協力型病院

旭川医科大学病院
旭川厚生病院（産婦人科）
博友会北の峰病院（精神科）
ふらの西病院

協力施設

内海内科クリニック
北海道富良野保健所
介護老人保健施設ふらの
上富良野町立病院

内海内科クリニック
博友会北の峰病院

介護老人保健施設ふらの

旭川医科大学病院

ふらの西病院

当院と旭川医科大学病院とのたすきがけ研修（逆たすきがけ研修も）が可能です。
例えば、１年次は旭川医大病院で内科、救急、麻酔科などの研修を行い、２年次に
当院の自由度の高いプログラムを活用して希望の科の臨床力を磨くこともできます。

上富良野町立病院
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初期研修プログラム
１年次（例）

• 内科系（内科、循環器内科、消化器内科）は計６か月を１年次に行います。

• 麻酔科は出張体制なので、旭川医科大学病院における３カ月間（麻酔2ヶ月、救急

部1ヶ月も可）の研修となっています。

２年次（例）

地域医療：ふらの西病院、内海内科クリニック、いんやく小児科クリニック

自由選択：皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、総合内科、消化器内科、循環器内科、

小児科、外科、整形外科、泌尿器科（透析）、産婦人科（当院、旭川厚生

病院）、精神科（博友会北の峰病院）、介護老人保健施設ふらの、

北海道富良野保健所、

当院には剖検室があり、旭川医科大学病理学講座腫瘍病理分野の協力を得て、院
内で病理解剖、臨床病理検討会（CPC）を行う体制を整えています。また、旭川医科大
学付属病院病理部の臨床病理検討会（CPC）に参加しレポートを提出することで履修す
ることも可能です。

• ２年次の自由選択については、期間は特に定めません。研修目標をきちんと履修

できるよう柔軟に対応します。（例えば数日～１週間という期間設定も可能）

内科 小児
救急消化器

内科
循環器
内科

麻酔科
（旭医） 旭医

外科

精神
(北の峰)

地域 自由選択救急産婦

• 2020年度から必修分野となった小児科、外科、産婦人科は常勤医がいて当院

で研修できます。精神科は富良野市内にある北の峰病院で研修します。

• 当院における救急研修では、救急患者の多い何らかの科（内科系、小児科、

外科、整形外科、泌尿器科など）に所属します。

• 初期研修医2年目から当直を行います。その際は、上級医のバックアップを受

けます。
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研修医の教育

（１）初期研修医対象勉強会

毎週金曜日 午後6時から（第一会議室）

研修医に必要な各科の知識、技術、救急に関する話などのほか、感染症対策

や臨床統計など。研修医が、臨床面に関する総合的な力をつけることができ

るように計画しています。

（２）富良野医師会主催学術講演会

年間１１回 （富良野市内のホテル、コロナ流行中はWEB講演）

全国の大学教授などのスペシャリストを招きます。

（3）富良野医師会症例検討会

年１回、研修医は症例報告を行う （病院大会議室）

（4）富良野協会病院研究発表会

年１回、研修医は症例報告あるいは臨床研究発表を行う （病院大会議室）

（5）その他

CARE NET TV on demand、

研修医室にある医学用ＤＶＤなど

当院研修プログラムの研修評価は、国立大学病院長会議オンライン卒後臨

床研修評価システム運営委員会と大学病院医療情報ネットワークにより共

同開発されたオンライン卒後臨床研修評価システム（Minimum EPOC）を使

用して行います。Minimum EPOC は、インターネットを利用した研修評

価・管理システムで、研修医による自己評価の入力・参照機能、指導医に

よる研修医の評価の入力・参照機能を有しています。

研修医の評価
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地域医療貢献実習
• 富良野協会病院が主催する独自の地域医療実習です

• 都合の良い5日間（月-金）に富良野市内の医療機関（主に当院）におい
て医療実習を行うとともに、地域における健康教室の講師を担当します

• 健康教室は、富良野市の保健師の指導のもと、学生自身が内容を考え
て決めます（平成26年度のテーマは認知症）

• 医療面のみならず、住民との交流などを通して地域の実際を理解しても
らうことも目的です

• この実習に要する宿泊費、食費、交通費（道内）の学生の負担はなく、か
つ奨学金5万円を支給します

• 道内の医学生のみならず、広く全国からの医学生の参加も歓迎します
（交通費に関しては上限があります）

認知症に関する健康教室

北海へそ祭り富良野協会病院チームに参加
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常勤医師（2022年4月）
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科 氏 名 卒業年

内科 福浦 愛（旭川医科大学富良野地域医療教育センター） Ｈ27

内科 荒井俊夫 Ｈ19

消化器内科 西川浩司 Ｈ5

消化器内科 佐藤 允洋 H28

消化器内科 齊藤 成亮 H28

消化器内科 小野田 翔 H30

小児科 角谷不二雄 （院長）（プログラム責任者） Ｓ59

小児科 藤保洋明 （研修管理委員会委員長） S62

小児科 大久保 仁史 Ｈ10

小児科 小野田 ひかる R2

外科 藤原康博 Ｈ3

外科 渡邉賢二 Ｈ16

外科 山本 寛大 Ｈ28

外科 氏家菜々美 Ｈ31

泌尿器科 沼田篤 Ｈ3

泌尿器科 恒川 良兼 Ｈ26

泌尿器科 畠山 翼 R2

整形外科 矢倉幸久 Ｈ1

整形外科 佐藤剛 （研修管理委員会副院長） Ｈ20

整形外科 見田 貴弘 Ｈ31

産婦人科 堀保彦 Ｓ53

産婦人科 石川雅嗣 Ｓ58

初期研修1年目 敦賀 梨帆 Ｒ3
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令和5年度臨床研修医募集要項

• 応募人員 2名
• 待遇

1）手当 1年次 月額55万円 2年次 月額59万円
（２年次にはさらに当直手当も加わります）

2）各種保険に加入
3）有給休暇 1年次 16日 2年次 20日
4）宿舎 あり （広いアパートで快適に過ごせます）

• 募集締切 令和4年9月10日(金)

• 選考日 令和4年6月以降随時

• 選考方法 書面審査、面接

• 採用通知 マッチング結果により通知

• 申込照会先
〒076-8765 富良野市住吉町1-30
富良野協会病院研修管理委員長
（ e-mail  f768fk@furano.ne.jp）

℡ 0167-23-2181 fax 0167-22-4256

mailto:f768fk@furano.ne.jp


富良野協会病院を見学しませんか

見学内容は相談に応じます

実習の希望があれば対応します

宿泊と食事は当院で用意します

交通費は支給します（道外からは上限あり）

研修管理委員長まで
お問い合わせください
f768fk@furano.ne.jp

地域医療貢献実習（参加者には５万円支給）

夏休みなどを利用して富良野に５日間滞在して、当院など市内医療機関で
地域医療実習を受けるとともに、市の保健師と連携して地域や学校におけ
る健康教室などを行うことで、地域医療の実際を知ることができる。
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