
領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

内科 北海道東北 北海道 勤医協中央病院

勤医協札幌病院、勤医協札幌西区病院、
勤医協苫小牧病院、道北勤医協一条通病
院、道東勤医協釧路協立病院、道南勤医
協函館稜北病院、十勝勤医協帯広病院、
ｵﾎｰﾂｸ勤医協北見病院、医療生協わたり
病院、勤医協伏古10条ｸﾘﾆｯｸ、勤医協札
幌北区ぽぷらｸﾘﾆｯｸ、勤医協西区ひだまり
ｸﾘﾆｯｸ、勤医協札幌クリニック、勤医協月
寒ファミリークリニック、勤医協もみじ台内
科診療所、勤医協平和通りクリニック、勤
医協札幌みなみ診療所、勤医協当別診療
所、勤医協小樽診療所、勤医協余市診療
所、くろまつないﾌﾞﾅの森診療所、勤医協室
蘭診療所、勤医協厚賀診療所、勤医協浦
河診療所、勤医協神威診療所、勤医協上
砂川診療所、勤医協芦別平和診療所、道
北勤医協一条ｸﾘﾆｯｸ、道東勤医協協立す
こやかｸﾘﾆｯｸ、道南勤医協稜北ｸﾘﾆｯｸ

北海道民医連内科専門医研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.kin-ikyo-chuo.jp 8 36カ月

内科 北海道東北 北海道 旭川医科大学病院 勤医協中央病院 旭川医科大学内科専門医研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://www.jimu.asahikawa-
med.ac.jp/shomu/sotsugo/senmon

49 24カ月

内科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学医学部附属病院内科専門研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

30 3-6ヶ月程度

内科 北海道東北 青森県 青森県立中央病院 あおもり協立病院 青森県立中央病院内科専門研修プログラム
https://aomori-
kenbyo.jp/sinia_boshu1-recruit-
kenshui

7（自治医枠
含む）

3-12ヶ月程
度

内科 北海道東北 宮城県 坂総合病院

宮城・長町病院
宮城・古川民主病院
宮城・泉病院
山形・至誠堂総合病院
福島・わたり病院
宮城・松島海岸診療所
宮城・しばた協同クリニック
宮城・坂総合病院附属北部診療所

坂総合病院内科専門研修プログラム
https://miyagi-
min.com/intern/kouki/kouki.html

6 36ヶ月

内科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院 東北大学病院内科専門研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l001/

55 3～24ヶ月

内科 北海道東北 秋田県 中通総合病院 中通総合病院、大曲中通病院 中通総合病院内科専門研修プログラム http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/ 3 2～3年

内科 北海道東北 山形県 山形大学 鶴岡協立病院・至誠堂総合病院 山形大学医学部附属病院内科専門医研修プログラム
http://www.id.yamagata-
u.ac.jp/kenshu/pdf/pdf_program_2nd
/naika.pdf

32名 1年間

内科 北海道東北 山形県 日本海総合病院 鶴岡協立病院・本間病院 日本海総合病院内科専門研修プログラム

http://www.nihonkai-
hos.jp/gakusei/pdf/late_stage_clinica
l_internal-
medicine_H30.pdf#search=%27%E6%9
7%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7%E7%B
7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%
A2+%E5%86%85%E7%A7%91+%E5%B0
%82%E9%96%80%E5%8C%BB%E7%A0%
94%E4%BF%AE%27

10名 1年間

内科 北海道東北 山形県 坂総合病院 至誠堂総合病院 坂総合病院内科専門研修プログラム https://miyagi-min.com/general/ 6名
最長で1年
6ヶ月

内科 北海道東北 山形県 山形県立中央病院 至誠堂総合病院 山形県立中央病院内科専門研修プログラム https://www.ypch.gr.jp/index.html 10名 最長で1年

内科 北海道東北 山形県 山形大学医学部附属病院 至誠堂総合病院 山形大学医学部附属病院内科専門研修プログラム https://www.id.yamagata-u.ac.jp/
各診療科全
体で50名

最長で1年

内科 北海道東北 山形県 日本海総合病院 医療法人　本間病院 日本海総合病院内科専門研修プログラム www.nihonkai-hos.jp 10名

内科 北海道東北 福島県 福島県立医科大学 医療生協わたり病院 福島県立医科大学内科専門医研修プログラム
https://www.fmu.ac.jp/home/anzen
/kouki/course/new_course.html

14 12

内科 北海道東北 福島県 東北大学付属病院 医療生協わたり病院 東北大学病院内科専門研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l001/

55 12

内科 北関東甲信越 群馬県 利根中央病院
長野中央病院、耳原総合病院、片品診療
所

利根中央病院　内科専門研修プログラム
https://www.tonehoken.or.jp/senior
/naikakouki.html

3名 3年

http://www.kin-ikyo-chuo.jp/
http://www.jimu.asahikawa-med.ac.jp/shomu/sotsugo/senmon
http://www.jimu.asahikawa-med.ac.jp/shomu/sotsugo/senmon
https://miyagi-min.com/intern/kouki/kouki.html
https://miyagi-min.com/intern/kouki/kouki.html
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l001/
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l001/
http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/
https://miyagi-min.com/general/
http://www.nihonkai-hos.jp/
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l001/
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l001/
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内科 北関東甲信越 群馬県 前橋赤十字病院 利根中央病院 前橋赤十字病院　内科専門研修プログラム
https://www.maebashi.jrc.or.jp/recr
uit/e76bf631f45882f53e5dca5c78f0
4988c91d4646.pdf

6名 1年

内科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学　内科専門医プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/01%E5%8
6%85%E7%A7%912020.pdf

30名 1年

内科 北関東甲信越 群馬県 JCHO群馬中央病院 利根中央病院 群馬･東京総合内科専門研修プログラム
https://gunma.jcho.go.jp/wp-
content/uploads/2017/09/gunmato
kyonaikasenmonkensyupro2020.pdf

5名 1年

内科 北関東甲信越 群馬県 長野中央病院
松本協立病院、健和会病院、利根中央病
院、
耳原総合病院、上田生協診療所、上伊那

長野中央病院内科専門研修プログラム
http://www.mintyo.or.jp/min-
iren/share/pdf/training/nagano-
chuo-hospital_naika.pdf

5名 3年

内科 北関東甲信越 群馬県 耳原総合病院

西淀病院、ｺｰﾌﾟおおさか病院、尼崎医療生
協病院、
土庫病院、和歌山生協病院、神戸協同病
院、
健生病院、あおもり協立病院、利根中央病
院、
長野中央病院、東大阪生協病院、吉田病
院、

耳原総合病院　内科専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/naika
2021.pdf

6名 3年

内科 北関東甲信越 群馬県 日高病院 通町診療所 日高病院　内科専門医研修プログラム
https://hidaka02-
kai.com/hidaka/publics/index/309/

5名
1～6ヶ月程
度

内科 北関東甲信越 埼玉県 埼玉協同病院
埼玉西協同病院・熊谷生協病院・甲府共
立病院

埼玉協同病院内科専門研修プログラム https://www.skymet.jp/ 5 3年間

内科 北関東甲信越 埼玉県 石心会病院 埼玉協同病院 埼玉石心会病院内科専門研修プログラム https://saitama-sekishinkai.jp/ 半年

内科 北関東甲信越 埼玉県 甲府共立病院 埼玉協同病院 甲府共立病院内科専門研修プログラム
http://www.yamanashi-
min.jp/kofukyouritsu/

内科 北関東甲信越 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 下越病院 オール新潟内科専門研修プログラム（内科基本コース）
http://sksp.jp/nar/training/course/
view.php?i=57

50名 2年

内科 北関東甲信越 山梨県 甲府共立病院
埼玉協同病院、汐田総合病院、石和共立
病院など

甲府共立病院内科専門研修プログラム

http://www.yamanashi-
min.jp/position/doctor/final2/fn-
programlist/fn-
infrastructure/internal-medicine-
specialist-training-program.html

3 3年

内科 北関東甲信越 山梨県 市立甲府病院 甲府共立病院 市立甲府病院内科専門研修プログラム
https://www.city-kofu-
hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resid
ent.html

3 1年

内科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨大学内科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

20 6ヶ月

内科 北関東甲信越 山梨県 山梨県立中央病院 甲府共立病院 山梨県立中央病院内科専門研修プログラム
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/r
ecruit/3329/

5 1年

内科 北関東甲信越 山梨県 埼玉協同病院
埼玉西協同病院、熊谷生協病院、甲府共
立病院

埼玉協同病院内科専門研修プログラム
https://www.skymet.jp/senior/naika.
php

5 3年

内科 北関東甲信越 長野県 長野中央病院
松本協立病院、上伊那生協病院、健和会病院、利根
中央病院、耳原総合病院 長野中央病院内科専門研修プログラム

https://www.nagano-chuo-
hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinse
nmoni.html

5
最大2年9ヶ
月

内科 北関東甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 長野中央病院
信州大学
内科専門医研修プログラム

https://wwwhp.md.shinshu-
u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.
php

12M

内科 北関東甲信越 長野県
JA長野厚生連南長野医療セ
ンター篠ノ井総合病院

長野中央病院 篠ノ井総合病院内科専門研修プログラム
https://shinonoi-
ghp.jp/resident/senior/kikan_naika

3-6M

内科 北関東甲信越 長野県 耳原総合病院 長野中央病院　他
耳原総合病院
内科専門研修プログラム

http://www.mimihara.or.jp/ms/naika.
html

3-6M

内科 北関東甲信越 長野県 諏訪中央病院 松本協立病院 諏訪中央病院内科専門研修プログラム http://suwachuo.jp/iryo/program/ 6 6ヶ月

内科 関東 茨城県 水戸済生会病院 特別連携施設/城南病院
https://recruit.mito-
saiseikai.jp/senior/program

3名 不明

内科 関東 茨城県 東葛病院 特別連携施設/城南病院 東葛病院内科専門研修プログラム
http://www.tokatsu-
hp.com/ishi/senior-
resident/pdf/naikasenmon.pdf

5名 不明

内科 関東 茨城県 船橋二和病院 特別連携施設/城南病院 船橋二和病院内科研修プログラム
https://www.futawa-
hp.jp/doctor/later.html

3名 不明

https://hidaka02-kai.com/hidaka/publics/index/309/
https://hidaka02-kai.com/hidaka/publics/index/309/
http://sksp.jp/nar/training/course/view.php?i=57
http://sksp.jp/nar/training/course/view.php?i=57
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist-training-program.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3329/
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3329/
https://www.skymet.jp/senior/naika.php
https://www.skymet.jp/senior/naika.php
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://shinonoi-ghp.jp/resident/senior/kikan_naika
https://shinonoi-ghp.jp/resident/senior/kikan_naika
http://www.mimihara.or.jp/ms/naika.html
http://www.mimihara.or.jp/ms/naika.html
https://recruit.mito-saiseikai.jp/senior/program
https://recruit.mito-saiseikai.jp/senior/program
http://www.tokatsu-hp.com/ishi/senior-resident/pdf/naikasenmon.pdf
http://www.tokatsu-hp.com/ishi/senior-resident/pdf/naikasenmon.pdf
http://www.tokatsu-hp.com/ishi/senior-resident/pdf/naikasenmon.pdf
https://www.futawa-hp.jp/doctor/later.html
https://www.futawa-hp.jp/doctor/later.html
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内科 関東 栃木県
独立行政法人国立病院機構
栃木医療センター

宇都宮協立診療所 国立病院機構栃木医療センター内科プログラム
https://tochigi.hosp.go.jp/recruit/do
ctor_kouki.html

5名 1年

内科 関東 千葉県 船橋二和病院
東葛病院、汐田総合病院、千葉健生病
院、城南病院

船橋二和病院内科専門研修プログラム
https://www.futawa-
hp.jp/index.html

3 ３０か月

内科 関東 千葉県 済生会習志野病院 船橋二和病院 千葉県済生会習志野病院内科専門研修プログラム http://www.chiba-saiseikai.com/ 4 １２か月

内科 関東 千葉県
帝京大学ちば総合医療セン
ター

船橋二和病院 帝京大学ちば総合医療センター内科専門研修プログラム
http://www.med.teikyo-
u.ac.jp/~chiba/

20 １２か月

内科 関東 東京都 みさと健和病院 東葛病院、立川相互病院、柳原病院 他 みさと健和病院 内科専門研修プログラム
http://gakusei.kenwa.or.jp/04_1sndr
esident.html

3名 全3年

内科 関東 東京都 立川相互病院

みさと健和病院、東葛病院、川崎協同病
院、汐田総合病院、大田病院、中野共立
病院、王子生協病院、小豆沢病院、立川
相互ふれあいクリニック、国分寺ひかり診
療所、健生会ふれあい相互病院

立川相互病院内科専門研修プログラム
https://www.t-
kenseikai.jp/igakusei-
net/training02.html

3名(21年か
ら4名となる
予定)

内科 関東 東京都 立川相互病院
大田病院、東葛病院、みさと健和病院、中
野共立病院、川崎協同病院、汐田総合病
院、小豆沢病院、王子生協病院

立川相互病院内科専門研修プログラム
https://www.t-
kenseikai.jp/igakusei-
net/training02.html

3名 3年間

内科 関東 東京都 東葛病院

大田病院、立川相互病院、みさと健和病
院、大泉生協病院、船橋二和病院、代々
木病院、みさと協立病院、小豆沢病院、王
子生協病院、中野共立病院

東葛病院内科専門研修プログラム
http://www.tokatsu-
hp.com/ishi/senior-resident/

5名 3年間

内科 関東 東京都 みさと健和病院
大田病院、立川相互病院、東葛病院、大
泉生協病院、東京健生病院、中野共立病
院、柳原病院、小豆沢病院、王子生協病

みさと健和病院内科専門研修プログラム
http://gakusei.kenwa.or.jp/04sndresi
dent.html

3名 3年間

内科 関東 東京都
国立病院機構 東京医療セン
ター 

大田病院 東京医療センター内科専門研修プログラム
http://www.ntmc.go.jp/p_staff/categ
ory/13.html

10名 6ヵ月

内科 関東 神奈川県 横浜市立大学病院 汐田総合病院 横浜市立大学内科専門医養成プログラムC
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/urahp/medical/clinical-
training/fellowprogram.html

