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日本肝臓学会肝臓専門医一覧 

北海道・東北地区 

2018 年 11 月 21 日現在 

※印は認定施設・＊印は関連施設 ・アンダーラインは指導医 

 

＜  施  設  名  ＞ ＜  肝  臓  専  門  医  ＞ 

北海道  

 札幌市  

 厚別区  

 JCHO 札幌北辰病院 髙木智史、寺下勝巳 

 幸田内科消化器科クリニック 幸田弘信 

 さっぽろ厚別通内科 杉澤 憲 

 新札幌聖陵ホスピタル 佐藤直樹 

 夏井坂内科クリニック 夏井坂光輝 

 北 区  

※ 北海道大学病院 坂本直哉、森川賢一、小川浩司、武冨紹信、須田剛生、

折茂達也、大西俊介、中井正人、横尾英樹、神山俊哉、

柿坂達彦、嶋村 剛、若山顕治、島田慎吾、加藤 新、

村中徹人、川岸直樹 

 北海道医療大学病院 吉田純一、河野 豊 

 小林内科クリニック 小林紀夫 

 開成病院 齋藤雅雄 

 札幌複十字総合健診センター 坂本眞一 

 札幌新川駅前内科 金川博史、茎津武大 

 太黒胃腸内科病院 鈴木貴久 

 飛騨内科クリニック 飛騨昌彦 

 清田区  

※ 札幌緑愛病院 美馬聰昭、羽二生輝樹 

 札幌清田病院 田村文人 

 さかもと内科消化器科クリニック 坂本裕史 

 札幌整形循環器病院 太田英敏 

 札幌在宅クリニック そよ風 戸井博史 

 ほし内科消化器クリニック 星 秀樹 

 みき内科消化器きたのクリニック 三木 巌 

 白石区  

 国立病院機構北海道がんセンター 濱口 純、永島裕之 

＊ 札幌北楡病院 梅村真知子、片桐雅樹、高野眞寿、服部優宏、常松聖司、 

小笹真理子 

 恵祐会第 2病院 大橋広和 

 札幌センチュリー病院 町田卓郎、藤田朋紀 
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 札幌徳洲会病院 東 直樹 

