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皆様、こんにちは。 

2019 年 4 月 1 日付で野々村克也前院長の後任として、院長を拝命致しました

高橋弘昌と申します。乳がんの外科・薬物治療、甲状腺・副甲状腺疾患の外科治

療を専門としております。 

当院は、地域がん診療連携拠点病院であり、高度かつ専門的ながん医療の提

供をはじめ、がん医療に従事する医師に対する研修、がん患者さんやそのご家族

に対する相談支援、がんに関する情報の提供、地域医療機関との連携協力体制

の整備等を担う地域の基幹病院となっています。また、地域医療支援病院として、

「かかりつけ医」などから、検査や入院、手術の必要な紹介患者さんを積極的に受け

入れ、病状が安定した患者さんでは「かかりつけ医」に治療を引き続きお願いして

います。また、救急医療の提供を行い、入院や手術の必要な紹介患者さんを積極的に受け入れています。

開業医との連携強化および地域完結型医療を推進するために開設されている地域医療連携総合センター

は、患者さんの来院から入院、退院、転院の円滑化を目的として院内外との調整および治療や医療費等に

関する様々な相談に対応したトータルサポートをめざし、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、事務スタッ

フによる総合的な体制のもとで、地域医療支援病院の管制塔として、また、地域の「かかりつけ医」及び患者

さんの窓口として継続的に活動しています。また、医療従事者に対する勉強会、研修会、意見交換会を積極

的に開催し、登録医との顔の見える良好な関係を構築に努めています。 

2019 年 2 月地域包括ケア病棟 50 床を開設し、地域医療支援病院として従来進んでいる地域の病院、

医院の先生方と連携を一層密にし、医療連携を進めていきたいと存じます。 

当院が存在する釧路２次医療圏は、対人口 10 万人に対する医師数が 170.0 人（根室 2 次医療圏は

104.0 人）であり、全道平均 230.0 人と比較して医師不足が深刻な地域ですが、今後予想される総人口の

減少、高齢者人口の相対的増加に対して診療機能や病床規模について柔軟に対応し、地域の中核病院と

しての役割を果たすために更なる病院機能の充実を図り、これからも地域に必要とされる病院となるべく努力

を続けてまいります。 

今後とも地域医療連携総合センターをどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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病院長 高橋 弘昌 

1979 年 3 月 北海道大学医学部医学科卒業

1987 年 10 月
フランス共和国クレクランビセートル病院
フランス政府給費留学生

1991 年 5 月 北海道大学（第一外科）助手

1999 年 12 月 北海道大学（小児外科）助教授

2008 年 4 月 北海道大学病院（第一外科）診療教授

2010 年 4 月
北海道大学（小児外科）准教授
（第一外科診療教授兼任）

プロフィール 資 格

　　医学博士

　　日本外科学会専門医・指導医

　　日本乳癌学会乳腺専門医・指導医

　　日本内分泌外科学会　内分泌・甲状腺外科専門医



 

 

 

 内  科  内  科  内  科

 川岸　直樹  吉田　苑永 小田　総一郎

得意分野 消化器（肝臓） 得意分野 消化器内科 得意分野 消化器一般

出身地 北海道 出身地 北海道 出身地 北海道

 内  科  内  科 内  科

 目野　晃光 志藤　茜 吉田　匠汰

得意分野 消化器内科 得意分野 消化器内科 得意分野 内科一般

出身地 大阪府 出身地 北海道 出身地 北海道

 外  科  外 科  外 科

 石黒　友唯 村田　竜平 海老沼　翔太

得意分野 一般外科 得意分野 一般外科 得意分野 一般外科

出身地 北海道 出身地 北海道 出身地 滋賀県

整 形 外 科  整 形 外 科  脳神経外科

倉茂　秀星  村中　祐介  坂本　王哉

得意分野 整形一般 得意分野 整形一般 得意分野 脳血管内治療

出身地 新潟県 出身地 北海道 出身地 福岡県

脳神経外科  泌 尿 器 科  耳鼻咽喉科

藤原　史明  宮崎　将也  市川　晴之

得意分野 脳神経外科 得意分野 泌尿器科 得意分野 耳鼻科一般

出身地 福岡県 出身地 北海道 出身地 北海道

 歯科口腔外科 歯科口腔外科 臨床研修医（１年次）

 北川　健 藤井　ふみ 水町　浩暢

得意分野 歯科口腔外科 得意分野 歯科口腔外科

出身地 北海道 出身地 宮崎県 出身地 茨城県

新任医師紹介 平成31年4月1日付採用

釧路労災病院の理念 

医師の人事異動のお知らせ                       平成 31 年 3 月 31 日付退職 

野々村 克　也 北海道泌尿器科記念病院 松　橋 智　弥 札幌東徳洲会病院

小　林 良　充 ＫＫＲ札幌医療センター 藤　田 勝　久 札幌東徳洲会病院

佐々木 塁 岩見沢市立総合病院 小　池 良　直 北大大学院　整形外科

桜　井 健　介 北大大学院 ＩＢＤグループ 松　田 織　郁　 函館中央病院

野　澤 俊一郎 ＪＣＨＯ札幌北辰病院 三　木 浩　一 福岡大医学部　脳神経外科

須　藤 啓斗 札幌北楡病院 小　野 敦　彦 北大大学院　泌尿器科

河　合 朋　昭 ＪＣＨＯ札幌北辰病院 氏　橋 一　紘 旭川厚生病院

小　林 展　大 がん研有明病院 保　立 裕　史 ＪＣＨＯ札幌北辰病院

坂　本 沙　織 網走厚生病院 嶋　﨑 康　相 旭川赤十字病院

笠　原 里　紗 聖路加国際病院 小　川 仁 市立旭川病院

氏　　名

病院長

内　　科

内　　科

　 転出先医療機関

外　　科

外　　科

外　　科

  診　療　科

泌尿器科

泌尿器科

内　　科

内　　科

内　　科

外　　科

診　療　科 　 転出先医療機関氏　　名

整形外科

整形外科

整形外科

形成外科

脳神経外科

耳鼻咽喉科

歯科口腔外科

歯科口腔外科

最新の知識と技術に基づき、良質で信頼される医療を実践します。 