30名
3～6ヶ月程
度

内科 関東 神奈川県
東邦大学医療センター大森病
院

汐田総合病院
東邦大学医療センター大森病院消化器内科　内科専門医研
修プログラム

https://www.trainee.med.toho-
u.ac.jp/kouki/2019/pomori2019.html

30名 6ヶ月程度

内科 関東 神奈川県 昭和大学病院 汐田総合病院 昭和大学内科専門研修プログラム
https://www.showa-
u.ac.jp/PCTC/senior/program/inter
nal.html

18名 6か月程度

内科 関東 神奈川県 川崎市立病院 汐田総合病院 川崎市立川崎病院　内科専門研修プログラム
http://www.city.kawasaki.jp/32/cms
files/contents/0000037/37856/kaw
asaki/saiyo/senkou.html

10名 6～12か月

内科 関東 神奈川県 済生会横浜市東部病院 汐田総合病院 済生会横浜市東部病院内科研修プログラム
http://www.tobu.saiseikai.or.jp/recru
it/residentspecialist-in/

6名
3～6ヶ月程
度

内科 関東 神奈川県 立川相互病院 汐田総合病院 立川相互病院内科専門医研修プログラム
https://www.t-
kenseikai.jp/igakusei-

3名 6ヶ月程度

内科 関東 神奈川県 船橋二和病院 汐田総合病院 船橋二和病院内科専門研修プログラム
https://www.futawa-
hp.jp/doctor/kikan.html

3名 約2年6か月

内科 関東 神奈川県 甲府共立病院 汐田総合病院 甲府共立病院内科専門研修プログラム

http://www.yamanashi-
min.jp/position/doctor/final2/fn-
programlist/fn-
infrastructure/internal-medicine-
specialist

3名 3年6か月

内科 東海北陸 富山県 城北病院 富山協立病院 城北病院内科専門研修プログラム 富山民医連 http://toyama- 1 1年間
内科 東海北陸 富山県 富山大学附属病院 富山協立病院 富山大学地域連携型内科専門医研修プログラム 富山民医連 http://toyama- 1 1年間

内科 東海北陸 石川県 城北病院
富山協立病院、城北診療所、輪島診療
所、上荒屋クリニック、寺井病院、光陽病
院、光陽生協クリニック、つるが生協診療

城北病院内科専門研修プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

3名 36ヶ月

内科 東海北陸 福井県 城北病院 光陽病院 城北病院内科専門研修プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

内科 東海北陸 福井県 城北病院 光陽生協クリニック 城北病院内科専門研修プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

内科 東海北陸 福井県 城北病院 つるが生協診療所 城北病院内科専門研修プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

内科 東海北陸 岐阜県
みなと医療生活協同組合協立
総合病院

みどり病院
みなと医療生活協同組合協立総合病院内科専門研修プログ
ラム

http://hp.minato.coop/recruite/sen
koui

3

内科 東海北陸 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 みどり病院 岐阜大学基幹内科専門研修プログラム

https://www.futawa-hp.jp/index.html
https://www.futawa-hp.jp/index.html
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https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
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https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
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http://gakusei.kenwa.or.jp/04sndresident.html
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http://www.ntmc.go.jp/p_staff/category/13.html
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https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/medical/clinical-training/fellowprogram.html
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/medical/clinical-training/fellowprogram.html
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https://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/kouki/2019/pomori2019.html
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http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/saiyo/senkou.html
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/saiyo/senkou.html
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https://www.futawa-hp.jp/doctor/kikan.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/internal-medicine-specialist
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

内科 東海北陸 静岡県 浜松医科大学医学部附属病 三島共立病院 浜松医科大学内科専門研修プログラム
内科 東海北陸 静岡県 協立総合病院 三島共立病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院内科専門研修プログ

内科 東海北陸 愛知県 一宮市立市民病院 医療法人尾張健友会千秋病院 一宮市立市民病院内科専門研修プログラム
https://municipal-
hospital.ichinomiya.aichi.jp

24名 3ケ月

内科 東海北陸 愛知県
みなと医療生活協同組合協立
総合病院

千秋病院、北病院、名南病院、みどり病
院、津生協病院、三島共立病院

みなと医療生活協同組合協立総合病院内科専門研修プログ
ラム

http://hp.minato.coop/recruite

/senkoui
3

内科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院
内科 東海北陸 愛知県 半田市立半田病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院
内科 東海北陸 愛知県 岡﨑市民病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院

内科 東海北陸 愛知県
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田保健衛生大学病院 総合病院南生協病院内科専門研修プログラム

内科 東海北陸 愛知県 愛知医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

愛知医科大学病院内科専門医プログラム

内科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田医科大学病院内科専門医プログラム

内科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋大学医学部付属病院内科専門研修プログラム

内科 東海北陸 愛知県
独立行政法人地域医療機能
推進機構JCHO　中京病院

南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

JCHO中京病院内科専門研修プログラム

内科 東海北陸 愛知県 名古屋掖済会病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム

内科 東海北陸 愛知県 協立総合病院 北病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院内科専門研修プログ 3

内科 東海北陸 愛知県 協立総合病院 名南病院 DM研修
https://www.meinan-
ishisaiyo.com/medicalstudent-

4

内科 東海北陸 愛知県 千秋病院 名南診療所 地域医療研修
https://www.meinan-
ishisaiyo.com/medicalstudent-

1

内科 東海北陸 愛知県 一宮市立市民病院 医療法人尾張健友会千秋病院 一宮市立市民病院内科専門研修プログラム
https://municipal-
hospital.ichinomiya.aichi.jp

24名 3ケ月

内科 東海北陸 三重県 三重大学医学部附属病院 津生協病院 三重大学医学部附属病院内科専門研修プログラム
https://www.hosp.mie-
u.ac.jp/soshin/koki/program_ver3/

情報なし 約1年

内科 東海北陸 三重県
みなと医療生協　協立総合病
院

津生協病院 みなと医療生活協同組合　協立総合病院　基幹プログラム
http://hp.minato.coop/recruite/sen
koui

情報なし 約1年

内科 東海北陸 愛知県 中部労災病院 名南ふれあい病院 地域医療研修
https://www.meinan-
ishisaiyo.com/medicalstudent-

1

内科 近畿 京都府 京都民医連中央病院 京都協立病院 京都民医連中央病院内科専門研修プログラム
https://kyoto-min-iren-c-
hp.jp/resident/koki/naika-
senmon.html

5 2年

内科 近畿 大阪府 耳原総合病院

西淀病院　コープおおさか病院　土庫病院　
尼崎医療生協病院　
和歌山生協病院　東大阪生協病院　吉田
病院　おかたに病院　神戸協同病院
健生病院 あおもり協立病院 利根中央病
院 長野中央病院 (2021年度申請予定、坂
総合病院、勤医協中央病院)

耳原総合病院内科専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/index
.html

4 6か月～1年

内科 近畿 大阪府 長野中央病院 耳原総合病院 長野中央病院内科専門研修プログラム
https://www.nagano-chuo-
hospital.jp/gakusei/index.html

5

内科 近畿 大阪府 利根中央病院 耳原総合病院 利根中央病院内科専門研修プログラム 3

内科 近畿 大阪府
大阪市立大学医学部附属病
院

耳原総合病院 大阪市立大学　内科専門研修プログラム
http://www.hosp.med.osaka-
cu.ac.jp/self/kenshui/sr/inter/index
.shtml

40

内科 近畿 兵庫県 耳原総合病院 尼崎医療生協病院 耳原総合病院内科専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/late-
training.html

6 3年

内科 近畿 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療セン 尼崎医療生協病院 兵庫県立尼崎総合医療センター内科専門研修プログラム https://agmc.hyogo.jp/ 16 1年
内科 近畿 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 土庫病院 奈良県立医科大学附属病院内科専門医研修プログラム http://www.naramed-u.ac.jp/~imtp/ 1年間

内科 近畿 奈良県 市立奈良病院 土庫病院・おかたに病院 市立奈良病院内科専門研修プログラム
https://www.nara-
jadecom.jp/education/html/specialit
y/speciality_index.html

1年間

内科 近畿 奈良県 京都民医連中央病院 土庫病院・おかたに病院・吉田病院 京都民医連内科専門研修プログラム
https://kyoto-min-iren-c-
hp.jp/resident/koki/index.html

内科 近畿 奈良県 耳原総合病院 土庫病院・おかたに病院・吉田病院 耳原総合病院内科専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/index
.html
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

内科 近畿 和歌山県 耳原総合病院 和歌山生協病院 耳原総合病院内科専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/late-
training.html

6

内科 近畿 和歌山県 京都民医連中央病院 和歌山生協病院 京都民医連中央病院内科研修プログラム
https://kyoto-min-iren-c-
hp.jp/resident/koki/index.html

8

内科 中国四国 鳥取県
鳥取医療生活協同組合　鳥取
生協病院

岡山協立病院、京都民医連中央病院 鳥取生協病院内科専門研修プログラム http://www.med-seikyo.or.jp/ 3 12ヶ月以上

内科 中国四国 鳥取県
倉敷医療生活協同組合　水島
協同病院

岡山協立病院、広島共立病院、鳥取生協
病院

水島協同病院内科専門研修プログラム https://recruit-mizukyo.jp/ 3

内科 中国四国 鳥取県
岡山医療生活協同組合　岡山
生協病院

水島協同病院、松江生協病院、鳥取生協
病院

総合病院岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index_inte
rnal.html

3～4

内科 中国四国 鳥取県 島根大学医学部附属病院 鳥取生協病院、松江生協病院 オール島根内科専門医研修プログラム https://shimadaizm.jp/ 30

内科 中国四国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取生協病院、松江生協病院 鳥取大学医学部附属病院内科専門医研修プログラム
http://sotsugo.med.tottori-
u.ac.jp/index.php?view=4788

30

内科 中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院
松江生協病院、出雲市民病院、斐川生協
病院、鳥取生協病院

オール島根内科専門研修プログラム 30 １年

内科 中国四国 岡山県 総合病院岡山協立病院
水島協同病院、高松平和病院、鳥取生協
病院、松江生協病院、宇部協立病院、福
島生協病院、広島共立病院、高知生協病

総合病院岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index.html

3 2年3か月

内科 中国四国 岡山県 水島協同病院
岡山協立病院、松江生協病院、鳥取生協
病院

水島協同病院内科専門研修プログラム https://recruit-mizukyo.jp/ 3 2年3ヶ月

内科 中国四国 岡山県 岡山協立病院
水島協同病院、松江生協病院、鳥取生協
病院

岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/index.html

内科 中国四国 岡山県 鳥取生協病院
水島協同病院、岡山協立病院、松江生協
病院

鳥取生協病院内科専門研修プログラム
http://www.mcoop-
tottori.jp/recruit/stu/kouki-
program.html

内科 中国四国 広島県 広島市立安佐市民病院 広島医療生活協同組合広島共立病院
広島市立安佐市民病院内科専門医研修プログラム

http://www.asa-
hosp.city.hiroshima.jp/wp-
content/uploads/page/koki_naikapro
gram2018.pdf

5 24ヶ月

内科 中国四国 広島県 広島大学病院 広島医療生活協同組合広島共立病院 広島大学病院専門医制度内科領域プログラム

https://www.hiroshima-
u.ac.jp/system/files/144835/%EF%B
C%88%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4
%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%
A2%E3%80%801_%E5%86%85%E7%A7%
91%EF%BC%89%E5%B0%82%E9%96%8
0%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%97
%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%
E3%83%A02020.pdf

49 6ヶ月

内科 中国四国 広島県 広島大学病院 福島生協病院、広島共立病院 広島大学病院専門医制度内科領域プログラム
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/hosp/

49名
12ヶ月～24ヶ
月

内科 中国四国 広島県 広島市民病院 福島生協病院 広島市民病院内科専門研修プログラム
http://www.city-
hosp.naka.hiroshima.jp/

8名 6ヶ月

内科 中国四国 広島県 県立広島病院 福島生協病院 県立広島病院内科専門研修プログラム http://www.hph.pref.hiroshima.jp/ 6名 12ヶ月

内科 中国四国 広島県 岡山協立病院

福島生協病院、広島共立病院、水島協同
病院、宇部協立病院、松江生協病院、鳥
取生協病院、高松平和病院、高知生協病
院、岡山ひだまりの里病院、コープみんな
の診療所、コープ西大寺診療所 、コープ大
野辻クリニック、せいきょう玉野診療所

総合病院岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/index.html

3～4名
12ヶ月～36ヶ
月

内科 中国四国 広島県 水島協同病院

福島生協病院、広島共立病院、岡山協立
病院、宇部協立病院、松江生協病院、鳥
取生協病院、高松平和病院、玉島協同病
院、高知生協病院

水島協同病院内科専門研修プログラム http://www.mizukyo.jp/ 3名
12ヶ月～36ヶ
月

内科 中国四国 広島県 鳥取生協病院

福島生協病院、松江生協病院、岡山協立
病院、水島協同病院、高松平和病院、宇
部協立病院、京都民医連中央病院、耳原
総合病院、わかさ生協
診療所

鳥取生協病院内科専門研修プログラム http://www.med-seikyo.or.jp/ ？
12ヶ月～36ヶ
月

内科 中国四国 山口県 山口大学医学部附属病院 宇部協立病院 山口大学附属病院内科専門研修プログラム
http://www.cdc.hosp.yamaguchi-
u.ac.jp/intern/senmoni/senmon/top
.html

35人
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

内科 中国四国 山口県 岡山協立病院 宇部協立病院 総合病院岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index_inte
rnal.html

3～4人

内科 中国四国 山口県 水島協同病院 宇部協立病院 水島協同病院内科専門研修プログラム
https://recruit-
mizukyo.jp/characteristic/late-
program/

3～4人

内科 中国四国 山口県 鳥取生協病院 宇部協立病院 鳥取生協病院内科専門研修プログラム
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp
-
content/uploads/program2020/111

3～4人

内科 中国四国 徳島県 徳島大学病院 徳島健生病院 徳島大学病院内科専門医研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15066513434358

40 1～年

内科 中国四国 香川県 香川県立中央病院 高松平和病院 香川県立中央病院内科専門研修プログラム http://www.chp-kagawa.jp/ 6
3か月～12か
月

