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大会会長：北海道大学病院長　福田　諭
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大会会長
北海道大学病院長　福田　諭

開催日
2011年３月５日（土）午後1:00 開場　（午後1:30 試合開始）

会場
東区体育館（東区北27東14）

大会事務局
形成外科　　担当：小山明彦

協力
北海道大学医学部バスケットボール部

参加チーム
第一外科　／　脳神経外科　／　麻酔科　／　スポーツ医学診療科＋整形外科 ／
第二内科　／　第二外科＋循環器内科＋ICU　／　形成外科　（７チーム）

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、会場にてお支払い下さい。）

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１～７位を決定
■予選リーグはXリーグ（四角、対角なし）とYリーグ（三角）で、それぞれの上位２チームが決勝トーナメントへ、
 残る３チームが５～７位決定リーグへ進みます。
競技時間
■前後半それぞれ８分，ハーフタイム３分（全試合）
■同点の場合、決勝トーナメント・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：時計が止まったらいつでも請求可能
■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
■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。
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。

会籠医北
長球局大
之大対病
印会抗院
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前大会の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、4チームのジャンケンにて決定しました。

① ②
①敗 ②敗

　 コートA コートB

13:00 開場 　開場 　

13:20 開会式 　開会式 　

13:30 一外　ー　形成 脳外　ー　スポ･整形

14:00 麻酔　ー　二内 スポ･整形　ー　二外･循内･ICU

14:30 二内　ー　形成 二外･循内･ICU　ー　脳外

15:00 麻酔　ー　一外 　

15:30 X1　ー　Y2 X3　ー　Y3

16:00 Y1　ー　X2 Y3　ー　X4

16:30 　 X4　ー　X3

17:00 決勝 ３位決定戦

17:30 表彰式 　表彰式 　

Y



メンバー表

脳神経外科

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

鐙谷 武雄   北海道脳神経外科記念病院　脳神経外科 医師

川堀 真人   北海道大学病院　脳神経外科 医師

茂木 洋晃   北海道大学病院　脳神経外科 医師

遠藤 将吾   北海道大学病院　脳神経外科 医師

斎藤 まさる   麻生脳神経外科病院 看護師

松井   麻生脳神経外科病院 放射線技師

平澤   柏葉脳神経外科病院 放射線技師

金子   柏葉脳神経外科病院 臨床検査技師

伊東 雅基   北海道大学病院　脳神経外科 医師

穂刈 正昭   北海道大学病院　脳神経外科 医師

形成外科

氏名 女性 ≧50 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

齋藤　亮   北海道大学病院　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   市立札幌病院　形成外科 医師

塩谷 隆太   手稲渓仁会病院　形成外科 医師

藤田 宗純   KKR斗南病院　形成外科 医師

安居　剛   旭川厚生病院　形成外科 医師

本田　進   北海道大学病院　形成外科 医師

西谷 順平   帯広厚生病院　形成外科 医師

前田　拓   市立札幌病院　形成外科 医師

川嶋　篤   手稲渓仁会病院　 研修医

柏倉 大作   北海道大学病院　手術 看護師

三上　愛 ♡  北海道大学病院　言語治療室 言語療法士



麻酔科

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

森本 裕二  ○ 北海道大学病院　麻酔科 教授

堂崎 信一  ○ KKR斗南病院　麻酔科 医師

小島　琢   小笠原病院　麻酔科 医師

四釜 裕睦   町立中標津病院　麻酔科 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   砂川市立病院　麻酔科 医師

