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熊本県立熊本高等学校卒業／熊本大学医学
部卒業／熊本大学大学院医学研究科修了／
アメリカ　アラバマ大学医学部留学
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本循環器学会専門医
• 日本脳卒中学会専門医
• 日本不整脈学会専門医

【一　言】
九州男児が北東北で頑張っています。和気
あいあいの楽しい教室を目指しています。

コース長
奥村　　謙

（循環器腎臓内科
学講座・教授）

青森県立弘前高等学校卒業／富山医科薬科大学医学
部卒業／富山医科薬科大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本腎臓学会専門医･指導医
• 日本透析医学会専門医・指導医
• 日本糖尿病学会専門医・研修指導医

【一　言】
学問的にも人間的にも良き臨床医の育
成を目指しています。

指導医
中村　典雄

（地域医療学講座・准教授）（腎臓内科・透析専門医養成コース）

青森県立弘前高等学校卒業／弘前大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本循環器学会専門医
• 日本不整脈学会専門医

【一　言】
平成22年 1 月から不整脈先進治療学講座が
開設されました。 3 次元マッピングを用い
た不整脈機序の解明、デバイスを用いた遠
隔モニタリングの確立を目指しています。

指導医
佐々木真吾

（不整脈先進治療
　学講座・准教授）
（循環器内科専門医養成コース）

新潟明訓高等学校卒業／弘前大学医学部卒
業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本循環器学会専門医
•  日本心血管インターベンション治療学会専門医・指導医

【一　言】
弘前大学循環器・呼吸器・腎臓内科では仕事以
外にスポーツを楽しんでいます。急患が多くて
大変ですが、仕事の合間にみんなで集まって
サッカー、マラソン、スキーなどをやってます。

研修責任者
 樋熊　拓未
（心臓血管病先進治
　療学講座・准教授）
（循環器内科専門医養成コース）

青森県立八戸高等学校卒業／弘前大学医学部進学課程修
了／弘前大学医学部専門課程卒業／弘前大学大学院医学
研究科修了／オハイオ州クリーブランドクリニック留学
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本循環器学会専門医
• 日本医師会認定産業医
• 日本不整脈学会専門医

【一　言】
これまで学んできたことを皆さんにも還
元できるよう努めていきたいと思います。

指導医
木村　正臣

（高血圧・脳卒中内科学講座・准教授）（循環器内科専門医養成コース）

指導医（スタッフ）紹介

▲

循環器内科専門医養成コース▲

腎臓内科・透析専門医養成コース

青森県立弘前高等学校卒業／秋田大学医学部卒
業／秋田大学大学院医学研究科修了／国立循環
器病センター専門修練医修了／トロント大学心
臓外科留学／トロント大学心臓内科留学
【一　言】

これまで臨床および研究に心エコーを中
心にやって参りました。心エコーで皆様
のお役に立てればと思っております。

指導医
藤井　裕子

（循環器腎臓内科学講座・助教）（循環器内科専門医養成コース）

青森県立弘前高等学校卒業／東北大学工学部卒業／
弘前大学医学部卒業／弘前大学大学院医学研究科修
了／米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校留学
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本循環器学会専門医
• 日本臨床検査医学会臨床検査専門医
• 日本医師会認定産業医

【一　言】
我々と共に、学問としての医学を追及し、人
間味あふれる医療を実践していきましょう。

指導医
富田　泰史

（循環器腎臓内科
　学講座・准教授）
（循環器内科専門医養成コース）

青森県立八戸高等学校卒業／大分医科大学
（現 大分大学医学部）卒業／弘前大学大学
院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本循環器学会専門医
• 日本医師会認定産業医
• 日本不整脈学会専門医
• 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医

【一　言】
私は八戸高等学校を卒業後、一度東北大学農学部に
入学したものの中退。医師を志望し大分医科大学に
再入学しました。循環器内科に興味があり、卒業と
同時に弘前大学医学部循環器呼吸腎臓内科に入局し
ました。入局後様々な体験をさせていただき、良き
上司・同僚との出会いのおかげで現在の私がいるこ
とを痛感しています。是非一緒に勉強しましょう。

指導医
堀内　大輔

（不整脈先進治療
学講座・助教）

（循環器内科専門
医養成コース）
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日本女子大学附属高等学校卒業／弘前大学
医学部卒業／弘前大学大学院医学研究科修
了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医

【一　言】
忙しいながらも、充実感で一杯の職場
です。みなさんを是非お待ちしていま
す。

指導医
西崎　史恵

（循環器腎臓内科学講座・助教）（循環器内科専門医養成コース）

函館ラ・サール高等学校卒業／弘前大学医
学部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医

【一　言】
循環器病学を一緒に研鑽しましょ
う！多岐にわたる課外活動も一緒に楽
しみましょう！

指導医
石田　祐司

（高度救命救急センター・助教）（循環器内科専門医養成コース）

宮崎県立宮崎大宮高等学校卒業／弘前大学医
学部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医
• 循環器学会認定循環器専門医
• 日本心血管インターべーション治療学