内科 中国四国 香川県 三豊総合病院 高松平和病院 三豊総合病院内科専門研修プログラム http://mitoyo-hosp.jp/ 5
6か月～12か
月

内科 中国四国 香川県 香川大学 高松平和病院 香川大学医学部附属病院内科プログラム http://www.med.kagawa- 20 12か月

内科 中国四国 香川県 岡山協立病院 高松平和病院 総合病院岡山協立病院内科専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/index.html

2 6か月

内科 中国四国 香川県 水島協同病院 高松平和病院 水島協同病院内科専門研修プログラム http://www.mizukyo.jp/ 3 6か月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 健和会大手町病院 千鳥橋病院、米の山病院、大分健生病院 健和会大手町病院内科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/physician.html

2
12ヵ月～36ヵ

月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 千鳥橋病院
米の山病院、大分健生病院、沖縄協同病
院

千鳥橋病院内科専門医研修プログラム
http://www.chidoribashi-
resident.jp/kouki/shinsenmoni.html

2 36ヶ月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 米の山病院 大手町病院、千鳥橋病院、大分健生病院 米の山病院内科専門研修プログラム
https://www.komenoyama.com/med
ical_student/specialty/program.html

2 最大33ヶ月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 小倉記念病院 健和会大手町病院 小倉記念病院内科専門研修プログラム
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit
/kouki_kensyui/04/

～12ヵ月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学内科専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/snai
ka.html

～12ヵ月

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 九州大学病院 千鳥橋病院 内科専門医研修プログラム http://kyushu-shinnaika.com/ 12ヶ月
内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 久留米大学病院 米の山病院 久留米大学内科研修プログラム https://kurume- 24 3ヶ月～1年

内科 九州沖縄 福岡・佐賀県 麻生飯塚病院 米の山病院 飯塚病院内科専門研修プログラム
https://aih-
net.com/resident/major/program/n
aika.html

16 3ヶ月～6ヶ月

内科 九州沖縄 長崎県 長崎医療センター 上戸町病院 Nagasaki-MC内科専門医プログラム 6名 約半年～1年
内科 九州沖縄 大分県 大手町病院 大分健生病院 健和会大手町病院内科専門研修プログラム 3 12ヶ月
内科 九州沖縄 大分県 千鳥橋病院 大分健生病院 千鳥橋病院内科専門医研修プログラム 5 12ヶ月
内科 九州沖縄 大分県 米の山病院 大分健生病院 米の山病院内科専門研修プログラム 2 12ヶ月
内科 九州沖縄 大分県 鹿児島生協病院 大分健生病院 鹿児島生協病院内科専門研修プログラム 3 12ヶ月
内科 九州沖縄 大分県 大分大学 大分健生病院 大分大学医学部附属病院内科専門研修プログラム 12ヶ月

内科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島生協病院
国分生協病院、奄美中央病院、くわみず病
院、大分健生病院、宮崎生協病院、上戸
町病院

鹿児島生協病院内科専門研修プログラム http://www.kaseikyohp.jp/ 3 3年

内科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院
鹿児島生協病院、国分生協病院、奄美中
央病院、徳之島診療所

鹿児島大学病院　新・内科専門医研修プログラム「開門」
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp
-
content/uploads/program2020/111

39 1～2年

内科 九州沖縄 鹿児島県 南風病院 鹿児島生協病院 南風病院内科専門研修プログラム
http://www.nanpuh.or.jp/con_08-
01-00_senmoni.html

3 1～2年

内科 九州沖縄 沖縄県 沖縄協同病院
千鳥橋病院、中部協同病院、とよみ生協
病院、協同にじクリニック、糸満協同診療

沖縄協同病院内科専門研修プログラム https://www.okikyo-resident.com/ 3 3年

内科 九州沖縄 沖縄県 友愛医療センター 沖縄協同病院 友愛医療センター内科専門研修プログラム https://www.tomishiro-rinsyo.jp/ 10 2年
内科 九州沖縄 沖縄県 千鳥橋病院 沖縄協同病院 千鳥橋病院内科専門研修プログラム https://www.chidoribashi-hp.or.jp/ 2

内科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球大学病院内科専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

2年

https://okayama-kyoritsu.jp/recruit/senior/index_internal.html
https://okayama-kyoritsu.jp/recruit/senior/index_internal.html
https://okayama-kyoritsu.jp/recruit/senior/index_internal.html
https://recruit-mizukyo.jp/characteristic/late-program/
https://recruit-mizukyo.jp/characteristic/late-program/
https://recruit-mizukyo.jp/characteristic/late-program/
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1119310002.pdf
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1119310002.pdf
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1119310002.pdf
http://www.chp-kagawa.jp/
http://mitoyo-hosp.jp/
http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/
https://okayama-kyoritsu.jp/index.html
https://okayama-kyoritsu.jp/index.html
http://www.mizukyo.jp/
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/physician.html
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/physician.html
http://www.chidoribashi-resident.jp/kouki/shinsenmoni.html
http://www.chidoribashi-resident.jp/kouki/shinsenmoni.html
https://www.komenoyama.com/medical_student/specialty/program.html
https://www.komenoyama.com/medical_student/specialty/program.html
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit/kouki_kensyui/04/
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit/kouki_kensyui/04/
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/snaika.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/snaika.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/snaika.html
http://kyushu-shinnaika.com/
https://kurume-kensyu.jp/specialist/
https://aih-net.com/resident/major/program/naika.html
https://aih-net.com/resident/major/program/naika.html
https://aih-net.com/resident/major/program/naika.html
http://www.kaseikyohp.jp/
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1117460006.pdf
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1117460006.pdf
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/program2020/1117460006.pdf
http://www.nanpuh.or.jp/con_08-01-00_senmoni.html
http://www.nanpuh.or.jp/con_08-01-00_senmoni.html
https://www.okikyo-resident.com/
https://www.tomishiro-rinsyo.jp/
https://www.chidoribashi-hp.or.jp/
http://www.senmon.med.u-ryukyu.ac.jp/program.html
http://www.senmon.med.u-ryukyu.ac.jp/program.html


領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

総合診療科 北海道東北 北海道 勤医協中央病院

勤医協札幌病院、勤医協札幌西区病院/
勤医協西区ひだまりｸﾘﾆｯｸ、勤医協苫小牧
病院、勤医協月寒ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ、勤医協余
市診療所、くろまつないﾌﾞﾅの森診療所、勤
医協芦別診療所、道北勤医協一条通病院
/一条ｸﾘﾆｯｸ、道北勤医協宗谷医院、道南
勤医協函館稜北病院/稜北ｸﾘﾆｯｸ、道南勤
医協江差診療所、十勝勤医協帯広病院、
東勤医協釧路協立病院/協立すこやかｸﾘ
ﾆｯｸ、ｵﾎｰﾂｸ勤医協北見病院、天使病院、
市立函館病院、釧路日赤病院、倶知安厚
生病院、せたな町立国保病院、松前町松
前病院、北海道社会事業協会帯広病院、
寿都町立寿都診療所、函館中央病院、ﾎｰ
ﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ札幌、手稲渓仁会病院、上井
草診療所(東京）

北海道勤医協総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.kin-ikyo-chuo.jp 8
36カ月or48カ
月

総合診療科 北海道東北 北海道 道北勤医協一条通病院 道北勤医協宗谷医院 道北勤医協専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.dohoku-kinikyo.or.jp/ 2 36カ月
総合診療科 北海道東北 北海道 函館稜北病院 江差診療所、勤医協中央病院 函館総合診療研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://ryohoku-h.hakodate.jp/ 2 33カ月
総合診療科 北海道東北 北海道 釧路協立病院 勤医協中央病院、ｵﾎｰﾂｸ勤医協北見病院 釧路総合診療医養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://www.dotokin-medwel.jp 3 30カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 手稲家庭医療ｸﾘﾆｯｸ 勤医協中央病院 手稲家庭医療ｸﾘﾆｯｸ総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://www.keijinkai.com/teine/train
ing/late_training_program/45-3/

4 3か月

総合診療科 北海道東北 北海道 倶知安厚生病院 勤医協中央病院 ﾆｾｺ羊蹄総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://www.dou-
kouseiren.com/recruit/section/kutc
han/doctor/vt1bv7

2 3カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 札幌医科大学病院
勤医協中央病院、勤医協札幌病院、くろま
つないﾌﾞﾅの森診療所、函館稜北病院、ｵ
ﾎｰﾂｸ勤医協北見病院

札幌医科大学総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.sapmed.ac.jp/ 2 21カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 町立松前病院 函館稜北病院 松前塾-ﾙｰﾗﾙｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄへの道 http://matsumae-hospital.com/ 2 6カ月
総合診療科 北海道東北 北海道 共愛会病院 函館稜北病院 共愛会病院総合診療医ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://www.kyoaikai-hosp.com/ 2 9カ月
総合診療科 北海道東北 北海道 函館中央病院 函館稜北病院 函館中央病院　総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://chubyou.com/ 2 18カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 市立稚内病院 道北勤医協一条通病院 日本最北端総合診療医養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.j
p/

2 6カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 東葛病院 道北勤医協一条通病院、函館稜北病院 東葛病院総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://tokatsu-hp.com/ishi/senior-
resident/

3 6カ月

総合診療科 北海道東北 北海道 汐田総合病院
勤医協芦別平和診療所、勤医協余市診療
所

汐田総合病院総合診療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://www.ushioda-
doctor.jp/_03/_01

2 48カ月

総合診療科 北海道東北 青森県 健生黒石診療所

青森（健生、健生C、あおもり協立、中部C、
八戸生協診療所）
岩手（川久保、さわやかC）
山形（鶴岡協立、健生ふれあいC）
福島（わたり、付属せいきょうC）

家庭医療学開発センター（CFMD）総合診療専門研修プログ
ラム・東北

http://aomin.jp/medico/senior/ 6 36ヶ月

総合診療科 北海道東北 青森県 健生病院
黒石診療所、あおもり協立、中部C、八戸
生協診療所

青森民医連総合診療専門医後期研修プログラム http://aomin.jp/medico/senior/ 2 36ヶ月

総合診療科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学医学部附属病院 総合診療専門研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

8
3-12ヶ月程
度

総合診療科 北海道東北 岩手県 川久保病院 さわやかクリニック 盛岡医療生協　総合診療専門研修プログラム 2 36か月

総合診療科 北海道東北 宮城県 坂総合病院

宮城・長町病院
宮城・古川民主病院
宮城・泉病院
宮城・松島海岸診療所
宮城・しばた協同クリニック

みちのく総合診療専門研修プログラム https://miyagi-min.com/general/ 6 36ヶ月

総合診療科 北海道東北 秋田県 中通総合病院 中通総合病院、大曲中通病院 中通総合診療専門研修プログラム http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/ 2 2～3年
総合診療科 北海道東北 山形県 鶴岡協立病院 本間病院・至誠堂総合病院・中山診療所 鶴岡協立病院総合診療専門研修プログラム http://y-mcoop.com/ 2名 2年6ｹ月間

総合診療科 北海道東北 山形県 至誠堂総合病院
鶴岡協立病院・坂総合病院・中山診療所・
松島海岸診療所

さくらんぼ総合診療専門研修プログラム
https://www.shiseido-
hp.jp/recruit/program/general-
training/

2名 2年6ｹ月間

総合診療科 北海道東北 山形県 戸塚病院 鶴岡協立病院・川崎協同病院 生協戸塚病院総合診療専門研修プログラム「とつか」
https://totsuka-
hp.jp/recruit/rec_general_training_te
st/

2名 2年間

総合診療科 北海道東北 山形県 至誠堂総合病院 鶴岡協立病院・中山診療所 さくらんぼ総合診療専門研修プログラム https://www.shiseido-hp.jp/ 2名
2年6ヶ月～3
年

総合診療科 北海道東北 山形県 鶴岡協立病院 至誠堂総合病院 鶴岡協立病院総合診療専門研修プログラム http://y-mcoop.com/hospital/ 2名 1年

http://www.kin-ikyo-chuo.jp/
http://www.dohoku-kinikyo.or.jp/
https://ryohoku-h.hakodate.jp/
https://www.dotokin-medwel.jp/
http://www.keijinkai.com/teine/training/late_training_program/45-3/
http://www.keijinkai.com/teine/training/late_training_program/45-3/
https://www.dou-kouseiren.com/recruit/section/kutchan/doctor/vt1bv7
https://www.dou-kouseiren.com/recruit/section/kutchan/doctor/vt1bv7
https://www.dou-kouseiren.com/recruit/section/kutchan/doctor/vt1bv7
http://www.sapmed.ac.jp/
http://matsumae-hospital.com/
https://www.kyoaikai-hosp.com/
https://chubyou.com/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
http://tokatsu-hp.com/ishi/senior-resident/
http://tokatsu-hp.com/ishi/senior-resident/
https://www.ushioda-doctor.jp/_03/_01
https://www.ushioda-doctor.jp/_03/_01
https://miyagi-min.com/general/
http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/
https://www.shiseido-hp.jp/


領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

総合診療科 北海道東北 福島県 医療生協わたり病院
ふれあいクリニックさくらみず、生協いいの
診療所、小名浜せいきょうクリニッウ、会津
若松診療所、桑野協立病院、健生病院、

福島県民医連総合診療専門研修プログラム 3 36

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 利根中央病院
北毛病院、前橋協立病院、高崎中央病
院、

群馬家庭医療学センター　総合診療専門研修プログラム
利根中央コース

https://www.tonehoken.or.jp/senior
/general_pra_senior.html

3名 3年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 前橋協立診療所
利根中央病院、北毛病院、前橋協立病
院、高崎中央病院、
片品診療所、通町診療所

群馬家庭医療学センター　総合診療専門研修プログラム
前橋協立コース

3名 3年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院
利根中央病院、前橋協立病院、前橋協立
診療所、
通町診療所、北毛病院、高崎中央病院

群馬大学医学部附属病院　総合診療研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/19%E7%B
7%8F%E5%90%88%E8%A8%BA%E7%99
%822021.pdf

2年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 栃木医療センター
利根中央病院、宇都宮協立診療所、生協
ふたば診療所

栃木医療センター　総合診療プログラム
https://tochigi.hosp.go.jp/recruit/do
ctor_kouki.html

2名 1年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 老年病研究所附属病院
利根中央病院、片品診療所、前橋協立病
院、

老年病研究所附属病院　総合診療専門研修プログラム
https://www.ronenbyo-
hospital.jp/recruit/resi-senior/

2名 1年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 名瀬徳洲会病院 利根中央病院 名瀬徳洲会病院
https://www.nazetokushukai.jp/recr
uit/couse1.php