山崎 由美子 ♡  北海道大学病院　麻酔科 医師

伊藤 亮子 ♡  北海道大学病院　麻酔科 医師

内田 洋介   北海道大学病院　麻酔科 医師

森　敏洋   北海道大学病院　麻酔科 医師

徳山 英雄   北海道大学病院　麻酔科 医師

長谷川 完   北海道大学病院　麻酔科 医師

田中 暢洋   北海道大学病院　麻酔科 医師

長沢 沙也香 ♡  北海道大学病院　麻酔科 医師

那須 智樹   北海道大学病院　麻酔科 医師

鯖戸 美奈 ♡  北海道大学病院　麻酔科 医師

山内 麻紗子 ♡  北海道大学病院　麻酔科 医師

早坂　怜   北海道大学病院　麻酔科 医師

仙葉 有紀   北海道大学病院　麻酔科 医師

藤井 知昭   北海道大学病院 研修医

山本 真崇   北海道大学病院 研修医



第一外科

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

神山 俊哉  ◯ 北海道大学病院　第一外科 医師

西部　学  ◯ 恵庭南病院 医師

中川 隆公   札幌社旗保険総合病院　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

大浦　哲   天使病院　外科 医師

若山 顕治   士別市立病院　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

高橋 秀徳   北海道大学病院　 研修医

藤吉　直   天使病院　 研修医

山上 雄司   天使病院　 研修医

坂本　譲   砂川市立病院　 研修医

木井 修平   苫小牧市立病院　 研修医

第二内科

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

加藤　将   北海道大学病院　第二内科 医師

山口 圭介   北海道大学病院　第二内科 医師

中垣　佑   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

柴崎 跡也   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

田口 雄一郎   北海道大学病院　第二内科 医師

中沢 大悟   北海道大学病院　第二内科 医師

井端　淳   北海道大学病院　血液内科 医師

牧田　実   北海道大学病院 研修医

国崎　守   北海道大学病院 研修医

鈴木 智博   北海道大学病院　中央診療部 看護師

三輪 真記子 ♡  北海道大学　第二内科 実験助手



スポーツ医学診療科＆整形外科 ファイターズ

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

安田 和則  ◯ 北海道大学病院　スポーツ医学診療科 医師（監督）

小野寺 純 ♡  八木病院 医師（主将）

宮武　慎   三条整形外科スポーツクリニック 医師（副主将）

吉川 勝久   北海道大学病院　スポーツ医学診療科 医師

甲斐 秀顯   北海道大学病院　スポーツ医学診療科 医師

河口 泰之   北海道大学病院　スポーツ医学診療科 医師

本谷 和俊   北海道大学病院　整形外科 医師

宮崎 拓自   北海道大学病院　整形外科 医師

遠藤 香織   北海道大学病院　整形外科 医師

亀田 裕介   北海道大学病院　整形外科 医師

藪内 康史   北海道大学病院　整形外科 医師

平塚 重人   北海道大学病院　整形外科 医師

黒木　圭   北海道大学病院　整形外科 医師

高橋 大介   北海道大学病院　整形外科 医師

金子　知   札幌リハビリテーション病院 医師

辻　佑介   北海道大学病院　 看護師

犬尾 裕一   八木病院 理学療法士

久保 智行   八木病院 理学療法士

西東　太   羊ヶ丘病院 看護師



第二外科・循環器内科・ICU

氏名 女性 ≧50 勤務先 職種

大高 和人   第二外科 医師

那須 裕也   第二外科 医師

中山 智英   第二外科 医師

田本 英司   第二外科 医師

寺村 紘一   第二外科 医師

宮谷内 健吾   第二外科 医師

川村 武史   第二外科 医師

椎名 伸行   第二外科 医師

樋田 泰浩   第二外科 医師

真木 健裕   第二外科 医師

京極 典憲   第二外科 医師

高橋 まさしげ   北海道大学病院　循環器内科 医師

高井 嘉紀   北海道大学病院　ICU 看護師

大塚 博明   北海道大学病院　ICU 看護師

大石 美佳 ♡  北海道大学病院　ICU 看護師

多羽田 真理 ♡  北海道大学病院　ICU 看護師

堀田 麻未 ♡  北海道大学病院　８-２病棟 看護師

本間 清香 ♡  北海道大学病院　８-２病棟 看護師

長尾 裕香 ♡  北海道大学病院　８-２病棟 看護師

伊藤 千紘 ♡  北海道大学病院　８-２病棟 看護師

笹浪 怜奈 ♡  北海道大学病院　８-２病棟 秘書