 さっぽろ白石内科消化器クリニック 髙橋 祥 

 東札幌病院 日下部俊朗、目黒 誠 

 中央区  

※ 札幌医科大学医学部附属病院 加藤淳二、宮西浩嗣、佐々木茂、高田弘一、阿久津典之、

佐々木泰史、小船雅義、水口 徹、大沼啓之、菊地尚平、

田中信悟、若杉英樹、吉田真誠、仲地耕平 

※ JA 北海道厚生連札幌厚生病院 豊田成司、髭 修平、狩野吉康、小関 至、大村卓味、

赤池 淳、岡村圭也、中島知明、石津寛之、北川 翔、 

荒川智宏、奥 大樹、巽 亮二、山口将功 

 JA 北海道厚生連札幌厚生病院共済クリニック 藤永 明 

※ 市立札幌病院 永坂 敦、小野雄司、遠藤文菜、佃 曜子、砂原正男 

 札幌鉄道病院 渡邉正夫 

 札幌循環器クリニック札幌循環器病院 中村とき子 

 KKR 斗南病院 森田康太郎 

＊ NTT 東日本札幌病院 小野寺 学 

＊ 菊郷会愛育病院 岡本宗則、後藤 哲 

 しんたに内科消化器内科 新谷直昭 

 社会保険北海道健康管理センター 村島義男 

 ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛ時計台記念病院 吉田晴恒、青木貴徳 

 時計台内科クリニック 吉田隆雄 

 斗南前よしざき内科消化器内科クリニック 由崎直人 

 長瀬内科医院 長瀬 清 

 浜田内科消化器科クリニック 浜田結城 

 萬田記念病院 萩原誠也 

 正心会岡本病院 小山 稔 

 水色の木もれ陽 肝臓クリニック札幌 川西輝明 

 手稲区  

※ 手稲渓仁会病院 辻 邦彦、姜 貞憲、松居剛志、矢根 圭、金 俊文、 

永井一正、瀧川有記子 

 アルデバラン手稲いなづみ病院 松嶋 喬 

 豊平区  

 JCHO 北海道病院 関谷千尋、古家 乾、馬場 英 

 札幌しらかば台病院 岩田徳和 

 札幌ライラック病院 志田勇人、本庄恭輔 

 KKR 札幌医療センター 藤田 淳 

 スマイル健康クリニック 西森博幸 

 高木内科医院 髙木貴久子 

 慈昂会福住内科クリニック 佐藤康裕 
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 西 区  

＊ 国立病院機構北海道医療センター 木村宗士、武藤修一、堀本啓大 

 さっぽろ二十四軒病院 三好茂樹 

 北海道大野記念病院 黒田裕行 

 日本赤十字社北海道ﾌﾞﾛｯｸ血液ｾﾝﾀｰ 紀野修一 

 発寒中央病院 細川 忍 

 琴似駅前内科クリニック 髙柳典弘 

 琴似ファミリークリニック 中西 満 

※ イムス札幌消化器中央総合病院 葛西和博、丹野誠志、西園一郎 

 東 区  

※ 北海道勤医協中央病院 水尾仁志、古山準一、森園竜太郎、吉田 信、高木秀雄、 

檜森亮吾、大黒聖二 

 三草会クラーク病院 岡本 聡 

 札幌がん検診センター 山本洋一 

 札幌道都病院 森藤吉哉 

※ 札幌禎心会病院 髙木秀安、中原生哉 

※ 札幌東徳洲会病院 河野 透、吉川大太郎、伊藤貴博 

 とこはる東栄病院 常松 潔、常松 泉、工藤峰生 

 よしだ内科クリニック 広瀬憲一 

 南 区  

＊ 小笠原記念札幌病院 本城信吾、谷口雅人 

※ 為久会札幌共立五輪橋病院 本間久登、高橋 稔、土居 忠、秋山剛英 

 康和会札幌しらかば台南病院 高田 茂 

 露口内科･消化器内科クリニック 露口雅子 

 旭川市  

※ 旭川医科大学医学部附属病院 麻生和信、川原敏靖、松野直徒、生田克哉、鳥本悦宏、

大平賀子、澤田康司、小西奈々美、玉木陽穂、伊藤貴博、

古川博之、藤谷幹浩、岡田充巧、中嶋駿介、長谷部拓夢、

安藤勝祥、太田 雄、髙橋裕之、田邊裕貴、金澤寛之、

井尻学見 

※ 旭川赤十字病院 長谷部千登美、藤井常志、阿部真美、杉山祥晃 

 北海道旭川赤十字血液センター 木下 透 

※ 旭川医療センター 西村英夫、横浜吏郎 

＊ JA 北海道厚生連旭川厚生病院 斎藤義徳 

 元生会愛生病院 斉藤浩之 

 旭川キュアメディクス 松田 年、青島 優 

 旭川三愛病院 西川智哉 

 市立旭川病院 助川隆士 

 豊岡中央病院 柿坂明俊 
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 東旭川病院 松本昭範 

 修彰会沼崎病院 富永吉春 

 南四条クリニック 井尻正廣 

 中島病院 小原充裕 

 真口内科小児科医院 真口昌介 

 石狩市  

 石狩すずらん内科 吉田暁正 

 岩見沢市  