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 協立総合病院
利根中央病院、北病院、名南診療所、みな
と診療所、三島共立病院

協立総合病院　総合診療専門研修プログラム
http://hp.minato.coop/recruite/sou
gousenkoui

2名 1年

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 高崎総合医療センター
前橋協立病院、前橋協立診療所、高崎中
央病院、通町診療所

高崎総合医療センター　総合診療専門研修プログラム
https://takasaki.hosp.go.jp/senkoui.
html

4名 6ヶ月

総合診療科 北関東甲信越 群馬県 群馬中央病院 前橋協立診療所 群馬中央病院　総合診療専門研修プログラム
https://gunma.jcho.go.jp/wp-
content/uploads/2017/09/sogosinr
yosenmonkensyupro2020.pdf

2名 6ヶ月

総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 埼玉協同病院
埼玉西協同病院・熊谷生協病院・おおみや
診療所など

さいたま総合診療医・家庭医センター埼玉協同病院総合診
療医プログラム

https://kateii-saitama.jp/ 2 3年間

総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 久地診療所
埼玉協同病院・大井協同診療所・川崎協
同病院など

CFMD家庭医療/総合診療レジデンシー・東京 http://cfmd.jp/residency/tokyo/

総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 秩父市立病院 秩父生協病院 総合診療専門医養成プログラム「ちちぶ」 https://www.chichibu-hsp.org/
総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 みさと健和病院 秩父生協病院・東葛病院・柳原病院 みさと健和病院総合診療専門研修プログラム https://misato.kenwa.or.jp/
総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 石心会病院 熊谷生協病院・さいわい診療所など 埼玉石心会病院総合診療専門研修プログラム https://saitama-sekishinkai.jp/
総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 東葛病院 秩父生協病院・みさと協立病院など 東葛病院総合診療専門研修プログラム http://www.tokatsu-hp.com/

総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 王子生協病院 埼玉協同病院・東葛病院など 東京ほくと王子生協病院　総合診療研修プログラム
http://t-hokuto-
igakusei.jp/later_training/

総合診療科 北関東甲信越 埼玉県 熊谷生協病院 埼玉協同病院・埼玉西協同病院など
さいたま総合診療医・家庭医センター熊谷生協病院総合診
療医プログラム

https://kateii-saitama.jp/ 2 3年間

総合診療科 北関東甲信越 新潟県 下越病院
ながおか生協診療所、生協かんだ診療
所、ときわ診療所

下越病院総合診療専門医専門研修プログラム
http://niigata-
min.or.jp/kaetsu/student/kensyu/ko
uki.html

2名 2年9ヶ月

総合診療科 北関東甲信越 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 下越病院 新潟大学医歯学総合病院群　総合診療専門研修プログラム
http://sksp.jp/nar/training/course/
view.php?i=47

2名 不明

総合診療科 北関東甲信越 山梨県 甲府共立病院
武川診療所、巨摩共立病院、石和共立病
院など

甲府共立病院群総合診療専門研修プログラム

http://www.yamanashi-
min.jp/position/doctor/final2/fn-
programlist/fn-
infrastructure/comprehensive-
medical-care-specialized-training-
program.html

2 3年

総合診療科 北関東甲信越 山梨県 市立甲府病院 巨摩共立病院 市立甲府病院総合診療科専門研修プログラム
https://www.city-kofu-
hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resid
ent.html

2 6ヶ月

総合診療科 北関東甲信越 山梨県 山梨県立中央病院 武川診療所 山梨県立中央病院総合診療専門医研修プログラム
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/r
ecruit/3277/

2 1年

総合診療科 北関東甲信越 山梨県 小豆沢病院 武川診療所 小豆沢病院総合診療専門研修プログラム
https://kenbun-
medrecruitments.jp/doctor/specialis
t/japanese-medical/

2 4年

総合診療科 北関東甲信越 長野県 長野中央病院
松本協立病院、健和会病院、上伊那生協病院、諏訪
共立病院、つるみね共立診療所、上田生協診療所 長野中央病院総合診療専門研修プログラム

https://www.nagano-chuo-
hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinse
nmoni.html

2 最大3年間

https://takasaki.hosp.go.jp/senkoui.html
https://takasaki.hosp.go.jp/senkoui.html
https://gunma.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2017/09/sogosinryosenmonkensyupro2020.pdf
https://gunma.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2017/09/sogosinryosenmonkensyupro2020.pdf
https://gunma.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2017/09/sogosinryosenmonkensyupro2020.pdf
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/student/kensyu/kouki.html
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/student/kensyu/kouki.html
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/student/kensyu/kouki.html
http://sksp.jp/nar/training/course/view.php?i=47
http://sksp.jp/nar/training/course/view.php?i=47
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/final2/fn-programlist/fn-infrastructure/comprehensive-medical-care-specialized-training-program.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/resident.html
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3277/
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3277/
https://kenbun-medrecruitments.jp/doctor/specialist/japanese-medical/
https://kenbun-medrecruitments.jp/doctor/specialist/japanese-medical/
https://kenbun-medrecruitments.jp/doctor/specialist/japanese-medical/
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_kouki/shinsenmoni.html
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連携施設・特別連携施設となる主な民医
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可能な期間

総合診療科 北関東甲信越 長野県 松本協立病院 長野中央病院　他
松本諏訪上伊那医療圏
総合診療専門医研修プログラム

http://www.chushin-
miniren.gr.jp/education/training/final
/comprehensive/

3-6M

総合診療科 北関東甲信越 長野県 松本市立病院 松本協立病院 松本市立病院総合診療専門医研修プログラム
http://www.hp-
hata.com/resident/W006H0000082.
html

2 6ヶ月

総合診療科 関東 栃木県
独立行政法人国立病院機構
栃木医療センター

宇都宮協立診療所 国立病院機構栃木医療センター総合診療プログラム
https://tochigi.hosp.go.jp/recruit/do
ctor_kouki.html

2名 半年

総合診療科 関東 千葉県 船橋二和病院
南浜診療所、東葛病院、千葉健生病院、
北部診療所

船橋二和病院総合診療専門研修プログラム
https://www.futawa-
hp.jp/index.html

2 ２７か月

総合診療科 関東 千葉県 南浜診療所 船橋二和病院 南浜診療所/ふさのくに“二刀流”総合診療専門研修プログラ https://fusanokuni.com/index.html 2 ２１か月

総合診療科 関東 千葉県 千葉大学医学部附属病院 南浜診療所 千葉大学医学部総合診療専門研修プログラム
https://www.m.chiba-
u.ac.jp/dept/soshin/

6か月

総合診療科 関東 千葉県 国際医療福祉大学病院 南浜診療所 国際医療福祉大学病院プログラム 6か月

総合診療科 関東 東京都 みさと健和病院 柳原病院、東葛病院、秩父生協病院 みさと健和病院 総合診療専門研修プログラム
http://gakusei.kenwa.or.jp/04_2sndr
esident.html

2名 全3年

総合診療科 関東 東京都 立川相互病院
健生会ふれあい相互病院、国分寺ひかり
診療所、あきしま相互病院、わたり病院、
みさと協立病院

立川相互病院総合診療専門研修プログラム
https://www.t-
kenseikai.jp/igakusei-
net/training02.html

2名

総合診療科 関東 東京都 中野共立病院 立川相互病院、東葛病院 東京民医連（TMR）総合診療専門研修プログラム
https://www.kenyu-kai.or.jp/ishi-
kensyu/kouki-kensyu.html#a01

2名 3年間

総合診療科 関東 東京都 大田病院 立川相互病院、川崎協同病院 大田病院南部東京総合診療専門研修プログラム 2名 3年間

総合診療科 関東 東京都 小豆沢病院 みさと健和病院、東葛病院 小豆沢病院総合診療専門研修
https://kenbun-
medrecruitments.jp/doctor/

2名 3年

総合診療科 関東 東京都 王子生協病院
埼玉協同病院、みさと健和病院、東葛病
院、奄美中央病院、汐入診療所、鹿浜診

東京ほくと王子生協病院総合診療研修プログラム http://oujiseikyo-hp.jp/index.htm 2名 4年

総合診療科 関東 神奈川県 汐田総合病院 川崎協同病院・生協戸塚病院 汐田総合病院総合診療プログラム
https://www.ushioda-
doctor.jp/_03/_01

2名 3年6か月

総合診療科 東海北陸 富山県 城北病院 富山協立病院、水橋診療所 北陸総合診療コンソーシアム城北病院プログラム 富山民医連 http://toyama- 2 1年間

総合診療科 東海北陸 石川県 城北病院
寺井病院、富山協立病院、水橋診療所、
光陽生協病院、光陽生協クリニック、つる
が生協診療所

北陸総合診療コンソーシアム城北病院プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

2名 33ヶ月

総合診療科 東海北陸 福井県 城北病院 光陽病院 北陸総合診療コンソーシアム城北病院プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

総合診療科 東海北陸 福井県 城北病院 光陽生協クリニック 北陸総合診療コンソーシアム城北病院プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

総合診療科 東海北陸 福井県 城北病院 つるが生協診療所 北陸総合診療コンソーシアム城北病院プログラム
http://training.jouhoku-
hosp.com/late-training/

総合診療科 東海北陸 岐阜県 みどり病院 こがねだ診療所・協立総合病院 岐阜勤労者医療協会みどり病院　総合診療専門研修プログ https://gifu-min.jp/midori/ 2 2年9か月
総合診療科 東海北陸 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 みどり病院 清流の国ぎふ総合診療プログラム
総合診療科 東海北陸 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 こがねだ診療所 清流の国ぎふ総合診療プログラム

総合診療科 東海北陸 静岡県
浜松医科大学医学部附属病
院

三島共立病院
浜松医科大学医学部附属病院総合診療専門研修プログラ
ム / 静岡家庭医養成プログラム

総合診療科 東海北陸 静岡県
浜松医科大学医学部附属病
院

浜松佐藤町診療所
浜松医科大学医学部附属病院総合診療専門研修プログラ
ム / 静岡家庭医養成プログラム

総合診療科 東海北陸 静岡県
みなと医療生活協同組合協立
総合病院

浜松佐藤町診療所
みなと医療生活協同組合協立総合病院総合診療専門研修
プログラム

総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 4名 18ケ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 岐阜勤労者医療協会　こがねだ診療所 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 12ケ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 南医療生活協同組合　総合病院南生協病 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 6ケ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 みなと医療生活協同組合　協立総合病院 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 12ケ月

総合診療科 東海北陸 愛知県
みなと医療生活協同組合協立
総合病院

みなと診療所、北病院、名南診療所、こが
ねだ診療所、利根中央病院、浜松佐藤町
診療所、西伊豆健育会病院

みなと医療生活協同組合協立総合病院総合診療専門研修
プログラム

http://hp.minato.coop/recruite/sou
gousenkoui

3

総合診療科 東海北陸 愛知県
南医療生活協同組合
星崎診療所

南医療生活協同組合総合病院南生協病
院、高山診療所、豊田地域医療センター

南医療生協星崎診療所 総合診療専門医プログラム

総合診療科 東海北陸 愛知県 浜松医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

浜松医科大学総合診療プログラム

総合診療科 東海北陸 愛知県 協立総合病院 北病院 協立総合病院総合診療専門研修プログラム 2 6ヶ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 4名 18ケ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 岐阜勤労者医療協会　こがねだ診療所 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 12ケ月
総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 南医療生活協同組合　総合病院南生協病 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 6ケ月

https://www.futawa-hp.jp/index.html
https://www.futawa-hp.jp/index.html
https://fusanokuni.com/index.html
http://gakusei.kenwa.or.jp/04_2sndresident.html
http://gakusei.kenwa.or.jp/04_2sndresident.html
https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training02.html
https://www.kenyu-kai.or.jp/ishi-kensyu/kouki-kensyu.html#a01
https://www.kenyu-kai.or.jp/ishi-kensyu/kouki-kensyu.html#a01
https://kenbun-medrecruitments.jp/doctor/
https://kenbun-medrecruitments.jp/doctor/
http://oujiseikyo-hp.jp/index.htm
https://www.ushioda-doctor.jp/_03/_01
https://www.ushioda-doctor.jp/_03/_01
https://gifu-min.jp/midori/
https://www.chiaki.com/
http://hp.minato.coop/recruite/sougousenkoui
http://hp.minato.coop/recruite/sougousenkoui
https://www.chiaki.com/
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総合診療科 東海北陸 愛知県 医療法人尾張健友会千秋病 みなと医療生活協同組合　協立総合病院 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム https://www.chiaki.com 12ケ月

総合診療科 東海北陸 三重県 三重大学医学部附属病院 津生協病院、高茶屋診療所、いくわ診療所 三重大学総合診療専門研修プログラム
https://www.hosp.mie-
u.ac.jp/soshin/koki/program_ver3/

若干名 半年～1年半

総合診療科 近畿 京都府 京都民医連中央病院 京都協立病院 京都民医連中央病院総合診療専門研修プログラム
https://kyoto-min-iren-c-
hp.jp/resident/koki/sogo-

2 2年９カ月

総合診療科 近畿 京都府 上京診療所 京都協立病院 京都家庭医療学センター総合診療専門研修プログラム
https://kyoto-
hokenkai.or.jp/kamigyo/?page_id=21

2 2年９カ月

総合診療科 近畿 京都府 京都協立病院 ふくちやま協立診療所 京都北部総合診療専門研修プログラム
https://kyoto-
hokenkai.or.jp/kkh/?page_id=340

2 1年6ヶ月

総合診療科 近畿 大阪府 西淀病院

耳原総合病院、東大阪生協病院、コープお
おさか病院、尼崎医療生協病院、ファミ
リークリニックなごみ、ファミリークリニック
あい、はなぞの生協診療所、たいしょう生
協診療所

西淀病院総合診療専門研修プログラム http://www.ocfp-web.net/ 4 3年間

総合診療科 近畿 大阪府 たいしょう生協診療所
西淀病院、耳原総合病院、ファミリークリ
ニックなごみ、ファミリークリニックあい、は
なぞの生協診療所

たいしょう生協診療所総合診療専門研修プログラム 2 3年間

総合診療科 近畿 大阪府 耳原総合病院

京都協立病院　ふくちやま協立診療所
西淀病院　コープおおさか病院　東大阪生
協病院
みみはらファミリークリニック　高砂クリニッ
ク　のざと診療所　ファミリークリニックなご
み

