
■各診療科異動日の集合時間・場所について 

令和元年７月２３日現在 

№ 診療科 曜日 
研修初日 

臨床研修センター 
集合時間 

集合時間 集合場所 

1 内科Ⅰ - 8：３０ 9:00 医学部 東南研究棟２階 呼吸器内科学分野医局（ＥＳ２・１０７） 

2 内科Ⅱ - ８：００ 8:30 病院 病棟１１－２（１１階） 内科ⅡCR 室 

3 消化器内科 - ８：３０ 9:00 医学部  南研究棟２階 消化器内科医局 図書室 

4 循環器内科 
月・水・木・金 

７：３０ ８:00 
病院 病棟８－２（８階） 循環器内科 CR 室 

火 病院 会議室棟 1 階 症例検討室１ 

5 神経内科 - ８：００ 8:30 病院 病棟６－２（６階） 神経内科医務室 

6 消化器外科Ⅰ - ６：４５ 7:15 医学部 南研究棟５階 消化器外科Ⅰ医局カンファレンスルーム 

7 消化器外科Ⅱ 
月・水・金 ７：００ 7:30 病院 病棟１２－１（１２階） 消化器外科ⅡCR 室 

火・木 ８：００ 8:30 病院 病棟１２－１（１２階） 消化器外科ⅡCR 室 

8 循環器・呼吸器外科 - ７：３０ 8:00 病院 病棟８－２（８階） 循環器・呼吸器外科 CR 室  

9 乳腺外科 
月 

６：５５ 7:25 
病院 臨床研究棟３階 乳腺外科医局 

火 前週に病院 臨床研究棟３階乳腺外科医局に確認 

10 整形外科 
月・木 ７：００ 7:30 医学部 南研究棟５階 整形外科カンファレンスルーム 

火・水・金 ７：４５ 8:15 病院 病棟９－２（９階）整形外科 CR 室 

11 産婦人科 - 

７：４０ 8:10 産科 病院 病棟４－１（４階） 保健指導室 

７：２０ 7:50 
婦人科 病院 病棟１０－１ＣＲ 

生殖医療 病院 病棟１０－１ＣＲ 

12 眼科 - ８：００ 8:30 医学部 南研究棟３階 眼科ＣＲ室 

13 小児科 - ８：００ 8:30 病院 病棟５－１（５階） 小児科 CR 室 

14 耳鼻咽喉科 - ７：３０ 8:00 医学部 南研究棟１階  耳鼻咽喉科医局 

15 皮膚科 - ８：００ 8:30 病院 病棟 4―2（4 階）  皮膚科 CR 室 

16 泌尿器科 - ７：００ 7:30 病院 病棟８－１（８階） 泌尿器科 CR 室 

17 精神科神経科 - ８：３０ 9:00 病院 病棟７－１（７階） 精神科神経科 CR 室 

18 放射線診断科 - ８：５０ 9:20 病院１階 放射線部第 1 読影室（CT 検査室） 

19 放射線治療科 - ８：３０ 9:00 医学部 東南研究棟１階 放射線科医局 

20 麻酔科 - ７：１５ 7:45 病院 病棟３階手術室内 麻酔科医師控室（緑色の術衣着用） 

21 脳神経外科 - ８：００ 8:30 医学部 南研究棟３階 脳神経外科医局 

22 形成外科 

月・金 ７：３０ 8:00 病院 病棟４－２（４Ｆ）形成外科 CR 

水 ８：３０ 9:00 病院 病棟４－２（４Ｆ）形成外科 CR 

火・木 ７：００ 7:30 医学部 形成外科医局（東南棟 4 階） 

23 核医学診療科 - ８：００ 8:30 病院 地下 RI 検査部門読影室 

24 リハビリテーション科 - ７：５０ 8:20 病院 臨床研究棟 3 階 リハビリテーション科医局 

25 血液内科 - ８：００ 8:30 病院 病棟１２-２（１２階） 消化器内科・血液内科 CR 室 

27 救急科 - ８：３０ ９:０0 病院 中央診療棟３階 旧３－２病棟ナースステーション 

28 腫瘍内科 - ８：３０ 9:00 医学部 東北研究棟１階 腫瘍内科医局 

29 病理診断科 - ７：５５ 8:25 病院 中央診療棟３階 病理部カンファレンスルーム 

30 感染制御部 - ８：３０ 9:00 病院 中央診療棟２階 感染制御部 

31 検査・輸血部 - ８：３０ 9:00 病院 中央診療棟 2 階検査・輸血部内技師講義室 

32 臨床研究開発センター - ８：００ 8:30 病院 臨床研究棟２階 臨床研究開発センター 受付 

33 臨床遺伝子診療部 - ８：３０ 9:00 歯学部 D 棟 1 階 臨床遺伝子診療部 

34 超音波センター - ８：００ 8:30 
病院 中央診療棟１階 超音波センター 

※研修開始日の１週間前までに西田先生（mutuni*med.hokudai.ac.jp／ 

内 5697／82806）へ連絡すること 

 


