
大学（常勤スタッフ） 緑色は新人

眼科学教室寄附分野

眼循環代謝学分野

大学（客員スタッフ）

石田  晋晋 陳 野田  航介南場  研一
（診療教授）

 廣岡  季里子 石橋  裕香
　  　（主任） （副主任）

多田  雪琴 塩垣  美保 長島  綾 大橋  美樹  村尾  絵里沙

石田 晋 野田 航介 長島  綾村田  美幸

吉田　志帆　　堀尾　瑠奈　 廣瀬  育代 吉田  志帆

青木  功喜 長谷  敬太郎新明  康弘
（客員臨床教授） 

 福津  佳苗 鈴木  佳代 山本  拓 水門  由佳 横井  康一

 片岡  慶次  木野田 さくら 谷向  哲矢 庄子  尚子 杉村  美羽

 若林  彩乃 髙橋  真生 武田  知佳 田中  友貴 成田  真央

 青柳  麻衣子  石嶋  漢 　宇野  友絵 門  郁

董  陽子　　　中村  佳代子  　野田  友子 水内  一臣
櫻井  友梨

金泉  沙宝  山下  結衣  金子  悠菜  奥山  香奈恵
 竹田  迪葉 桂野  水那 菅野  杏  埜瀨  菜々子  岩本  沙耶

 金谷  莉奈 新海  晃弘 西村  萌美  三田村  瑞穂 渡邉  竜也
菊地  香澄 清野  有紀子 田中  孝幸 荻野  陽

木嶋  理紀 董  震宇 村田  美幸 田川  義晃
（特任助教） （特任助教） （臨床研究開発センター）

岩田  大樹 加瀬  諭 安藤  亮 齋藤  理幸
（診療講師） （診療講師）

大野  重昭 陳  進輝 平岡  美紀
大口  剛司

教授教授

教授（学内兼務）教授（学内兼務） 准教授（学内兼務）准教授（学内兼務） 秘書秘書特任助教特任助教

准教授准教授

講師講師

助教助教

医員医員

後期研修医後期研修医

大学院生（医員）大学院生（医員）

名誉教授名誉教授 客員臨床教授客員臨床教授 客員臨床准教授客員臨床准教授

客員臨床医師客員臨床医師（五十音順）（五十音順）

視能訓練士視能訓練士

客員研究員客員研究員

医局秘書医局秘書
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笹本  洋一
新明 康弘

技術補佐員技術補佐員

千葉  麻夕子
山本  哲平

北市  伸義
（北海道医療大学病院長）



常設委員会

出張医

専門外来：責任医師

留学中

非常勤講師（氏名 五十音順） 臨床指導医育成プログラム

人事主任
南場  研一

教育副主任

南場  研一 鈴木  佳代 田中  孝幸 荻野  陽 金谷  莉奈
（研修医担当） （レクリエーション担当） （会計担当）

石田  晋 岩田  大樹 菊地 香澄 清野  有紀子 庄子  尚子

岩田  大樹 加瀬  諭 安藤  亮 齋藤  理幸
木嶋  理紀 董  震宇 菊地  香澄 田中  孝幸

網野  泰文 井上  真 大橋  勉

小沢  洋子 桑山  泰明 小竹  聡

新明  康弘
（客員臨床教授）

鈴木  康夫 高橋  光生

齋藤  理幸
山本  哲平
南場 研一
安藤  亮
田川  義晃
南場 研一

加瀬  諭
野田  航介
石嶋  漢
新明 康弘
笹本 洋一

（客員臨床教授）

（客員臨床教授）

（客員臨床医師）

（客員臨床医師）

診療教授
南場  研一

（安全対策マネージャー）
外来医長 病棟医長 財務医長

安藤  亮 齋藤  理幸
（感染対策マネージャー）

加瀬  諭

吉田眼科医院吉田眼科医院吉田眼科医院 杏林大学杏林大学杏林大学

大内  雅之
大内雅之アイクリニック大内雅之アイクリニック大内雅之アイクリニック 大橋眼科大橋眼科大橋眼科

聖路加国際病院聖路加国際病院聖路加国際病院 福島アイクリニック福島アイクリニック福島アイクリニック 能戸眼科医院能戸眼科医院能戸眼科医院

時計台記念病院時計台記念病院時計台記念病院

笹本  洋一
（客員臨床教授）

ささもと眼科クリニックささもと眼科クリニックささもと眼科クリニック

手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院

原田  高幸
東京都医学総合研究所東京都医学総合研究所東京都医学総合研究所

松田  彰
順天堂大学順天堂大学順天堂大学

陳  進輝
（客員臨床教授）

竹内眼科医院竹内眼科医院竹内眼科医院

鳥居  秀成
慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学

網膜硝子体外来網膜硝子体外来網膜硝子体外来

涙道外来涙道外来涙道外来

ぶどう膜炎外来ぶどう膜炎外来ぶどう膜炎外来

斜視・小児眼科外来斜視・小児眼科外来斜視・小児眼科外来

角膜移植外来角膜移植外来角膜移植外来

眼アレルギー外来眼アレルギー外来眼アレルギー外来

田川  義晃ドライアイ外来ドライアイ外来ドライアイ外来

眼循環代謝外来眼循環代謝外来眼循環代謝外来

木嶋  理紀緑内障外来緑内障外来緑内障外来

黄斑外来黄斑外来黄斑外来

眼形成手術外来眼形成手術外来眼形成手術外来

神経眼科外来神経眼科外来神経眼科外来

白内障外来白内障外来白内障外来

加瀬  諭眼腫瘍外来眼腫瘍外来眼腫瘍外来