耳原総合病院総合診療専門研修プログラム
http://www.mimihara.or.jp/ms/index
.html

3 6か月～1年

総合診療科 近畿 兵庫県 尼崎医療生協病院 京都協立病院、ふくちやま協立診療所 兵庫民医連総合診療専門研修プログラム尼崎コース http://www.hyogo-min.net/katei/ 1 4年
総合診療科 近畿 兵庫県 神戸協同病院 東神戸病院、いたやどクリニック 兵庫民医連総合診療専門研修プログラム神戸コース http://www.hyogo-min.net/katei/ 2 2年

総合診療科 近畿 兵庫県 本田診療所

尼崎医療生協病院、東大阪生協病院、は
なぞの生協診療所、ろっぽう診療所、耳原
総合病院、京都協立病院、ふくちやま協立
診療所、あさくら診療所

家庭医療学開発センター(CFMD)総合診療専門研修プログラ
ム・近畿

http://cfmd.jp/residency_s/kinki/ 2 4年

総合診療科 近畿 奈良県 土庫病院 大福診療所・おかたに病院・吉田病院 土庫病院総合診療医養成プログラム
https://kenseikai-
nara.or.jp/dongo/page/index94.html

2 3年間

総合診療科 近畿 奈良県 大福診療所 土庫病院・おかたに病院・吉田病院 FDMIなら総合診療レジデンシープログラム
https://kenseikai-
nara.or.jp/dongo/page/index91.html

2 3年間

総合診療科 近畿 奈良県 天理よろづ相談所病院 土庫病院・おかたに病院・吉田病院
奈良県版総合診療医育成プログラム天理よろづ相談所病院
基幹

https://www1.tenriyorozu.jp/saiyo/
obo_ishi

2 1年間

総合診療科 近畿 奈良県 市立奈良病院 土庫病院 JADECOM総合診療プログラム「地域医療のススメ」 “奈良”
https://www.nara-
jadecom.jp/education/html/specialit
y/speciality_index.html

2 1年間

総合診療科 近畿 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 土庫病院・大福診療所 奈良県立医科大学総合診療専門医後期研修プログラム
http://www.naramed-
u.ac.jp/~general/

1年間

総合診療科 近畿 和歌山県 和歌山生協病院 耳原総合病院 和歌山生協病院総合診療専門研修プログラム https://www.wakayama-coop- 2

総合診療科 近畿 和歌山県
和歌山県立医科大学附属病
院紀北分院

和歌山生協病院 和歌山県総合診療専門研修プログラム
http://www.wakayama-
med.ac.jp/med/sotugo/koki/koki-
program.html

2 6か月

総合診療科 中国四国 鳥取県
米子医療生活協同組合　弓ヶ
浜診療所

鳥取生協病院、松江生協病院 CFMD家庭医療/総合診療レジデンシー・山陰プログラム http://cfmd.jp/residency/sanin/ 2 21カ月以上

総合診療科 中国四国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取生協病院、わかさ生協診療所 鳥取の総合診療専門医を育てるプログラム
http://sotsugo.med.tottori-
u.ac.jp/index.php?view=4788

6

総合診療科 中国四国 鳥取県
岡山医療生活協同組合　岡山
生協病院

高松平和病院、わかさ生協診療所 総合病院岡山協立病院総合診療専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index_inte
rnal.html

総合診療科 中国四国 鳥取県
松江保健生活協同組合　総合
病院松江生協病院

弓ヶ浜診療所 松江生協病院総合診療専門研修プログラム
http://www.matsue-
seikyo.jp/kenshui/koki/index.html

総合診療科 中国四国 島根県 松江生協病院 大曲診療所、弓ヶ浜診療所 総合病院松江生協病院　総合診療専門研修プログラム http://www.matsue-seikyo.jp/ 2 ２年
総合診療科 中国四国 島根県 島根県立中央病院 松江生協病院 島根県立中央病院 総合診療専門研修プログラム 5 6ヶ月

総合診療科 中国四国 島根県 出雲市民病院 大曲診療所、斐川生協病院
出雲市民病院・出雲家庭医療学センター総合診療専門研修
プログラム

http://www.izumo-hp.com/katei/ 2 18か月

総合診療科 中国四国 島根県 島根県立中央病院 出雲市民病院、大曲診療所 島根県立中央病院総合診療専門研修プログラム 18か月
総合診療科 中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院 出雲市民病院、大曲診療所 島根大学病院総合診療専門医コース 18か月
総合診療科 中国四国 島根県 雲南市立病院 大曲診療所 雲南市立病院総合診療専門研修プログラム 6か月

総合診療科 中国四国 岡山県 総合病院岡山協立病院
水島協同病院、高松平和病院、へいわこ
どもクリニック、伊予診療所、わかさ生協診
療所、健生西部診療所

総合病院岡山協立病院総合診療専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index.html

3 3年

総合診療科 中国四国 岡山県 水島協同病院 玉島協同病院、岡山協立病院 倉敷医療生協総合診療専門研修プログラム https://recruit-mizukyo.jp/ 2 3年
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

総合診療科 中国四国 岡山県 岡山協立病院 水島協同病院 総合病院岡山協立病院総合診療専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/index.html

総合診療科 中国四国 岡山県 愛媛生協病院
水島協同病院、玉島協同病院、伊予診療
所

家庭医療学開発センター（CFMD）総合診療専門研修プログ
ラム・せとうち

http://cfmd.jp/residency_s/setouchi
_s/

3

総合診療科 中国四国 岡山県 倉敷中央病院 水島協同病院 倉敷中央病院 備中総合診療専門研修プログラム
https://www.kchnet.or.jp/resident/r
ecruit/specialist/

1年

総合診療科 中国四国 広島県
広島医療生活協同組合広島
共立病院

広島医療生協総合診療研修プログラム 2 27ヶ月

総合診療科 中国四国 広島県 愛媛生協病院

福島生協病院、生協さえき病院、新居浜協
立病院、高松平和病院、岡山協立病院、
水島協同病院、玉島協同病院、宇部協立
病院、高知生協病院、伊予診療所、香川
医療生協善通寺診療所

家庭医療学開発センター（CFMD）総合診療専門研修プログ
ラム・せとうち

http://www.e-seikyo-
hp.jp/index.php

3名 33ヶ月

総合診療科 中国四国 山口県 山口大学医学部附属病院 宇部協立病院 山口大学総合診療プログラム
http://www.primarycare.med.yamagu
chi-u.ac.jp/

5人

総合診療科 中国四国 山口県 愛媛生協病院 宇部協立病院
家庭医療学開発センター（CFMD）総合診療専門研修プログ
ラム・せとうち

http://www.e-seikyo-
hp.jp/recruit/late.html

3人

総合診療科 中国四国 山口県 山口大学医学部附属病院 宇部協立病院 山口大学整形外科専門研修プログラム
https://www.joa.or.jp/edu/public_off
er/2019/detail_190820.html

5人

総合診療科 中国四国 徳島県 徳島健生病院
健生石井クリニック、健生西部診療所、健
生きたじまクリニック

徳島健生病院　総合診療専門研修プログラム
http://tokushima-min-
iren.com/kensyu/kouki.html

2 1年6ヶ月

総合診療科 中国四国 徳島県 徳島大学病院
徳島健生病院、健生石井クリニック、健生
西部診療所

徳島大学ＡＷＡ広域総合診療専門研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15064044081838

5 1年6ヶ月

総合診療科 中国四国 香川県
香川医療生活協同組合　高松
平和病院

高松平和病院、へいわこどもクリニック、愛
媛生協病院、伊予診療所

高松平和病院総合診専門研修プログラム t-heiwa.com 2 3年

総合診療科 中国四国 香川県 三豊総合病院 高松平和病院 三豊総合病院総合診療専門研修プログラム http://mitoyo-hosp.jp/ 2 6か月

総合診療科 中国四国 香川県 岡山協立病院
高松平和病院、へいわこどもクリニック、愛
媛生協病院、伊予診療所

総合病院岡山協立病院総合診療専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/index.html

2
6か月～9か
月

総合診療科 中国四国 愛媛県 愛媛生協病院
伊予診療所、新居浜協立病院、岡山協立
病院、高松平和病院、広島共立病院、福
島生協病院、水島協同病院、宇部協立病

家庭医療学開発センターCFMD総合診療専門研修プログラ
ム・せとうち

http://www.e-seikyo-
hp.jp/recruit/late.html

3 3年9カ月

総合診療科 中国四国 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 愛媛生協病院 愛媛大学総合診療専門研修プログラム
https://www.m.ehime-
u.ac.jp/hospital/kenshu

1 3か月

総合診療科 中国四国 愛媛県 岡山協立病院 伊予診療所 岡山協立病院総合診療専門研修プログラム
https://okayama-
kyoritsu.jp/recruit/senior/index_gen
eral.html

1 6ヶ月

総合診療科 中国四国 愛媛県 高松平和病院 愛媛生協病院 高松平和病院総合診療専門研修プログラム
http://www.heiwahp.com/training_m
edicine/latter/

1 6～12か月

総合診療科 中国四国 愛媛県 高松平和病院 伊予診療所 高松平和病院総合診療専門研修プログラム
http://www.heiwahp.com/training_m
edicine/latter/

1 6か月

総合診療科 中国四国 愛媛県 水島協同病院 伊予診療所 倉敷医療生協総合診療専門研修プログラム
https://www.residentnavi.com/hospi
tals/8/divisions/6245/latter

1 6か月 名南会

総合診療科 九州沖縄 福岡・佐賀県 健和会大手町病院 千鳥橋病院、米の山病院 健和会大手町病院総合診療科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/comprehensive.ht

2
39ヵ月～45ヵ

月

総合診療科 九州沖縄 福岡・佐賀県 千鳥橋病院
米の山病院、神野診療所、鹿児島生協病
院

千鳥橋病院総合診療専門研修プログラム
http://www.chidoribashi-
resident.jp/kouki/shinsenmoni.html

3

総合診療科 九州沖縄 福岡・佐賀県 米の山病院 千鳥橋、菊陽病院、鹿児島生協病院 米の山病院総合診療専門研修プログラム
https://www.komenoyama.com/med
ical_student/specialty/program.html

2 最大33ヶ月

総合診療科 九州沖縄 福岡・佐賀県 神野診療所 千鳥橋病院、米の山病院 佐賀医療生協　神野診療所総合診療専門研修プログラム
http://saga-iryou-
s.or.jp/kouno/student/program/

2 48ヶ月 北医療生協

総合診療科 九州沖縄 福岡・佐賀県 麻生飯塚病院 米の山病院 飯塚・頴田総合診療専門研修プログラム
https://aih-
net.com/resident/major/program/s
ougou.html

6 3ヶ月～6ヶ月 名南会

総合診療科 九州沖縄 長崎県 上戸町病院 大浦診療所、五島ふれあい診療所 ながさき上戸町病院 総合診療専門研修プログラム http://www.kenyukai.or.jp/ 2名
約2年～2年
半

総合診療科 九州沖縄 長崎県 長崎医療センター 上戸町病院 国立病院機構長崎医療センター総合診療専門研修プログラ 3名 約半年
総合診療科 九州沖縄 長崎県 平戸市民病院 上戸町病院 ながさき県北総合診療専門研修プログラム（あごねっと） 1名 約半年
総合診療科 九州沖縄 長崎県 長崎大学病院 上戸町病院 ながさき総合診療専門研修プログラム 10名 約半年～1年 尾張健友会
総合診療科 九州沖縄 熊本県 くわみず病院 くわみず病院総合診療専門研修プログラム https://www.kuwamizu.jp/ ２名 3年
総合診療科 九州沖縄 大分県 大分健生病院 大分県医療生協　総合診療専門研修プログラム http://www.oita-min.or.jp/ 2 20ヶ月
総合診療科 九州沖縄 大分県 大分大学 大分健生病院 豊の国大分 総合診療専門研修プログラム 12ヶ月
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

総合診療科 九州沖縄 宮崎県 宮崎生協病院 奄美中央病院 宮崎生協病院総合診療専門研修プログラム 3 18ヵ月 北医療生協

総合診療科 九州沖縄 宮崎県 古賀総合病院 宮崎生協病院 古賀総合病院総合診療プログラム
http://www.kgh.or.jp/201710041519
16-2.html

2 3ヵ月

総合診療科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島生協病院
国分生協病院、川辺生協病院、奄美中央
病院、徳之島診療所、千鳥橋病院、菊陽

鹿児島生協病院総合診療専門研修プログラム http://www.kaseikyohp.jp/ 3 3年

総合診療科 九州沖縄 鹿児島県 今村総合病院 奄美中央病院、徳之島診療所 慈愛会総合診療専門研修プログラム
https://www.jiaikai.or.jp/imamura-
general/medical/clinical-
training.html#p02

3 6ヶ月

総合診療科 九州沖縄 鹿児島県 名瀬徳州会病院 奄美中央病院 Amami総合診療“手あて”プログラム
https://www.nazetokushukai.jp/recr
uit/resident_senior_program.php

2 3ヶ月

総合診療科 九州沖縄 沖縄県 沖縄協同病院
中部協同病院、那覇民主診療所、奄美中
央病院、徳之島診療所

沖縄協同病院総合診療専門研修プログラム https://www.okikyo-resident.com/ 2 3年

総合診療科 九州沖縄 沖縄県 浦添総合病院 沖縄協同病院 浦添総合病院総合診療専門研修プログラム
https://jin-
aikai.com/urasoe/section/clinical01

家庭医療 中国四国 広島県 福島生協病院 広島共立病院、生協さえき病院、草津診療 広島中央保健生活協同組合新家庭医療専門研修プログラ http://hch.coop/fukushima/ 3名 24ヶ月

小児科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協札幌病院 北海道大学病院小児科専攻医ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://wwｗ．pediatrics-
hokudai.jp/specialist/program.html

11 12カ月 北医療生協

小児科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学医学部附属病院小児科研修医(専攻医)プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

10
3-12ヶ月程
度

尾張健友会

小児科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院
東北大学病院小児科研修協議会小児科研修プログラム「プ
ログラム in MIYAGI」

https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l002/

15 6～12ヶ月 尾張健友会

小児科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院小児科専門研修プログラム 8 ６カ月 尾張健友会

