
　［学生並びに研修医の方へ］
北海道管内の医師法第16条の2第1項に定める基幹型臨床研修病院と大学病院の一覧です。

臨床研修に係る病院概要、研修プログラム概要やローテーションスケジュール、研修医の処遇及び空席状況については、

各病院のホームページのほか、厚生労働省の臨床研修プログラム検索サイト REIS もご参照ください。

　［臨床研修病院等担当者の方へ］
登録されている記載内容の変更・修正を希望される場合は、医事課臨床研修係までご連絡ください。

臨床研修を希望する学生等の利便性を図るためにも、ホームページの募集要領等は随時更新し、最新情報を掲載願います。

平成30年4月1日現在

1 函館市 市立函館病院
-　法人番号 9000020012025

http://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/

2 函館市 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院
-　法人番号 9440005000348

http://www.gobyou.com/ 

3 函館市 社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院
-　法人番号 9440005000348

http://www.chubyou.com/

4 函館市 独立行政法人国立病院機構　函館病院
-　法人番号 1013205001281

http://hnh-hosp.jp/

5 北渡島桧山 八雲町 八雲総合病院
-　法人番号 6000020013463

http://www.town.yakumo.lg.jp/modules/hospital_top/content0001.html

6 札幌市 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター
-　法人番号 1013205001281

http://www.sap-cc.org/index.html

7 札幌市 市立札幌病院
-　法人番号 9000020011002

http://www.city.sapporo.jp/hospital/

8 札幌市 JA北海道厚生連　札幌厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/

9 札幌市 勤医協中央病院
-　法人番号 3430005010758

http://www.kin-ikyo-chuo.jp/

10 札幌市 独立行政法人地域医療機能推進機構　札幌北辰病院
-　法人番号 6040005003798

http://hokusin.jcho.go,jp/

11 札幌市 手稲渓仁会病院
-　法人番号 4430005001450

http://www.keijinkai.com/teine/

12 札幌市 北海道大学病院
-　法人番号 6430005004014

http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sotsugo/

13 札幌市 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院
-　法人番号 1120005005403

http://www2.satutoku.jp/index.html

14 札幌市 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院
-　法人番号 1120005005403

http://www.higashi-tokushukai.or.jp/

15 札幌市 ＫＫＲ札幌医療センター
-　法人番号 2010005002559

http://www.kkr-smc.com/

16 札幌市 札幌医科大学附属病院
-　法人番号 8430005004986

http://web.sapmed.ac.jp/hospital/

17 札幌市 ＮＴＴ東日本札幌病院
-　法人番号 8011101028104

http://www.ntt-east.co.jp/smc/

18 札幌市 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院
-　法人番号 6040005003798

http://hokkaido.jcho.go.jp

19 札幌市 天使病院
-　法人番号 9430005009869

http://www.tenshi.or.jp/

20 札幌市 国家公務員共済組合連合会　斗南病院
-　法人番号 2010005002559

http://www.tonan.gr.jp/

21 札幌市 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター
-　法人番号 1013205001281

http://www.hosp.go.jp/~hokkaidomc/

22 江別市 江別市立病院
-　法人番号 9000020012173

http://www.ebetsu-hospital.jp/

23 恵庭市 医療法人北晨会　恵み野病院
-　法人番号 2430005005890

http://www.megumino.or.jp/

24 小樽市 北海道社会事業協会　小樽病院
-　法人番号 2430005000677

http://www.otarukyokai.or.jp/

25 小樽市 小樽市立病院
-　法人番号 9000020012033

http://www.otaru-general-hospital.jp/

26 倶知安町 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/
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27 南空知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院
-　法人番号 2000020012106

http://www.iwamizawa-hospital.jp/

28 砂川市 砂川市立病院
-　法人番号 2000020012262

http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/

29 滝川市 滝川市立病院
-　法人番号 2000020012254

http://www.med.takikawa.hokkaido.jp/

30 北空知 深川市 深川市立病院
-　法人番号 9000020012289

http://www.city.fukagawa.lg.jp/web/section/fukabyo/

31 宗谷 稚内市 市立稚内病院
-　法人番号 9000020012149

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/

32 室蘭市 日鋼記念病院
-　法人番号 9430005009869

http://www.nikko-kinen.or.jp/

33 室蘭市 市立室蘭総合病院
-　法人番号 8000020012050

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/

34 室蘭市 製鉄記念室蘭病院
-　法人番号 6430005009863

http://www.nshp-muroran.or.jp/

35 伊達市 総合病院伊達赤十字病院
-　法人番号 6010405002452

http://date.jrc.or.jp/

36 苫小牧市 医療法人王子総合病院
-　法人番号 1430005008762

http://www.ojihosp.or.jp/

37 苫小牧市 苫小牧市立病院
-　法人番号 1000020012131

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/hospital/

38 旭川市 市立旭川病院
-　法人番号 9000020012041

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hospital/

39 旭川市 JA北海道厚生連　旭川厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/asahikawa/

40 旭川市 旭川医科大学病院
-　法人番号 2450005001797

http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php

41 旭川市 旭川赤十字病院
-　法人番号 6010405002452

http://www.asahikawa.jrc.or.jp/

42 旭川市 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター
-　法人番号 1013205001281

http://www.asahikawa-mc.jp/

43 上川北部 名寄市 名寄市立総合病院
-　法人番号 4000020012211

http://www.nayoroch.jp/

44 富良野 富良野市 北海道社会事業協会　富良野病院
-　法人番号 2430005000677

http://www.msknet.ne.jp/~furano-hospital/

45 留萌 留萌市 留萌市立病院
-　法人番号 2000020012122

http://www.rumoi-hp.jp/

46 北見市 北見赤十字病院
-　法人番号 6010405002452

http://www.kitami.jrc.or.jp/

47 網走市 JA北海道厚生連　網走厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/abasiri/

48 遠紋 遠軽町 JA北海道厚生連　遠軽厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/engaru/

49 帯広市 JA北海道厚生連　帯広厚生病院
-　法人番号 2430005003069

http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/

50 帯広市 社会医療法人北斗　北斗病院
-　法人番号 6460105000364

http://www.hokuto7.or.jp/patient/

51 帯広市 北海道社会事業協会　帯広病院
-　法人番号 2430005000677

http://www.obihiro-kyokai-hsp.jp

52 帯広市 公益財団法人北海道医療団　帯広第一病院
-　法人番号 4460105000498

http://www.zhi.or.jp/d/index.html

53 釧路市 独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病院
-　法人番号 7020005008492

http://www.kushiroh.johas.go.jp/

54 釧路市 市立釧路総合病院
-　法人番号 7000020012068

http://www.kushiro-cghp.jp/

55 釧路市 釧路赤十字病院
-　法人番号 6010405002452

http://www.kushiro.jrc.or.jp/

56 釧路市 釧路孝仁会記念病院
-　法人番号 9460005000420

http://www.kojinkai.or.jp/hospital/hp-kojinkaikinen.html
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