人事委員会人事委員会人事委員会

研究委員会研究委員会研究委員会

診療委員会診療委員会診療委員会

教育委員会教育委員会教育委員会

総務委員会総務委員会総務委員会

広報委員会広報委員会広報委員会

野田  航介
研究主任

田川  義晃
研究副主任（臨床）

村田  美幸
研究副主任（基礎）

 石田  晋 新海  晃弘 三田村  瑞穂
（ホームページ担当）

 木野田  さくら  谷向  哲矢 若林  彩乃 奥山  香奈恵

石田  晋 野田  航介 
岩田  大樹  加瀬  諭 安藤  亮  齋藤  理幸

木嶋  理紀 董  震宇 田川  義晃

加瀬  諭
教育主任

董  震宇

副医局長
安藤  亮

医局長
岩田  大樹

広報副主任
水門  由佳

（年次報告書担当）

広報主任
木嶋  理紀

長谷  敬太郎
長谷  早紀

米国  ワシントン大学米国  ワシントン大学米国  ワシントン大学

研究グループ（基礎）：チーフ
眼免疫学眼免疫学眼免疫学 北市  伸義

     （客員臨床教授）

網膜細胞生物学（血管）網膜細胞生物学（血管）網膜細胞生物学（血管） 野田  航介

眼腫瘍・病理学眼腫瘍・病理学眼腫瘍・病理学 加瀬  諭
角膜細胞生物学角膜細胞生物学角膜細胞生物学 田川  義晃

石田  晋 南場  研一 北市  伸義 平岡  美紀 新明  康弘
（客員臨床教授） （客員臨床准教授） （客員臨床教授）

石田  晋 木嶋  理紀 田川 義晃 廣岡  季里子 石橋  裕香
（病棟副医長） （外来副医長） （視能訓練士主任） （視能訓練士副主任）

西村  萌美 渡邉  竜也 片岡  慶次 杉村  美羽 武田  知佳

網膜細胞生物学（神経）網膜細胞生物学（神経）網膜細胞生物学（神経） 新明  康弘
　（客員臨床教授）

福原  淳一
網走厚生病院網走厚生病院網走厚生病院

堤  雅幸
韓  昇煕

滝川市立病院滝川市立病院滝川市立病院

水内  一臣
大塚眼科病院大塚眼科病院大塚眼科病院

坂口  貴鋭
清野  修平
七戸  夏子

手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院

田邉  章浩
大田  翔一郎

酒井  正人
秦  雅貴

相原  佑亮
有田  拓矢

新明  康弘
木村  真有子

時計台記念病院時計台記念病院時計台記念病院

野田  友子
松本  悠介

千葉  麻夕子

KKR札幌医療センターKKR札幌医療センターKKR札幌医療センター

鈴木  智浩
門  遼星

廣瀬  茂樹
藤田  幸大

JCHO札幌北辰病院JCHO札幌北辰病院JCHO札幌北辰病院

高野  睦子
五十嵐  崇文
長谷川  綾華

函館中央病院函館中央病院函館中央病院

松本  光平
若山  明子

田川  小百合
曽根  理紗子

北海道医療センター北海道医療センター北海道医療センター

横山  千秋
太田  純哉

砂川市立病院砂川市立病院砂川市立病院

平岡  美紀
吉川  一平

北海道医療大学病院北海道医療大学病院北海道医療大学病院

帯広協会病院帯広協会病院帯広協会病院

網膜

ぶどう膜炎

緑内障

神経

眼腫瘍

眼形成眼窩

涙道

角膜

斜視・小児

センター 指導医病院プログラム

齋藤  理幸

野田  航介

高橋  光生

鈴木  智浩

南場  研一

木嶋  理紀

新明  康弘
新明  康弘
（客員臨床教授）

加瀬  諭
石嶋  漢
（客員臨床医師）

田川  義晃

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院手稲渓仁会病院

時計台記念病院時計台記念病院時計台記念病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

時計台記念病院時計台記念病院時計台記念病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

網膜硝子体外来網膜硝子体外来

黄斑外来黄斑外来黄斑外来

網膜硝子体センター網膜硝子体センター網膜硝子体センター

網膜硝子体センター網膜硝子体センター網膜硝子体センター

ぶどう膜炎外来ぶどう膜炎外来ぶどう膜炎外来

緑内障外来緑内障外来緑内障外来

緑内障センター緑内障センター緑内障センター

神経眼科外来神経眼科外来神経眼科外来

眼腫瘍外来眼腫瘍外来眼腫瘍外来

眼形成手術外来眼形成手術外来眼形成手術外来

角膜移植外来角膜移植外来角膜移植外来

安藤  亮北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院 斜視・小児眼科外来斜視・小児眼科外来斜視・小児眼科外来

涙道外来涙道外来涙道外来 山本  哲平
（客員臨床医師）

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院

北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院
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