会認定医
• 日本内科学会総合内科専門医

【一　言】
基本的に体育会系の教室です。体力に自信
がある方、一芸に秀でた方、大歓迎です。

指導医
山田　雅大

（循環器腎臓内科学講座・講師）（循環器内科専門医養成コース）

山形県立米沢興譲館高等学校卒業／弘前大学
医学部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本循環器学会認定 循環器専門医

【一　言】
虚血性心疾患の治療を主に頑張ってい
ます。

指導医
横田　貴志

（循環器内科/腎臓内科・助教）
（循環器内科専門医養成コース）

栄光学園高等学校卒業／弘前大学医学部卒
業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医

【一　言】
大学病院での業務は診療・研究はもち
ろん、教育と多岐にわたり、慣れないこ
ともあると思いますが、精一杯努めて
参りますのでよろしくお願いいたします。

指導医
伊藤　太平

（循環器内科/腎臓内科・助教）（循環器内科専門医養成コース）

青森県立青森高等学校卒業／弘前大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了

【一　言】
僕もまだまだ分からないことが多いで
すが、一緒に勉強していきましょう。

指導医
泉山　　圭

（循環器内科/腎臓内科・助教）（循環器内科専門医養成コース）

青森県立弘前高等学校卒業／弘前大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本循環器学会専門医
• 日本心血管インターべーション治療学

会認定医
【一　言】

昼は循環器内科での仕事、夜は家庭とフットサル
を含めた筋肉トレーニングの両立のために日々頑
張っております。一緒にがんばりましょう！！

指導医
横山　公章

（循環器内科／腎臓内科・助教）（循環器内科専門医養成コース）

青森県立青森高等学校卒業／東北大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了／
アメリカ　カリフォルニア大学留学
【資格名】
• 日本医師会認定産業医
• 日本透析医学会専門医・指導医
• 日本外科学会外科専門医
• 日本腎臓学会専門医
• 日本移植学会認定医
• 日本臨床腎移植学会認定医

【一　言】
楽しみながら、一緒にキャリアを積み
ましょう！

指導医
村上　礼一

（卒後臨床研修セ
ンター・助教）

（腎臓内科・透析専
門医養成コース）

青森県立青森高等学校卒業／弘前大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了／
フロリダ大学、コロラド大学留学
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医・指導医
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本医師会認定産業医
• 日本透析医学会専門医
• 日本腎臓学会専門医

【一　言】
腎臓病学は、学問としても奥が深く大
変興味深い領域です。臨床も研究も学
ぶことが多く飽きることがありません。

指導医
島田美智子

（循環器内科／腎臓
内科・講 師 ）

（腎臓内科・透析専
門医養成コース）

青森県立青森高等学校卒業／弘前大学医学
部卒業／弘前大学大学院医学研究科修了
【資格名】
• 日本内科学会認定内科医
• 日本腎臓学会腎臓専門医・指導医
• 日本透析医学会透析専門医・指導医

【一　言】
タンパク尿から腎移植までトータルで
切れ目のない腎臓病医療が提供できる
よう、我々と一緒に頑張りませんか？
皆さんの活躍を心待ちにしています。

指導医
 中村　雅将
（循環器内科／腎臓
　内科・助教）
（腎臓内科・透析専門医養成コース）
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コース
の紹介

循環器内科専門医養成コース

（ 1 ）広く内科学の素養を基礎として循環器病学の最新の知識を身につけ、それを実践することを研
修目標とします。

（ 2 ）循環器病の診療および研究に必要な知識と技術が習得できます。
（ 3 ）循環器専門医を初め関連専門医の取得を目指す。

取得できる資格
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本循環器学
会専門医、日本不整脈学会専門医、植込み型除細動器治療
認定医、日本インターベンション学会認定医、BLS・
ACLSインストラクター、その他内科系関連資格　など

専門医養成コース（後期研修）プログラム

修得すべき手技や手術経験目標数など

1 年目
（卒後 ３ 年目）

学内にて循環器、呼吸器、腎臓を研修し、学外研
修施設（脳卒中センター）で脳卒中急性期医療に
関して研修する。

2 年目

原則として大学院に入学するが、引き続き幅広い
内科研修を行う（消化器内科、内分泌内科、救急
医療など）。なおこの時点で認定内科医を習得す
る。

３ ～ ５ 年目

基礎研究に従事しながら病棟で循環器内科の臨床
研修も継続する。十分な症例を経験したのち循環
器専門医等の資格を取得する。 ５ 年目に研究論文
をまとめ学位を取得する

