
2012年3月3日(土)13:00開場 13:20開会式

白石区体育館（南郷通6丁目北１）

スポーツ医学診療科・整形外科

整形外科 髙橋大介（内5935)
rainbow-quest@pop02.odn.ne.jp

形成外科 ／ 第一外科 ／ 第二内科 ／ 脳神経外科
／ 旧第二外科（消Ⅱ＋循呼外＋循内＋ICU）
／ 麻酔科 ／ スポ科・整形 （計７チーム）

http://www.hokudaiseikei.jp/

過去大会の成績
優勝 準優勝 3位 会場 幹事

第1回（2007） 第1外科 形成外科 皮膚科 緑丘小学校体育館 形成外科
第2回（2008） 第1外科 脳神経外科 形成外科 東区体育館 第1外科
第3回（2009） 第1外科 麻酔科 形成外科 東区体育館 脳神経外科
第4回（2010） 脳神経外科 形成外科 麻酔科 中央区体育館 麻酔科
第5回（2011） 形成外科 スポ科・整形 第2内科 東区体育館 形成外科



大会会長

北海道大学病院院長 福田 諭

開催日

２０１２年３月３日（土）１３:００開場 （１３：３０試合開始予定）

会場

白石区体育館（白石区南郷通６丁目北１）

※地下鉄東西線『南郷７丁目駅』１番出口から徒歩５分

大会事務局

スポーツ医学診療科・整形外科 担当：髙橋大介（整形外科）

協力

北海道大学医学部バスケットボール部

参加チーム （7チーム）

形成外科 ／ 第一外科 ／ 第二内科 ／ 脳神経外科 ／ 旧第二外科（消Ⅱ＋循呼外＋ICU） ／

麻酔科 ／ スポ・整形（スポーツ医学診療科＋整形外科）

参加資格

各医局に関連する仕事に従事している医療専門職* 

*医師、看護師、放射線技師、検査技師などの医療従事者の他、実験助手、医局秘書を含みます。

参加費

各チーム２万円（試合当日に会場にてお支払いください。）

注意事項など

■体育館には靴箱、靴袋がありませんので、外履き用靴袋を各自持参してください。

■荷物はロビーなどの共用スペースには置けないので、アリーナ内に持ち込んでください。

■駐車場のスペースには限りがありますので、できるだけ地下鉄など公共交通機関でいらしてください。

与えられた駐車場のスペースは１５台分なので寿司詰め状態にて約４０台を駐車することになっております。

各チーム５台までとし、その５台とも大会終了時間まで帰宅できない可能性が高いことをご理解ください。

競技方法

予選リーグ＋決勝トーナメント・下位リーグ

■予選リーグならびに決勝トーナメント・下位リーグにより順位を決定

競技時間

■前後半各７分、ハーフタイム３分

（通常のルール通りタイムを止める。ただし残り2分からもゴール決定時はタイムを止めない。）

■同点の場合、決勝トーナメント・下位リーグにおいては４分間の延長を勝敗が決するまで繰り返します。

予選リーグにおいては、延長戦は行いません。

■同一チームが２試合連続してプレーする場合、試合の間を最低５分間あけることとします。

リーグ戦における順位の決定

■リーグ戦では、勝ち３点、引き分け１点の勝ち点制とし、順位を決定します。

■勝ち点が同点の場合は次の順で順位を決定します。

①直接対戦の成績 ②得失点差 ③ゴールアベレージ（得点／失点）

特別ルール

■オンザコートルール：コート上に常に３名以上の医師がいること。

■タイムアウト：30秒タイムアウトを前後半各１回ずつ請求可能。

■メンバーチェンジ：ファール、アウトオブバウンズ、シュート決定時（いずれも敵味方不問）に請求可能。

■パーソナルファール：４回で退場。

■チームファール：各ハーフ５回目から相手チームにフリースロー（男女・年齢問わずツーショット）。

■女子および満50歳以上のプレーヤーは、フィールドゴールに１点を加算

・オウンゴールの場合はその限りではありません。

・ファールを受けシュート不成功時のフリースローも１回多く投じます。

■上記以外は最新の国際ルールに基づきます。

・3, 5, 8, 24秒ルール ・バックパスルール ・テクニカルファール

・アンスポーツマンライクファール（２回で退場） ・ディスクォリファイイングファール（一発退場） など。
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第1シード

前回大会の1～3位のチームを第1～3シードとして配置しました。
残るA～Dは、代表者会議にて4チームのくじ引きで決定しました。
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タイムテーブル