小児科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院、前橋協立病院
群馬大学　後期専門研修プログラム
小児科サブスペシャリティ取得コース

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/02%E5%B
0%8F%E5%85%90%E7%A7%912021.pdf

26名 2年 尾張健友会

小児科 北関東甲信越 埼玉県
埼玉医科大学総合医療セン
ター

埼玉協同病院 埼玉医科大学総合医療センター小児科専門研修プログラム
http://www.kawagoe.saitama-
med.ac.jp/

小児科 北関東甲信越 埼玉県 川口市立医療センター 埼玉協同病院 川口市立医療センター小児科専門研修プログラム https://kawaguchi-mmc.org/

小児科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨大学小児科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

8 1年

小児科 北関東甲信越 長野県 長野県立こども病院
長野中央病院・松本協立病院・健和会病院・上伊那
生協病院

長野県立こども病院
小児科専門研修プログラム

http://nagano-
child.jp/recruitsite/doctor/residents

12M

小児科 関東 千葉県 船橋市立医療センター 船橋二和病院 船橋市立医療センター小児科専門研修プログラム https://www.mmc.funabashi.chiba.jp 3 ２４か月

小児科 関東 東京都 都立小児総合医療センター
立川相互病院、立川相互病院附属こども
診療所

小児総合医療センター施設群小児科東京医師アカデミー専
門研修プログラム

https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp
/shouni/recruit/pdf/01senior_gaiyou

小児科 東海北陸 石川県 金沢大学附属病院 城北病院 金沢大学附属病院小児科専門研修プログラム
http://ped.w3.kanazawa-
u.ac.jp/bosyu/KUPEDPROGRAM.pdf

10名 12ヶ月

小児科 東海北陸 愛知県
あいち小児保健総合医療セン
ター

みなと医療生活協同組合協立総合病院
あいち小児保健医療総合センター総合診療科研修プログラ
ム

小児科 東海北陸 愛知県 あいち小児保健医療センター
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

あいち小児センター総合診療プログラム

小児科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田医科大学病院小児科専門医プログラム

小児科 東海北陸 愛知県 あいち小児保健医療センター 北病院 あいち小児センター総合診療プログラム 3 24ヶ月
小児科 東海北陸 愛知県 あいち小児保健医療センター 名南病院（特別連携） あいち小児センター総合診療プログラム 3 北医療生協
小児科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 近畿大学 小児科専門研修プログラム http://www.kindai-pedi.jp/ 7 3か月 名南会
小児科 近畿 大阪府 大阪市立総合医療センター 耳原総合病院 大阪市立総合医療センター小児科専門研修プログラム http://www.osakacity- 5 6か月 名南会

小児科 近畿 兵庫県
兵庫県立尼崎総合医療セン
ター

尼崎医療生協病院 兵庫県立尼崎総合医療センター小児科専門研修プログラム
https://agmc.hyogo.jp/department/
pediatrics/pediatrics/message

8 3ヶ月 名南会

小児科 中国四国 香川県
四国こどもとおとなの医療セン
ター

高松平和病院、へいわこどもクリニック
四国こどもとおとな医療センター小児科専門研修プログラム
（小児内科コース）

https://shikoku-mc.hosp.go.jp/ 7
6か月～12か
月

尾張健友会

小児科 九州沖縄 福岡・佐賀県 久留米大学病院 米の山病院 久留米大学病院小児科専門研修プログラム
http://www.ped-
kurume.com/kensyui/

12 3ヶ月～6ヶ月

小児科 九州沖縄 大分県 大分大学 大分健生病院 大分大学小児科研修医（専攻医）プログラム 12ヶ月

小児科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院 鹿児島県小児科専攻医研修プログラム
http://www.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/~ped/index.html

10 2年

小児科 九州沖縄 沖縄県 沖縄県立南部医療センター 沖縄協同病院
沖縄県立南部医療センター・ こども医療センター小児科専門
研修プログラム

http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nan
bu/nanbu-
kensyu/html/specialist/list/kyukyuk
a.html

10

http://www.kgh.or.jp/20171004151916-2.html
http://www.kgh.or.jp/20171004151916-2.html
http://www.kaseikyohp.jp/
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https://www.nazetokushukai.jp/recruit/resident_senior_program.php
https://www.nazetokushukai.jp/recruit/resident_senior_program.php
https://www.okikyo-resident.com/
https://jin-aikai.com/urasoe/section/clinical01/
https://jin-aikai.com/urasoe/section/clinical01/
http://hch.coop/fukushima/
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https://www.mmc.funabashi.chiba.jp/
https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/shouni/recruit/pdf/01senior_gaiyou.pdf
https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/shouni/recruit/pdf/01senior_gaiyou.pdf
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http://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/
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https://shikoku-mc.hosp.go.jp/
http://www.ped-kurume.com/kensyui/
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http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~ped/index.html
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精神科 北海道東北 北海道 藤代健生病院 勤医協中央病院 津軽保健生活協同組合　藤代健生病院　精神科専攻医ﾌﾟﾛ http://www.fujisiro-hp.info/ 3 36カ月

精神科 北海道東北 青森県 藤代健生病院
生協さくら病院、健生病院、健生クリニック
勤医協中央病院、勤医協札幌病院、代々
木病院

津軽保健生活協同組合藤代健生病院 精神科専攻医プログ
ラム

https://www.fujisiro-
hp.info/about/kensyu.html

3 36ヶ月

精神科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院精神科専門研修プログラム 25

精神科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨大学連携施設精神科専門医研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

8 1年

精神科 北関東甲信越 山梨県 山梨県立北病院 甲府共立病院 山梨県立北病院精神科研修プログラム
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/k
itabyo/recruit/1088/

4 6ヶ月

精神科 東海北陸 石川県 吉田病院 城北病院 吉田病院精神科専門研修プログラム
http://heiwakai-
doctor.com/researcher/new-
psychiatry.html

3名 36ヶ月

精神科 東海北陸 愛知県
名古屋市立大学医学部附属
病院

みなと医療生活協同組合協立総合病院
名古屋市立大学病院連携施設　精神科専門医研修プログラ
ム

精神科 東海北陸 愛知県
名古屋市立大学医学部附属
病院

南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋市立大学病院連携施設　精神科専門医研修プログラ
ム

精神科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院 北メンタルクリニック 藤田医科大学病院連携施設　精神科新専門医研修プログラ 10 12ヶ月

精神科 近畿 京都府 吉田病院 京都民医連中央病院 吉田病院精神科専門研修プログラム
http://heiwakai-
doctor.com/researcher/new-
psychiatry.html

3 ３年

精神科 近畿 奈良県 吉田病院
きたまちクリニック・京都民医連中央病院・
あすかい病院・東神戸病院・城北病院※林
病院・菊陽病院・太子道診療所は現在申

吉田病院精神科専門研修プログラム
http://heiwakai-
doctor.com/researcher/new-
psychiatry.html

3 3年間

精神科 近畿 奈良県 菊陽病院 吉田病院・沖縄協同病院 精神科専門研修プログラム「くまもと」
http://www.kikuyouhp.jp/psyc_traini
ng/index.html

3+１（連携施
設）

3年間

精神科 近畿 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 吉田病院
奈良県立医科大学精神医療センター連携施設　精神科専門
医研修プログラム

http://www.naramed-
u.ac.jp/~psy/specialist_training.html

20 1年間

精神科 中国四国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取生協病院 鳥取大学医学部附属病院精神科専門医研修プログラム
http://sotsugo.med.tottori-
u.ac.jp/index.php?view=4788

15

精神科 中国四国 岡山県 林道倫精神科神経科病院
岡山ひだまりの里病院、鳥取生協病院、宇
部協立病院、愛媛生協病院

林道倫精神科神経科病院精神科専門医研修プログラム
http://www.hayashi-
dorin.or.jp/kensyu/

3 2年9ヶ月

精神科 中国四国 岡山県 岡山大学病院
林道倫精神科神経科病院、岡山ひだまり
の里病院

岡山大学病院　精神科専門医研修プログラム
http://psychiatry.ccsv.okayama-
u.ac.jp/

10 要相談

精神科 中国四国 山口県 林道倫精神科神経科病院 宇部協立病院 林道倫精神科神経科病院精神科専門医研修プログラム
https://www.jspn.or.jp/modules/pro
gram2/index.php?did=40

3人

精神科 九州沖縄 熊本県 菊陽病院 沖縄協同病院・吉田病院 精神科専門研修プログラム「くまもと」 http://www.kikuyouhp.jp/ 3名 3年

精神科 九州沖縄 沖縄県 菊陽病院 沖縄協同病院  精神科専門研修プログラム「くまもと」
http://www.kikuyouhp.jp/psyc_traini
ng/index.html

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 北海道 北海道大学病院 函館稜北病院 北海道大学病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://rehab-med-
hokudai.jp/rehabilitation.doc

6 24カ月

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 北海道 札幌医科大学病院 函館稜北病院 札幌医科大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://web.sapmed.ac.jp/hospital/ 6 24カ月

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院
青森県（弘前大学拠点）リハビリテーション科専門研修プログ
ラム

http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

6ヶ月程度

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 宮城県 東北大学病院
宮城・坂総合病院
宮城・長町病院

東北大学リハビリテーション科専門医養成プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l018/

6 6～24ヶ月

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 山形県 山形大学 鶴岡協立リハビリテーション病院 山形県リハビリーション科専門研修プログラム
http://www.id.yamagata-
u.ac.jp/kenshu/pdf/pdf_program_2nd
/rihabiri.pdf

1名 9ｹ月間

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 山形県
山形大学医学部附属病院or
山形県立中央病院

至誠堂総合病院 山形県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://www.id.yamagata-u.ac.jp/
各診療科全
体で50名

最長で1年

リハビリテーショ
ン科

北海道東北 福島県 福島県立医科大学 医療生協わたり病院 福島県立医大リハビリテーション専門研修プログラム 2 6

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 埼玉県 東京大学医学部附属病院 埼玉協同病院・東葛病院 東京大学リハビリテーション科専門研修プログラム https://www.h.u-tokyo.ac.jp/

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 埼玉県
獨協医科大学埼玉医療セン
ター

埼玉協同病院・東葛病院 埼玉東部地域リハビリテーションプログラム
https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-
s/

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 下越病院 リハビリテーション科専門研修プログラム
http://sksp.jp/nar/training/course/
view.php?i=46

4名
2年（詳細不
明）

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 石和共立病院 山梨大学リハビリテーション科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

1 1年
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 山梨県
東邦大学医療センター大森病
院

石和共立病院 東邦大学リハビリテーション科専門研修プログラム
https://www.trainee.med.toho-
u.ac.jp/kouki/2020/pomori2020.html

2 1年

リハビリテーショ
ン科

北関東甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 長野中央病院、健和会病院
長野県リハビリテ－ション科
専門研修プログラム

https://wwwhp.md.shinshu-
u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.
php

12M

リハビリテーショ
ン科

関東 千葉県 千葉大学医学部附属病院 船橋二和病院 千葉大学リハビリテーション科専門研修プログラム https://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 8 １８か月

リハビリテーショ
ン科

関東 千葉県
千葉県千葉リハビリテーション
センター

船橋二和病院 千葉県リハビリテーション科専門研修プログラム https://www.chiba-reha.jp/ 8 ３０か月

リハビリテーショ
ン科

関東 東京都 川崎医科大学（岡山） 中野共立病院 川崎医科大学リハビリテーション科専門研修プログラム
https://www.kenyu-kai.or.jp/ishi-
kensyu/kouki-kensyu.html#a01

2名 1年間

リハビリテーショ
ン科

関東 東京都
昭和大学藤が丘リハビリテー 
ション病院

大田病院、汐田総合病院 昭和大学リハビリテーション科専門研修プログラム
http://www10.showa-
u.ac.jp/~rehabili/ikyokuin-
bosyu/program-kensyu.html

4名 6ヵ月

リハビリテーショ
ン科

関東 神奈川県
昭和大学藤が丘リハビリテー
ション病院

汐田総合病院 昭和大学病院　リハビリテーション科プログラム
http://www10.showa-
u.ac.jp/~rehabili/ikyokuin-
bosyu/program-kensyu.html

5名 6か月程度

リハビリテーショ
ン科

東海北陸 石川県 金沢大学附属病院 城北病院
金沢大学拠点（石川県・富山県）リハビリテーション科専門研
修プログラム

https://web.hosp.kanazawa-
u.ac.jp/senmoni/about/doc/program
book_rehabili.pdf

3名 12-18ヶ月

リハビリテーショ
ン科

東海北陸 石川県 金沢医科大学病院 城北病院
金沢医科大学拠点・北陸三県リハビリテーション科専門研修
プログラム

http://www.jarm.or.jp/facility/docu
ment/34.pdf

2名 12ヶ月

リハビリテーショ
ン科

東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院 名古屋大学リハビリテーション科専門研修プログラム

リハビリテーショ
ン科

近畿 京都府
関西医科大学医学部付属病
院

京都民医連中央病院
関西医科大学医学部付属病院リハビリテーション科専攻研
修プログラム

http://www7.kmu.ac.jp/rehab/recrui
t/study/

4 ２年

リハビリテーショ
ン科

近畿 和歌山県 和歌山県立医科大学 和歌山生協病院
和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科専門医
研修プログラム

http://www.wakayama-
med.ac.jp/med/sotugo/koki/koki-
program.html

6 6か月

リハビリテーショ
ン科

中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院 松江生協病院 島根県リハビリテーション科専門研修プログラム 3

リハビリテーショ
ン科

中国四国 香川県 香川県立中央病院 高松協同病院 香川全域リハビリテーション科専門研修プログラム http://www.chp-kagawa.jp/ 2
6か月～12か
月

リハビリテーショ
ン科

九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学リハビリテーション科専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/srih
a.html

～12ヵ月

リハビリテーショ
ン科

九州沖縄 福岡・佐賀県 福岡大学病院 千鳥橋病院 福岡地区リハビリテーション科専門研修プログラム
https://www.jarm.or.jp/facility/docu
ment/67.pdf

12ヶ月

リハビリテーショ
ン科

九州沖縄 長崎県 佐賀大学病院 上戸町病院
佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科専門研修プロ
グラム

4名 約半年～1年

リハビリテーショ
ン科

九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球リハビリテーション専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