 岩見沢市立総合病院 加藤寛士、大和弘明 

 恵庭市  

 恵庭第一病院 在間和弘 

＊ 北晨会恵み野病院 三浦洋輔 

 江別市  

 北海道情報大学 佐藤裕二 

 仁寿会ささなみ内科クリニック 笹浪哲雄 

 小樽市  

 小樽市立病院 安達雄哉 

＊ 小樽協会病院 加藤隆佑 

 小樽掖済会病院 高梨訓博 

 吉澤内科クリニック 吉澤豊文 

 せのた内科クリニック 瀬ノ田明範 

 帯広市  

※ JA 北海道厚生連帯広厚生病院 菊池英明、新 智文、長 いく弥 

※ 帯広第一病院 小林光樹、中村公英 

 ㈶帯広西病院 清水 章 

 おく内科消化器クリニック 奥 隆臣 

 帯広徳洲会病院 棟方 隆 

 刀圭会協立病院 須藤隆次 

 横手内科クリニック 横手美輝洋 

 北見市  

 オホーツク勤医協北見病院 草間敬司 

＊ 北見赤十字病院 上林 実、江平宣起、佐藤史幸 

 小林病院 矢崎康幸 

 釧路市  

＊ 道東勤医協釧路協立病院 田辺利男 

 釧路赤十字病院 薮谷 亨 

 ほり内科クリニック 堀 祐治 

＊ 労働者健康福祉機構釧路労災病院 宮城島拓人、小林良充 

 市立釧路総合病院 米沢和彦 
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 砂川市  

 砂川市立病院 吉田行範 

 細谷医院 細谷 毅 

 伊達市  

＊ 伊達赤十字病院 久居弘幸 

 千歳市  

 千歳インター消化器･内科 木田雅也 

 千歳市民病院 大久保俊一、渡辺秀樹 

 千歳桂病院 牧野 勲 

 苫小牧市  

＊ 苫小牧市立病院 小林智絵、江藤和範 

＊ 苫小牧日翔病院 櫛田隆久、園田範和 

 王子総合病院 奥田敏徳 

 横山内科消化器科 横山浩二 

 名寄市  

 名寄市立総合病院 鈴木康秋、藤林周吾 

 名寄市風連国民健康保険診療所 松本晋一郎 

 臨生会吉田病院 山口 彰 

 根室市  

 市立根室病院 本間賢太 

 函館市  

※ 市立函館病院 山本義也、中西一彰、伊藤 淳、梅原 実 

 国立病院機構函館病院 久保公利 

 かたやま内科消化器科 片山英昭 

 好和会クリニック 脇坂好孝 

 函館市医師会病院 岡和田 敦 

 菅原内科クリニック 菅原 俊 

 函館五稜郭病院 矢和田 敦、小林寿久、菅野将史、岡 俊州 

＊ 函館中央病院 紺野 潤 

 はら内科クリニック 原 信彦 

 深川市  

 深川第一病院 藤本佳範 

 三笠市  

 市立三笠総合病院 川﨑君王 

 室蘭市  

 市立室蘭総合病院 金戸宏行 

 いくた内科クリニック 生田茂夫 

 こだま消化器内科クリニック 小玉俊典 

 製鉄記念室蘭総合病院 前田征洋 

 日鋼記念病院 大月和宣、青木貴徳、代田 充 
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 紋別市  

 大原病院 大原和明 

 留萌市  

 留萌市立病院 藤田朋紀、村松博士 

 稚内市  

＊ 市立稚内病院 國枝保幸、出水孝章 

 枝幸郡浜頓別町  

 浜頓別町国民健康保険病院 重松秀一郎 

 上川郡比布町  

 町立ぴっぷクリニック 加藤一哉 

 上川郡和寒町  

 国保町立和寒病院 山下晃史 

 上磯郡木古内町  

 木古内町国民健康保険病院 小野 稔 

 河東郡音更町  

 音更病院 太田慎一 

 標津郡中標津町  

 樹恵会石田病院 石田康雄 

 空知郡中富良野町  

 中富良野町立病院 水野正巳 

 空知郡奈井江町  

 岸本内科・消化器科クリニック 岸本篤人 

 中川郡池田町  

 藤田クリニック 藤田昌紀 

 常呂郡置戸町  

 置戸赤十字病院 長谷川岳尚 

 苫前郡苫前町  

 苫前厚生クリニック 福井 実 

 紋別郡遠軽町  

＊ 遠軽厚生病院 井上充貴 

 夕張郡長沼町  

 町立長沼病院 倉 敏郎 

 その他 伊藤久美子 

   

青森県 震災による被災地の医療機関は、診療を停止している場合がありますのでご確認願います。 

 弘前市  

※ 弘前大学医学部附属病院 袴田健一、遠藤 哲、三上健一郎、佐藤 研、沢田直也、

川口章吾、飯野 勢 

 弘前市立病院 須藤晃司、坂本十一 

 津軽保健生協 健生病院 千葉大輔 
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 工藤医院 工藤幸正 