コートA コートB

13:00 開場

13:20 開会式（福田院長のご挨拶）

13:30 旧二外 ― スポ・整形 形成 ― 一外

14:00 二内 ― 麻酔 一外 ― 脳外

14:30 麻酔 ― スポ・整形 脳外 ― 形成

15:00 二内 ― 旧二外

15:30 X1 ― Y2 X3 ― Y3 

16:00 Y1 ― X2 Y3 ― X4 

16:30 X4 ― X3

17:00 決勝 3位決定戦

17:30 開会式



形成外科

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

山本有平 ○ 北海道大学病院 形成外科 医師

木村 中 ○ 函館中央病院 形成外科 医師

小山明彦 北海道大学病院 形成外科 医師

皆川知広 旭川厚生病院 形成外科 医師

齋藤 亮 北海道がんセンター 形成外科 医師

大澤昌之 手稲渓仁会病院 形成外科 医師

七戸龍司 旭川厚生病院 形成外科 医師

高橋紀久子 ○ 北海道大学病院 形成外科 医師

塩谷隆太 北海道大学病院 形成外科 医師

藤田宗純 手稲渓仁会病院 形成外科 医師

安居 剛 北海道大学病院 形成外科 医師

本田 進 旭川厚生病院 形成外科 医師

西谷順平 KKR斗南病院 形成外科 医師

前田 拓 釧路労災病院 形成外科 医師

石川耕資 北斗病院 形成外科 医師

柏倉大作 北海道大学病院 手術部 看護師

松野純也 KKR斗南病院 手術部 看護師

三上 愛 ○ 北海道大学病院 言語治療室 言語療法士

メンバー表



第一外科

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

神山 俊哉 ○ 北海道大学病院 第一外科 医師

大浦 哲 北海道大学病院 第一外科 医師

渡辺 正明 北海道大学病院 第一外科 医師

旭 火華 北海道大学病院 第一外科 医師

石黒 友唯 北海道大学病院 第一外科 医師

松澤 文彦 北海道大学病院 第一外科 医師

辻 健志 北海道大学病院 第一外科 医師

高橋 秀徳 北海道大学病院 第一外科 医師

梅本 浩平 北海道大学病院 第一外科 医師

豊島 雄二郎 北海道大学病院 第一外科 医師

鈴木 崇史 北海道大学病院 第一外科 医師

岡田 尚樹 北海道大学病院 第一外科 医師

西部 学 ○ 恵庭南病院 外科 医師

中川 隆公 札幌社会保険総合病院 外科 医師

富岡 伸元 札幌社会保険総合病院 外科 医師

野村 克 渓和会 江別病院 外科 医師

中木村 繁 渓和会 江別病院 外科 医師

若山 顕治 国立西札幌病院 外科 医師

坂本 譲 砂川市立病院 医師

下郡 佳 砂川市立病院 医師

石川 隆 KKR札幌医療センター 医師

藤吉 直 天使病院 医師

山上 雄司 天使病院 医師

木井 修平 苫小牧市立病院 医師

新保 悦子 ○ 北海道大学病院 第一外科 医局秘書



氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

山口圭介 市立札幌病院 血液内科 医師

千葉智市 市立札幌病院 血液内科 医師

石川康暢 北海道大学病院 第二内科 医師

小谷俊雄 北海道大学病院 第二内科 医師

藤枝雄一郎 北海道大学病院 第二内科 医師

八反田文彦 北海道大学病院 第二内科 医師

中川久子 ○ 北海道大学病院 第二内科 医員

中川靖子 ○ 北海道大学病院 第二内科 医員

三輪真記子 ○ 北海道大学病院 第二内科 実験助手

丸亀麻由香 ○ 北海道大学病院 第二内科 医局秘書

牧田実 滝川市立病院 医師

木村剛 市立札幌病院 透析室 看護師

河野通仁 北海道大学病院 第二内科 医師

イヴァンイゴレ
ヴィッチ

北海道大学病院 第二内科 医師

楠由宏 NTT東日本札幌病院 医師

第二内科

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

鐙谷 武雄 ○ 北海道脳神経外科記念病院 医師

穂刈 正昭 北海道大学病院 医師

茂木 洋晃 北海道大学病院 医師

遠藤 将吾 札幌麻生脳神経外科病院 医師

齋藤 健 札幌麻生脳神経外科病院 看護師