６ 年目
大学および関連施設で専門医として勤務する。研
究継続を希望する場合は、国内外の研究施設への
留学も奨励している。

専門医受験資格のために必要とされる技能・手技目標
（ 1 ）充分な数の循環器病症例の経験および、循環器専門

医に必要な手技の習得が可能です。
（ 2 ）受験に必要な症例発表、論文発表を経験できます。

専門医養成コース（後期研修）協力病院
関連病院名 指導医名 職　名

1 青森県立中央病院 藤野　安弘 副院長
2 青森市民病院 森　　康宏 副院長
3 八戸市立市民病院 平賀　　仁 科　長
4 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 鎌田　孝篤 副病院長
5 むつ総合病院 加藤　　武 科　長
6 三沢市立三沢病院 星　　克樹 科　長
7 つがる総合病院 山本　　猛 科　長

8 青森厚生病院 長谷川直哉 科　長
9 岩手県立磐井病院 中村　　紳 副病院長

10 新東京病院 中村　　淳
岩佐　　篤

副病院長
部　長

11 手稲渓仁会病院 高橋　　功 部　長

大学院・留学について
　原則として後期研修 2 年目から大学院入学を奨励してい
るが、本人の希望により柔軟に対応する。またコース終了
後希望があれば留学も勧めている。

▲

内科系専門医養成コース

主な関連学会
日本内科学会、日本循環器学会、日本不整脈学会、日本
心臓病学会、日本心電学会、
日本インターベンション学会、など

指導医からのメッセージ
　本コースでは、冠動脈疾患、心不全、不整脈疾患等
の循環器病学の最新の知識と技術を数多くの症例を通
じて習得することができます。また、循環器病学に留
まらず、内科学全般についても研修ができ、幅広い内
科学の素養を基礎とした循環器内科医になる最適の
コースです。

問い合わせ先
弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座
担当者　富田　泰史（循環器腎臓内科学講座　准教授・診療教授）
Tel　0172-39-5057　　Fax　0172-35-9190
e-mail tomitah@hirosaki-u.ac.jp
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コース
の紹介

腎臓内科・透析専門医養成コース

（ 1 ）広く内科学の素養を基礎として腎臓病学、透析医学の最新の知識を身につけ、それを実践する
ことを研修目標とします。

（ 2 ）腎臓病の診療および血液浄化療法に必要な知識と技術が習得できます。
（ 3 ）腎代替療法（血液透析、腹膜透析、腎移植）の内科的管理が習得できます。
（ 4 ）関連専門医受験資格の取得を保証します。

取得できる資格
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本腎臓学会
専門医、日本透析医学会専門医、日本臨床腎移植学会認定
医、その他内科系関連資格　など

専門医養成コース（後期研修）プログラム

修得すべき手技や手術経験目標数など

1 年目
（卒後 ３ 年目）

学内にて腎臓、循環器、呼吸器を、学外研修施設
（脳卒中センター）で脳卒中急性期医療に関して
研修する。

2 年目
原則として大学院に入学するが、引き続き幅広い
内科研修を行う（消化器内科、内分泌内科、救急医
療など）。なおこの時点で認定内科医を習得する。

３ ～ ５ 年目

基礎研究に従事しながら病棟で腎臓内科の臨床研
修も継続する。十分な症例を経験したのち腎臓専
門医、透析専門医、臨床腎移植専門医の資格を取得
する。５ 年目に研究論文をまとめ学位を取得する。

６ 年目
大学および関連施設で専門医として勤務する。研
究継続を希望する場合は、国内外の研究施設への
留学も奨励している。

専門医受験資格のために必要とされる技能・手技目標
（ 1 ）充分な数の腎臓病症例、透析症例、移植症例の経験

および、腎臓・透析専門医に必要な手技（腎生検、
内シャント手術など）の習得が可能です。

（ 2 ）受験に必要な症例発表、論文発表を経験できます。

専門医養成コース（後期研修）協力病院

関連病院名 指導医名 職　名

1 青森市民病院 菅原　俊之 部　　　長
2 弘前中央病院 福士　一彦 副　院　長
3 八戸市立市民病院 中村　典雄 非常勤医師

4 つがる総合病院 島田美智子 非常勤医師

大学院・留学について
　原則として後期研修 2 年目から大学院入学を奨励してい
るが、本人の希望により柔軟に対応する。またコース終了
後希望があれば留学も勧めている。

▲

内科系専門医養成コース

主な関連学会
日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、
日本臨床腎移植学会　など

指導医からのメッセージ
　本コースでは、腎疾患・透析管理を習得するための
充分な症例を経験できます。また、特徴としては、腎
疾患の性質上、様々な全身性疾患を経験することが多
いことが挙げられます。このため腎臓・透析専門医と
してだけではなく、内科全般の管理も習得できます。
即ち、全身に目を配ることができる内科医になるには
最適のコースです。

問い合わせ先
弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座
担当者　中村 典雄（地域医療学講座　准教授）
Tel　0172-39-5057　　Fax　0172-35-9190
e-mail nnakamur@hirosaki-u.ac.jp