 青森市  

 青森県立中央病院 沼尾 宏、島谷孝司 

＊ 青森市民病院 菊池公二、和田豊人 

 成田祥耕クリニック 成田諭隆 

 わたなべ内科クリニック 渡辺泰宏 

 黒石市  

＊ 黒石市国保黒石病院 相馬 悌、三上貴史、小山隆男 

 十和田市  

 十和田市立中央病院 丹野弘晃 

 八戸市  

 八戸市立市民病院 吉田 諭 

 うしお内科クリニック 牛尾 晶 

 八戸西健診プラザ 山崎 潔 

 平川市  

 花田医院 花田直之 

 むつ市  

＊ むつ総合病院 岡本 豊 

 みちのくクリニック 川部汎康 

 上北郡東北町  

 良風会ちびき病院 広原鍾一 

 南津軽郡藤崎町  

 ときわ会病院 荘司貞志、永山亮造 

   

岩手県 震災による被災地の医療機関は、診療を停止している場合がありますのでご確認願います。 

 盛岡市  

※ 岩手医科大学附属病院 滝川康裕、井上義博、遠藤龍人、宮坂昭生、黒田英克、

柿坂啓介、梅邑 晃、遠藤 啓、吉田雄一、及川隆喜、 

菊地大輝、佐藤俊一、清水健司 

＊ 岩手県立中央病院 赤坂威一郎、原 康之 

 岩手県予防医学協会 黒澤照男 

 あべ菜園内科クリニック 阿部弘一 

 いしい内科・糖尿病クリニック 石井基嗣 

 岩手県対がん協会いわて健康管理センター 石川和克 

 天音会おいかわ内科クリニック 及川寛太 

 小坂内科消化器科クリニック 小坂陽一 

 吉田消化器内科 吉田俊巳 

＊ 盛岡市立病院 加藤章信、熊谷一郎、安達淳治 

 八角医院 八角有紀 

 みやもと内科クリニック 宮本康弘 
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 もりおか往診ホームケアクリニック 岩井正勝 

 一関市  

 桂島医院 桂島忠俊 

 岩手県立磐井病院 菅野記豊 

 北上市  

※ 県立中部病院 三浦達也、三上恵美子、伊藤洋信、宮澤恒持 

 北上済生会病院 織笠俊輔 

 芳野内科医院 芳野竜太郎 

 久慈市  

＊ 岩手県立久慈病院 鈴木年竜 

 遠野市  

 川上医院 川上 格 

 花巻市  

 おばら内科･消化器科クリニック 小原啓彦 

 中舘内科クリニック 中舘一郎 

 さとう消化器内科クリニック 佐藤慎一郎 

 奥州市  

 岩手県立江刺病院 小岡文志 

 奥州総合水沢病院 定免 渉 

 胃腸クリニック 小野寺清哉 

 大船渡市  

＊ 岩手県立大船渡病院 岡野継彦、小野寺美緒 

 八幡平市  

 八幡平市国民健康保険西根病院 三浦義明、舘道芳徳 

 宮古市  

＊ 岩手県立宮古病院 村上晶彦 

 おおうち消化器内科クリニック 大内 健 

 岩手郡雫石町  

 雫石町立雫石診療所 千葉俊明 

 紫波郡矢巾町  

 成田内科胃腸科医院 成田知史 

 紫波郡紫波町  

 岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター 小野 満 

 その他 鈴木一幸 

   

   

   

   

   

   