1年

整形外科 北海道東北 北海道 北海道大学病院
勤医協中央病院、勤医協苫小牧病院、釧
路協立病院

北海道大学整形外科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.hokudaiseikei.jp/ 20 42カ月

整形外科 北海道東北 北海道 札幌医科大学病院
勤医協中央病院、一条通病院、函館稜北
病院

札幌医科大学整形外科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://web.sapmed.ac.jp/orsurg/ 14 36カ月

整形外科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学 整形外科専門研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

12 6ヶ月程度

整形外科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院整形外科専門研修プログラム 9

整形外科 北海道東北 山形県 山形大学医学部附属病院 至誠堂総合病院 山形大学医学部附属病院整形外科専門研修プログラム https://www.id.yamagata-u.ac.jp/
各診療科全
体で50名

最長で1年

整形外科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学 整形外科専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/06%E6%9
5%B4%E5%BD%A2%E5%A4%96%E7%A7
%912020.pdf

10名 1年

整形外科 北関東甲信越 埼玉県 東京女子医科大学病院 埼玉協同病院 東京女子医科大学整形外科専門研修プログラム http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/

整形外科 北関東甲信越 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 下越病院 整形外科専門研修プログラム
http://sksp.jp/nar/training/course/
view.php?i=19

18名 不明

整形外科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨大学整形外科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

6 1年
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都道府県名
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民医連の事
業所で研修
可能な期間

整形外科 北関東甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 長野中央病院
信州大学整形外科
専門医研修プログラム

https://wwwhp.md.shinshu-
u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.
php

（12M）

整形外科 関東 東京都
獨協医科大学埼玉医療セン
ター

みさと健和病院
獨協医科大学埼玉医療センター整形外科専門医養成プログ
ラム

http://www2.dokkyomed.ac.jp/dep-
k/kenshu/training.html

4名
最大1年3ヵ
月

整形外科 関東 東京都 埼玉医科大学 立川相互病院 埼玉医科大学 整形外科学専門研修プログラム

http://www.saitama-
med.ac.jp/resident/moro/PDF2020_
new_sr_pgPDF一次審査済
/2020_new_sr_seikeigeka.pdf

整形外科 関東 神奈川県 北里大学病院 汐田総合病院 北里大学整形外科専門研修プログラム http://www.kitasato-orthopsurg.jp/ 10名 応相談
整形外科 東海北陸 愛知県 総合大雄会病院 医療法人尾張健友会千秋病院 総合大雄会病院整形外科専門研修プログラム https://www.daiyukai.or.jp 8名 3ケ月
整形外科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院 名整会整形外科専門研修プログラム

整形外科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名整会整形外科専門研修プログラム

整形外科 東海北陸 愛知県 総合大雄会病院 医療法人尾張健友会千秋病院 総合大雄会病院整形外科専門研修プログラム https://www.daiyukai.or.jp 8名 3ケ月

整形外科 近畿 京都府
滋賀医科大学医学部付属病
院

京都民医連中央病院 滋賀医科大学医付属病院整形外科専門研修プログラム
http://www.shiga-
med.ac.jp/~kensyu/doc/koukikensyu
u/kenshu31/senmonkensyu.html

6 1年

整形外科 近畿 京都府 京都医療センター 京都民医連中央病院 京都医療センタ付属病院整形外科専門研修プログラム
https://kyoto.hosp.go.jp/img/pdf/gu
ide/recruit/seikei02.pdf

3 1年

整形外科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 近畿大学病院 整形外科専門研修プログラム https://www.med.kindai.ac.jp/ortho/ 6 1年

整形外科 近畿 大阪府 健和会大手町病院 耳原総合病院 健和会大手町病院整形外科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/orthopedics.html

1 6か月

整形外科 近畿 兵庫県 兵庫医科大学病院 尼崎医療生協病院 兵庫医科大学整形外科専門研修プログラム
https://www.joa.or.jp/edu/public_off
er/2019/detail_190710.html

9 3ヶ月

整形外科 中国四国 徳島県 徳島大学病院 徳島健生病院 徳島大学　整形外科専門研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15059538807044

6 3ヶ月～1年

整形外科 中国四国 香川県 健和会大手町病院 高松平和病院 健和会大手町病院整形外科研修プログラム http://otemachi.kenwakai.gr.jp/ 4 6か月

整形外科 九州沖縄 福岡・佐賀県 健和会大手町病院
米の山病院、上戸町病院、鹿児島生協病
院、沖縄協同病院

健和会大手町病院整形外科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/orthopedics.html

1
12ヵ月～21ヵ

月
整形外科 九州沖縄 長崎県 健和会大手町病院 上戸町病院 整形外科専門研修プログラム 2名 約半年

整形外科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球大学整形外科専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

形成外科 九州沖縄 沖縄県 神戸大学 沖縄協同病院 神戸大学形成外科研修プログラム
https://www.med.kobe-
u.ac.jp/plas/custom.html

形成外科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球大学形成外科研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

眼科 北海道東北 北海道 市立札幌病院 勤医協札幌病院 市立札幌病院眼科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.city.sapporo.jp/hospital/ 2 24カ月

外科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協中央病院 北海道大学外科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sots
ugo/

53 24カ月 4年プログラム

外科 北海道東北 北海道 札幌医科大学病院 勤医協中央病院 札幌医科大学外科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/cent
er/index.html

20 30カ月

外科 北海道東北 北海道 手稲渓仁会病院 勤医協中央病院 手稲渓仁会病院外科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.keijinkai.com/teine/ 4 30カ月

外科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学外科専門医研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

15
6-12ヶ月程
度

外科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院 東北大学病院外科専門研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l005/

44 3～30ヶ月

外科 北海道東北 宮城県 東北医科薬科大学 宮城・坂総合病院 東北医科薬科大学外科専門研修プログラム
http://www.hosp.tohoku-
mpu.ac.jp/resident/program_k_progra

9 12～24ヶ月

眼科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院眼科専門研修プログラム 4
外科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 あきた外科専門研修プログラム 15 2年6カ月
外科 北海道東北 秋田県 東京女子医科大学病院 中通総合病院 東京女子医科大学病院外科専門研修プログラム 20
外科 北海道東北 秋田県 岩手医科大学病院 中通総合病院 岩手医科大学外科専門研修プログラム

外科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院、北毛病院 群馬大学　外科専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/05%E5%A
4%96%E7%A7%912021.pdf

24名 1年

外科 北関東甲信越 埼玉県
埼玉医科大学総合医療セン
ター

埼玉協同病院 埼玉医科大学総合医療センター外科専門研修プログラム
http://www.kawagoe.saitama-
med.ac.jp/

2年間
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

外科 北関東甲信越 山梨県 山梨県立中央病院 甲府共立病院 山梨県立中央病院外科専門研修プログラム
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/r
ecruit/3281/

4 6ヶ月

外科 北関東甲信越 山梨県 虎の門病院 甲府共立病院 虎の門病院外科専門研修プログラム
https://www.toranomon.gr.jp/medic
al-
education/specialist/program/surge

6 3ヶ月

外科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨県外科専門領域専門医研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

10 1年

眼科 北関東甲信越 長野県 群馬大学医学部附属病院 長野中央病院
群馬大学眼科
専門研修プログラム

https://opthalmol.dept.med.gunma-
u.ac.jp/student.html

外科 北関東甲信越 長野県
佐久総合病院佐久医療セン
ター

長野中央病院・松本協立病院・健和会病院・みさと健
和病院・柳原病院

佐久総合病院
外科専門研修プログラム

http://sakuhp.or.jp/ja/1638/004101
.html

6 6-12M

外科 関東 千葉県 船橋市立医療センター 船橋二和病院 船橋市立医療センター外科専門医研修プログラム https://www.mmc.funabashi.chiba.jp 5 ３０か月
外科 関東 千葉県 東京大学医学部附属病院 船橋二和病院 東京大学外科サブスぺ連動型専門研修プログラム http://surgery.umin.jp/ 30 ３０か月

外科 関東 東京都
佐久総合病院佐久医療セン
ター

みさと健和病院、柳原病院 佐久総合病院外科専門研修プログラム
http://www.sakuhp.or.jp/ja/1638/00
4101.html

8名
最大2年6ヵ
月

外科 関東 東京都 東京大学 立川相互病院 東京大学外科専門研修プログラム http://surgery.umin.jp/kenshu.html

外科 関東 東京都 国立国際医療研究センター 立川相互病院 国立国際医療研究センター病院外科専門医研修プログラム
http://www.hosp.ncgm.go.jp/dce/30
0/pdf/2020_geka_program.pdf

眼科 関東 神奈川県
東邦大学医療センター大森病
院

汐田総合病院 東邦大学医療センター大森病院 眼科 専門研修プログラム
https://www.trainee.med.toho-
u.ac.jp/kouki/2020/pdf/omori_01-
12.pdf

4名 6か月程度

外科 関東 神奈川県
東邦大学医療センター大森病
院

汐田総合病院
東邦大学医療センター大森病院
外科専門研修プログラム

https://www.trainee.med.toho-
u.ac.jp/kouki/2020/pdf/omori_01-
03.pdf

12名 6か月程度

外科 東海北陸 石川県 金沢大学附属病院 城北病院 金沢大学外科専門研修プログラム
https://web.hosp.kanazawa-
u.ac.jp/senmoni/geka/doc/program
book_geka.pdf

30名 12ヶ月

眼科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋大学眼科研修プログラム

外科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田医科大学病院外科専門医プログラム

外科 東海北陸 愛知県 千秋病院 名南病院 外科研修
https://www.meinan-
ishisaiyo.com/medicalstudent-

3

外科 東海北陸 愛知県 四日市市民病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院 市立四日市病院外科専門研修プログラム

外科 近畿 京都府 京都大学医学部附属病院 京都民医連中央病院 京都大学医学部付属病院外科専門研修プログラム
http://kyoto-u-
sa.or.jp/program/kus-training-

14 ６ヶ月

外科 近畿 京都府
滋賀医科大学医学部付属病
院

京都民医連中央病院 滋賀医科大学医付属病院外科専門研修プログラム
http://www.shiga-
med.ac.jp/~kensyu/doc/koukikensyu
u/kenshu30/senmonkensyu.html

12 1年

外科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 KINDAIプログラム http://www.kindai-geka.jp/recruit/ 12 1年

外科 近畿 大阪府
奈良県立医科大学医学部附
属病院

耳原総合病院 奈良県立医科大学研修プログラム http://www.naramed-u.ac.jp/~1sur/ 63 1年

外科 近畿 大阪府 大阪大学医学部附属病院 耳原総合病院 大阪大学外科専門研修プログラム
http://www.surg.med.osaka-
u.ac.jp/training/program.html

70 2年

外科 近畿 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 土庫病院 奈良県立医科大学外科研修プログラム
http://www.naramed-
u.ac.jp/~1sur/student/program.html

2年間

外科 中国四国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取生協病院、松江生協病院 鳥取大学外科専門研修プログラム
http://sotsugo.med.tottori-
u.ac.jp/index.php?view=4789

15

外科 中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院 松江生協病院 オール島根外科専門研修プログラム 10 1年

外科 中国四国 岡山県 岡山大学病院 水島協同病院 岡山大学外科広域専門研修プログラム
http://okayama-u-surgery-
program.jp/

1年

眼科 中国四国 徳島県 徳島大学病院 徳島健生病院 徳島大学病院眼科専門研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15066476085433

2 1～3年

外科 中国四国 徳島県 徳島大学病院 徳島健生病院 徳島大学外科専門研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15062989352163

21 6ヶ月～2年

外科 九州沖縄 福岡・佐賀県 北九州市立医療センター 健和会大手町病院、米の山病院 北九州市立医療センター病院外科専門研修プログラム
https://www.kitakyu-
cho.jp/center/recruit/kenshui/koki-
boshu.html

～12ヵ月

外科 九州沖縄 福岡・佐賀県 小倉記念病院 健和会大手町病院 小倉記念病院外科専門研修プログラム
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit
/kouki_kensyui/04/

～12ヵ月
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

眼科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院 鹿児島大学眼科専門研修プログラム
http://www.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/~op/

6 3年

外科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院、国分生協病院 鹿児島プロフェッショナル外科研修プログラム
https://www.jssoc.or.jp/procedure/
specialist-

26 1～2年

外科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 RyuCOS専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

2.5年

外科 九州沖縄 沖縄県 長崎大学病院 沖縄協同病院 長崎大学病院群 外科専門医育成プログラム
http://www.mh.nagasaki-
u.ac.jp/kaihatu/latter/speciality/sur
gery/

脳神経外科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院脳外科専門研修プログラム 4

脳神経外科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院（関連施設） 脳神経外科専門研修 群馬大学医学部プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/08/11%E8%8
4%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%A4
%96%E7%A7%912021.pdf

8名※ 1年

脳神経外科 関東 神奈川県 横浜市立大学病院 汐田総合病院 脳神経外科専門研修　横浜市立大学プログラム
http://jns.umin.ac.jp/jns_wp/wp-
content/uploads/2018/11/program
-33.pdf

未発表 12か月程度

脳神経外科 九州沖縄 沖縄県 近畿大学病院 沖縄協同病院 脳神経外科専門研修　近畿大学医学部プログラム
https://www.med.kindai.ac.jp/nouge
/index.html

脳神経外科 九州沖縄 福岡・佐賀県 山口大学病院 健和会大手町病院 脳神経外科専門研修山口大学医学部附属病院プログラム
http://www.hosp.yamaguchi-
u.ac.jp/senmoni/

～12ヵ月

脳神経外科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 脳神経外科専門研修　琉球大学医学部プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

泌尿器科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協中央病院
北海道大学泌尿器科専門研修施設群
専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

u-ikyoku@med.hokudai.ac.jp 10 36カ月

泌尿器科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院泌尿器科専門研修プログラム 7

泌尿器科 関東 東京都 東京大学医学部附属病院 みさと健和病院 東京大学泌尿器科専門研修施設群専門研修プログラム
http://square.umin.ac.jp/UT-
urology/KyousituShoukai/info_traini
ng.html

10名 最大1年

泌尿器科 関東 東京都 日本医科大学 立川相互病院

日本医科
大学泌尿器科専門研修 施設 群
専門研修
プログラム

https://rinken.nms.ac.jp/pdf/progra
m/2020_hinyoukika_program.pdf

泌尿器科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田医科大学病院泌尿器科専門医プログラム

泌尿器科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院

泌尿器科 近畿 京都府 京都府立医科大学 京都民医連中央病院 京都府立医科大付属病院泌尿器科専門研修プログラム
https://www.kpu-
m.ac.jp/j/pgce/kouki.html