前田 さやか ○ 札幌麻生脳神経外科病院 看護師

佐藤 晃 札幌麻生脳神経外科病院 看護師

松井 克行 札幌麻生脳神経外科病院 放射線技師

金子 柏葉脳神経外科病院 リハビリ

平澤 柏葉脳神経外科病院 放射線技師

脳神経外科



旧第二外科 （消外Ⅱ＋循呼外＋循内＋ICU）

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

那須裕也 消化器外科II 医師

田本英司 八雲総合病院 医師

和田雅孝 消化器外科II 医師

宮谷内健吾 消化器外科II 医師

川村武史 岩見沢労災病院 医師

渡邊裕介 消化器外科II 医師

樋田泰浩 循環器・呼吸器外科 医師

大高和人 循環器・呼吸器外科 医師

大岡智学 循環器・呼吸器外科 医師

加藤伸康 循環器・呼吸器外科 医師

浅井英嗣 循環器・呼吸器外科 医師

関達也 循環器・呼吸器外科 医師

高橋まさしげ 循環器内科 医師

阿部隆宏 リハビリテーション部 理学療法士

鴇田智久 ME部 臨床工学技士

高井嘉紀 ICU 看護師

大塚博明 ICU 看護師

大石美佳 ○ ICU 看護師

多羽田真理 ○ ICU 看護師

堀田麻未 ○ ８の２ 看護師

田中千夏 ○ ８の２ 看護師

合田あや ○ ８の２ 看護師

伊藤千紘 ○ ８の２ 看護師

笹浪怜奈 ○ 消化器外科II 秘書



麻酔科

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

森本 裕二 ○ 北海道大学病院 教授

堂崎 信一 ○ KKR斗南病院 医師

小島 琢 札幌麻酔クリニック 医師

四釜 裕睦 町立中標津病院 医師

神津 将仁 北海道大学病院 麻酔科 医師

木田 敦知 北海道大学病院 麻酔科 医師

中村 高士 北海道大学病院 麻酔科 医師

加藤 類 北海道大学病院 麻酔科 医師

唐 思健 市立札幌病院 医師

徳山 英雄 手稲渓仁会病院 医師

長谷川 完 KKR札幌医療センター 麻酔科 医師

田中 暢洋 砂川市立病院 麻酔科 医師

吉田 知由 北海道大学病院 麻酔科 医師

相川 勝洋 北海道大学病院 麻酔科 医師

水野谷 和之 北海道大学病院 麻酔科 医師

久保 康則 北海道大学病院 麻酔科 医師

糸洲 佑介 北海道大学病院 麻酔科 研修医

寺島 聡子 ○ 北海道大学病院 麻酔科 研修医

小倉 直浩 KKR札幌医療センター 臨床工学士

伊藤 麻衣 砂川市立病院 看護師

長田 千鶴 砂川市立病院 看護師

方波見 謙一 砂川市立病院 救急科 医師



スポ・整形（スポーツ医学診療科・整形外科）

氏名 女性 ≧50歳 勤務先 職種

安田和則 ○ 北海道大学病院 スポーツ科 医師

近藤英司 北海道大学病院 スポーツ科 医師

小野寺 伸 北海道大学病院 スポーツ科 医師

河口泰之 北海道大学病院 スポーツ科 医師

福井孝明 北海道大学病院 スポーツ科 医師

松田英敏 北海道大学病院 スポーツ科 医師

吉川勝久 北海道大学病院 スポーツ科 医師

甲斐秀顕 北海道大学病院 スポーツ科 医師

後藤圭子 ○ 北海道大学病院 スポーツ科 医師

横田正司 北海道大学病院 スポーツ科 医師

宮武慎 三条整形外科スポーツクリニック 医師

小野寺純 ○ 山の手通八木病院 整形外科 医師

犬尾裕一 山の手通八木病院 理学療法室 理学療法士

久保智行 山の手通八木病院 理学療法室 理学療法士

中村裕之 山の手通八木病院 理学療法室 理学療法士

山本恭平 山の手通八木病院 理学療法室 理学療法士

髙橋大介 北海道大学病院 整形外科 医師

岩崎浩司 北海道大学病院 整形外科 医師

久田雄一郎 北海道大学病院 整形外科 医師

金子知 北新東病院 整形外科 医師

浅野毅 斗南病院 整形外科 医師

木村長三 ○ 帯広厚生病院 整形外科 医師

本谷和俊 帯広厚生病院 整形外科 医師

宮崎拓自 帯広厚生病院 整形外科 医師

遠藤香織 ○ 市立釧路総合病院 整形外科 医師

本江由実 ○ 北海道大学病院 整形外科 看護師

辻佑介 北海道大学病院 整形外科 看護師

大波剣士朗 北海道大学病院 整形外科 看護師

江口佳仁 クラーク病院 放射線部 放射線技師