 - 9 - 

宮城県 震災による被災地の医療機関は、診療を停止している場合がありますのでご確認願います。 

 仙台市  

 青葉区  

※ 東北大学病院 新妻宏文、海野倫明、井上 淳、嘉数英二、水間正道、

浅野直喜、青木修一、戸子台和哲、宮城重人、中西 渉、

中村琢也、諸井林太郎、二宮匡史、西村隆一、三浦孝之、

柿﨑裕太、髙井 智、松村宗幸、熊田博之、藤尾 淳 

＊ 労働健康福祉機構東北労災病院 山川 暢、小林智夫、小笠原鉄郎 

 JR 仙台病院 安倍 修 

 JCHO 仙台病院 上西 博、川岸直樹、小原範之 

＊ 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 宮崎 豊 

※ 仙台厚生病院 近藤泰輝、山岡 肇、三浦智也 

 一番町健診クリニック 大内清昭 

 高橋信孝労働衛生コンサルタント事務所 髙橋信孝 

 内科佐藤病院 鈴木勃志 

 宮城県医師会健康管理センター 大槻昌夫 

 泉区  

 松田会松田病院 西岡可奈 

 太白区  

※ JCHO 仙台南病院 木皿典宏、佐々木公美子 

※ 仙台市立病院 長崎 太、米田 海 

＊ 仙台赤十字病院 菅野 厚、片岡晃二郎、大楽尚弘 

 仙台富沢病院 山本 毅 

 宮城野区  

※ 国立病院機構仙台医療センター 真野 浩、鵜飼克明、田邊暢一 

＊ 仙台オープン病院 酒井利隆 

＊ 東北医科薬科大学病院 小暮高之、片寄 友 

 やまだ内科・胃腸科クリニック 山田真司 

 湯村医院 湯村和博 

 若林区  

 角田記念まつだクリニック 松田泰徳 

 石巻市  

 石巻赤十字病院 赤羽武弘、中西 史 

 大崎市  

 大崎市民病院 五十嵐勇彦 

 栗原市  

※ 市立栗原中央病院 佐藤修一、木田真美 

 塩竃市  

 宮城厚生協会坂総合病院 小熊 信、諸沢 樹 
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 多賀城市  

 山田憲一内科医院 石井元康 

 登米市  

 登米市立登米市民病院 伊妻壮晃 

 名取市  

 宮城県立がんセンター 鈴木眞一、涌井祐太 

 宮城県立がんセンター研究所 玉井恵一 

 黒川郡富谷町  

 富谷中央病院 當 麻忠 

 柴田郡芝田町  

 しばた協同病院 北條裕士 

 柴田郡大河原町  

 みやぎ県南中核病院 木村 修 

   

秋田県  

 秋田市  

※ 秋田大学医学部附属病院 後藤 隆、大嶋重敏、古屋智規、守時由起、佐藤 亘、

渡辺 剛、西島亜紀、千葉 充、高橋健一、南 慎一郎 

※ 市立秋田総合病院 小松眞史、石井 元、中根邦夫、津田聡子 

 JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター 佐伯 剛、星野孝男、鹿股宏之 

※ 秋田赤十字病院 八木澤仁、石井 透、齋藤さとみ 

 いなば内科胃腸科クリニック 稲葉宏次 

 片岡内科医院 片岡 英、 

 くらみつ内科クリニック 倉光智之 

 高清水医院 高清水一善 

 たわらや内科 俵谷 伸 

 いとう内科胃腸内科クリニック 伊藤紘明 

 ひもり内科消化器科クリニック 桧森昌門 

 やばせ内科クリニック 俵谷博信 

 米山消化器内科クリニック 米山和夫 

 大館市  

 大館市立総合病院 山居聖典 

 大仙市  

 大曲厚生医療センター 三浦雅人 

 中島内科医院 中島 康 

 能代市  

 JCHO 秋田病院 吉川雅輝 

 秋田医仁会瀬川医院 瀬川大輔 

＊ 能代厚生医療センター 藤島裕耕 

 わたなべ内科医院 渡辺大亮 
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 由利本庄市  

 由利組合総合病院 道免孝洋 

 猪股医院 猪股正秋 

 湯沢市  

 石岡胃腸科クリニック 石岡知憲 

 横手市  

 横手市立横手病院 船岡正人 

 横手市立大森病院 小野 剛 

 平鹿総合病院 宮﨑勇希 

   

山形県  

 山形市  

※ 山形大学医学部附属病院 上野義之、斎藤貴史、冨樫 整、奥本和夫、冨田恭子、

勝見智大、芳賀弘明 

※ 山形県立中央病院 鈴木克典、飯澤 肇、川越 圭 

＊ 山形市立病院済生館 西瀬雄子 

＊ KKR 東北中央病院 渡辺久剛 

 もんま内科皮ふ科医院 門馬 孝 

 済生会山形済生病院 松尾 拓 

 酒田市  

 菅原内科胃腸科医院 菅原善昭 

＊ 日本海総合病院 青木政則、鈴木義広、柏舘俊明 

 日本海酒田リハビリテーション病院 髙橋 光 

 吉田医院 吉田 元 

 鶴岡市  

＊ 鶴岡市立荘内病院 白幡康弘 

 池田内科医院 渡邊秀平 

 斎藤内科医院 斎藤純夫 

 中目内科胃腸科医院 中目哲平 

 天童市  

 菅原内科胃腸科医院 菅原一彦 

 斗南会秋野病院 佐々木大輔 

 南陽市  

 公立置賜南陽病院 新澤陽英 

 東根市  

 宇賀神内科クリニック 宇賀神 智 

 いとう内科クリニック 伊藤純一 

 米沢市  

 米沢市立病院 佐藤智佳子 

 メディカルプラザ山口医院 山口隆将 
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 堀内医院 堀内素平 

 西置賜郡白鷹町  

 白鷹町立病院 柴田裕次 

 西村山郡河北町  

 和田医院 和田潤一 

 つかさ内科医院 佐藤 司 

 東置賜郡川西町  

 公立置賜総合病院 斉藤孝治、柄沢 哲 

 その他  

   

福島県 震災による被災地の医療機関は、診療を停止している場合がありますのでご確認願います。 

 福島市  

※ 福島県立医科大学附属病院 大平弘正、阿部和道、高橋敦史、引地拓人、岡井 研、

志村龍男、見城 明、紺野直紀、林 学、風間咲美、 

小野寺誠、丸橋 繁 

※ 綜合病院福島赤十字病院 黒田聖仁、宮田昌之、菅野有紀子 

 かんの消化器科外科医院 菅野鑑一郎 

 クリニック２１ 高木 徹 

 大原綜合病院 大平俊一郎 

 武田中央医院 横川順子 

 本間内科 勝嶋史子 

 会津若松市  

 竹田綜合病院 若林博人 

 遠山会遠山胃腸科内科医院 遠山裕樹 

 いとう内科消化器科クリニック 伊藤信市、伊藤知子 

 いわき市  

※ 労働者健康福祉機構福島労災病院 鈴木智浩、江尻 豊、宮澤正紹、田井真弓 

 呉羽総合病院 窪田幸男、赤津晋太郎 

 いわき市立総合磐城共立病院 須貝吉樹、中山晴夫 

 おおくぼ胃と腸・内科クリニック 大久保義光 

 くさのファミリー内科クリニック 草野昌男 

 くさのクリニック 草野浩治 

 櫛田病院 櫛田智子 

 こじま内科 小島俊彦 

 喜多方市  

 佐原病院 佐原 圭 

 郡山市  

 総合南東北病院 阿部 幹 

 太田綜合病院附属太田熱海病院 庄司 功、渡辺 茂、草野満夫 

※ 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 迎 慎二、橋本健明、今村秀道 
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 IMC いしだ内科 石田浩徳 

 くわのすずき内科クリニック 鈴木 聡 

 小池消化器科･内科クリニック 滝口純子 

 コスモス皮膚科・内科クリニック 東條 淳 

 二瓶医院 二瓶節雄 

 白河市  

 大髙内科胃腸科 大髙恵一 

 白河厚生総合病院 岡本裕正 

 須賀川市  

 公立岩瀬病院 吉田直衛、土屋貴男 

 相馬市  

 阿部クリニック 阿部和裕 

 二本松市  

 辰星会枡病院 枡 卓史 

 田村郡三春町  

 雷クリニック 雷  毅、斎藤広信 

 西白河郡矢吹町  

 会田病院 会田雄太 

 東白川郡塙町  

 塙厚生病院 斎藤桂悦 

 