泌尿器科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 近畿大学病院 泌尿器科専門研修プログラム https://med-kindai-ac.jp/uro/ 4 1年

泌尿器科 近畿 奈良県 大阪大学 おかたに病院 大阪大学泌尿器科専門研修プログラム
http://www.osaka-
urology.jp/8/28.html

泌尿器科 中国四国 岡山県 香川大学病院 水島協同病院 香川大学泌尿器科専門研修プログラム
http://www.med.kagawa-
u.ac.jp/~isikyaria/policy.html

1年

泌尿器科 中国四国 岡山県 倉敷中央病院 水島協同病院 倉敷地区泌尿器科専門研修プログラム
https://www.kchnet.or.jp/resident/r
ecruit/specialist/

1年

泌尿器科 九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学泌尿器科専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/shin
yoki.html

～12ヵ月

泌尿器科 九州沖縄 沖縄県 南部徳洲会病院 沖縄協同病院
沖縄中南部および宮古八重山、奄美離島・子育て支援泌尿
器科専門研修プログラム

https://www.nantoku.org/recruit/se
nior_resident.php

2 1年

皮膚科 北関東甲信越 埼玉県 帝京大学医学部附属病院 埼玉協同病院 帝京大学医学部皮膚科研修プログラム https://www.teikyo-hospital.jp/

皮膚科 関東 東京都
東京女子医科大学東医療セ
ンター

立川相互病院
http://www.twmu.ac.jp/info-
twmu/iryorenshi/iryorensi_pdf/east_
hihuka.pdf

皮膚科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院 名古屋大学医学部皮膚科プログラム
皮膚科 九州沖縄 大分県 大分大学 大分健生病院 大分大学医学部皮膚科研修プログラム 12ヶ月
麻酔科 北海道東北 北海道 勤医協中央病院 東京勤労者医療協会東葛病院 勤医協中央病院麻酔科専門医研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.kin-ikyo-chuo.jp 1 42カ月

麻酔科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院 東北大学病院麻酔科専門医研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l013/

14 4～12ヶ月

麻酔科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学麻酔科専門研修プログラム 8 2年
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

麻酔科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学医学部附属病院　麻酔科専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/13%E9%B
A%BB%E9%85%94%E7%A7%912020.pd

15名 1年

麻酔科 北関東甲信越 埼玉県 東京女子医科大学病院 埼玉協同病院 東京女子医科大病院麻酔科専門研修プログラム http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/

前半2年間中
1年間、後半
2年間のうち3

か月

麻酔科 北関東甲信越 埼玉県
東京女子医科大学東医療セ
ンター

埼玉協同病院
東京女子医科大学東医療センター麻酔科専門研修プログラ
ム

https://twmu-mce.jp/

前半2年間中
1年間、後半
2年間のうち6
か月は基幹

で研修

麻酔科 北関東甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 長野中央病院
信州大学麻酔科
専門研修プログラム

https://wwwhp.md.shinshu-
u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.
php

（6M）

麻酔科 関東 千葉県 船橋市立医療センター 船橋二和病院 船橋市立医療センター麻酔科専門研修プログラム https://www.mmc.funabashi.chiba.jp 2 6か月
麻酔科 関東 千葉県 国立病院機構災害医療セン 船橋二和病院 国立病院機構災害医療センター麻酔科専門研修プログラム http://www.nho-dmc.jp/ 2 ９か月

麻酔科 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋大学麻酔科研修プログラム

麻酔科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

藤田医科大学病院麻酔科専門医プログラム

麻酔科 近畿 京都府 京都府立医科大学 京都民医連中央病院 京都府立医科大付属病院麻酔科専門研修プログラム
https://www.kpu-
m.ac.jp/j/pgce/kouki.html

15

麻酔科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 近畿大学医学部附属病院麻酔科専門医研修プログラム https://www.med.kindai.ac.jp/anes/ 4 3か月以上

麻酔科 九州沖縄 福岡・佐賀県 健和会大手町病院 千鳥橋病院、鹿児島生協病院 健和会大手町病院麻酔科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/anesthesia.html

2 24ヵ月

麻酔科 九州沖縄 福岡・佐賀県 小倉記念病院 健和会大手町病院 小倉記念病院麻酔科科専門研修プログラム
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit
/kouki_kensyui/04/

～12ヵ月

麻酔科 九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学麻酔科専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/sma
sui.html

～12ヵ月

麻酔科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院 鹿児島大学病院麻酔科専門研修プログラム
https://www.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/~ana-ccm/

11 6ヶ月

麻酔科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球大学麻酔科専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

産婦人科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協札幌病院 WIND・北海道大学産婦人科 専門 研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.wind.o r.jp 20 12カ月

産婦人科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学産婦人科専門研修施設群専門研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

6
6-12ヶ月程
度

産婦人科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院 東北大学産婦人科研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l007/

20 12ヶ月

産婦人科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学　産婦人科研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/07%E7%9
4%A3%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%A
7%912020.pdf

7名 2年6ヶ月

産婦人科 北関東甲信越 群馬県 東京女子医科大学 利根中央病院 東京女子医科大学　産婦人科研修プログラム
http://www.twmu.ac.jp/info-
twmu/iryorenshi/

10名 2年6ヶ月

産婦人科 北関東甲信越 埼玉県
東京女子医科大学東医療セ
ンター

埼玉協同病院 東京女子医科大学東医療センター産婦人科研修プログラム https://twmu-mce.jp/

1年目基幹、
2年目以降連
携4か月～半

年で

産婦人科 北関東甲信越 埼玉県
自治医科大学附属さいたま医
療センター

埼玉協同病院
自治医科大学さいたま医療センター産婦人科専門研修プロ
グラム

https://www.jichi.ac.jp/center/

産婦人科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨県統一産婦人科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

5 1年

産婦人科 関東 千葉県 千葉大学医学部附属病院 船橋二和病院 千葉大学産婦人科研修プログラム https://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 16 １２か月

産婦人科 関東 東京都
東京都立多摩総合医療セン
ター

立川相互病院 東京都立多摩総合医療センター産婦人科研修プログラム

https://www.fuchu-
hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/doctor/se
nior_resident/pdf/gyneco_program20
18.pdf

https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.php
https://www.mmc.funabashi.chiba.jp/
http://www.nho-dmc.jp/
https://www.kpu-m.ac.jp/j/pgce/kouki.html
https://www.kpu-m.ac.jp/j/pgce/kouki.html
https://www.med.kindai.ac.jp/anes/
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/anesthesia.html
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/anesthesia.html
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit/kouki_kensyui/04/
http://www.kokurakinen.or.jp/recruit/kouki_kensyui/04/
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/smasui.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/smasui.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/smasui.html
https://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~ana-ccm/
https://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~ana-ccm/
http://www.senmon.med.u-ryukyu.ac.jp/program.html
http://www.senmon.med.u-ryukyu.ac.jp/program.html
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l007/
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l007/
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/
https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/doctor/senior_resident/pdf/gyneco_program2018.pdf
https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/doctor/senior_resident/pdf/gyneco_program2018.pdf
https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/doctor/senior_resident/pdf/gyneco_program2018.pdf
https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/doctor/senior_resident/pdf/gyneco_program2018.pdf


領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

産婦人科 近畿 京都府 京都府立医科大学 京都民医連中央病院 京都府立医科大付属病院産婦人科専門研修プログラム
https://obgy-
kpum.com/gakuseikenshui_program/

1年

産婦人科 近畿 大阪府 大阪大学医学部附属病院 耳原総合病院 大阪大学産婦人科研修プログラム
http://www.med.osaka-
u.ac.jp/pub/gyne/www/html/kyoku_
top.html

18 2年

産婦人科 近畿 兵庫県 兵庫医科大学病院 尼崎医療生協病院 兵庫医科大学産婦人科研修プログラム
https://www.hyo-
med.ac.jp/department/obgy/recruit
/index3.html

12 1ヶ月～1年

産婦人科 近畿 兵庫県 関西労災病院 尼崎医療生協病院 関西ろうさい病院産婦人科専門研修プログラム
https://www.kansaih.johas.go.jp/kak
uka/shinryo_list/kakuka14.html

2 1ヶ月～1年

産婦人科 近畿 兵庫県
兵庫県立尼崎総合医療セン
ター

尼崎医療生協病院 兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科研修プログラム
https://agmc.hyogo.jp/department/
surgery/gynecology/message

- 1ヶ月～1年

産婦人科 九州沖縄 沖縄県 友愛医療センター 沖縄協同病院 友愛医療センター産婦人科専門研修プログラム https://www.tomishiro-rinsyo.jp/ 3ヶ月
救急科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協中央病院 北海道大学病院救急科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://www.hokudai-qq.com/. 6 6カ月

救急科 北海道東北 北海道 札幌医科大学病院 勤医協中央病院 札幌医科大学附属病院救急科専門医研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://web.sapmed.ac.jp/tccm/rec
ruit.html

10 15カ月

救急科 北海道東北 青森県 弘前大学医学部附属病院 健生病院 弘前大学医学部附属病院救急科専門研修プログラム
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/edpostgr/resident/r
esident.html

6
6-12ヶ月程
度

救急科 北海道東北 宮城県 東北大学病院 宮城・坂総合病院 みやぎ･東北大学救急科研修プログラム
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac
.jp/curriculum02/guidance02/l016/

8 6～12ヶ月

救急科 北海道東北 宮城県 仙台市立病院 宮城・坂総合病院 仙台市立病院救急科専門研修プログラム
https://hospital.city.sendai.jp/recrui
t/senkoi.html

2 3ヶ月

救急科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学救急科専門研修プログラム 5

救急科 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学医学部附属病院　救急科専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/16%E6%9
5%91%E6%80%A5%E7%A7%912021.pdf

3名 1年

救急科 北関東甲信越 群馬県 前橋赤十字病院 利根中央病院
前橋赤十字病院オールラウンド型救急科専門医研修プログ
ラム

https://www.maebashi.jrc.or.jp/recr
uit/f0d8c6b8de05fb4ffe334dc470fb7
60de3329217.pdf

7名 1年

救急科 北関東甲信越 群馬県 太田記念病院 利根中央病院
SUBARU健康保険組合　太田記念病院　救急科専門研修プ
ログラム

https://dr.ota-
hosp.or.jp/doctor/recruit/pdf/progr
am_emergency_medicine_20191016.p

4名 1年6ヶ月

救急科 北関東甲信越 山梨県 山梨県立中央病院 甲府共立病院 山梨県立中央病院救急科専門研修プログラム
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/r
ecruit/3265/

5 3ヶ月

救急科 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 山梨大学医学部附属病院救急科専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

3 6ヶ月

救急科 東海北陸 愛知県 藤田医科大学病院 みなと医療生活協同組合協立総合病院 藤田保健衛生大学病院救急科専門医プログラム

救急科 東海北陸 愛知県
名古屋市立大学医学部附属
病院

南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋市立大学病院連携施設　　救急科専門医研修プログ
ラム

救急科 近畿 京都府 京都第一赤十字病院 京都民医連中央病院 京都第一赤十字病院救急科専門研修プログラム
http://www.kyoto1-
jrc.org/news/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/

3

救急科 近畿 大阪府 近畿大学医学部附属病院 耳原総合病院 近畿大学病院 救急科専門研修プログラム 3 6か月

救急科 近畿 大阪府 堺市立総合医療センター 耳原総合病院 堺救急科専門医育成プログラム
https://www.sakai-city-
hospital.jp/education/late/emergen
cy.html

3 6か月

救急科 近畿 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 土庫病院 奈良県立医科大学救急科専門医養成プログラム
http://necm.naramed-
u.ac.jp/index.html

4 1年間

救急科 近畿 奈良県 奈良県総合医療センター 土庫病院 奈良県総合医療センター救急科専門研修プログラム
http://www.nara-
hp.jp/resident/late-stage

3 1年間

救急科 近畿 奈良県 市立奈良病院 土庫病院 市立奈良病院救急科研修プログラム
https://www.nara-
jadecom.jp/education/html/senior/
program/program16.html

2 1年間

救急科 中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院 松江生協病院 島根大学医学部附属病院救急科専門研修プログラム 5 ３ヶ月

救急科 九州沖縄 福岡・佐賀県 健和会大手町病院 沖縄協同病院 健和会大手町病院救急科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/emergency.html

5 27ヵ月

救急科 九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学救急科専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/sky
ukyu.html

～12ヵ月

https://obgy-kpum.com/gakuseikenshui_program/
https://obgy-kpum.com/gakuseikenshui_program/
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gyne/www/html/kyoku_top.html
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gyne/www/html/kyoku_top.html
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gyne/www/html/kyoku_top.html
https://www.hyo-med.ac.jp/department/obgy/recruit/index3.html
https://www.hyo-med.ac.jp/department/obgy/recruit/index3.html
https://www.hyo-med.ac.jp/department/obgy/recruit/index3.html
https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka14.html
https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka14.html
https://agmc.hyogo.jp/department/surgery/gynecology/message
https://agmc.hyogo.jp/department/surgery/gynecology/message
https://www.tomishiro-rinsyo.jp/
http://www.hokudai-qq.com/
https://web.sapmed.ac.jp/tccm/recruit.html
https://web.sapmed.ac.jp/tccm/recruit.html
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l016/
https://www.sotuken.hosp.tohoku.ac.jp/curriculum02/guidance02/l016/
https://hospital.city.sendai.jp/recruit/senkoi.html
https://hospital.city.sendai.jp/recruit/senkoi.html
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3265/
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/3265/
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/kouki/
http://www.kyoto1-jrc.org/news/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/kyukyuka_program.pdf
http://www.kyoto1-jrc.org/news/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/kyukyuka_program.pdf
http://www.kyoto1-jrc.org/news/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/kyukyuka_program.pdf
https://www.sakai-city-hospital.jp/education/late/emergency.html
https://www.sakai-city-hospital.jp/education/late/emergency.html
https://www.sakai-city-hospital.jp/education/late/emergency.html
http://necm.naramed-u.ac.jp/index.html
http://necm.naramed-u.ac.jp/index.html
http://www.nara-hp.jp/resident/late-stage
http://www.nara-hp.jp/resident/late-stage
https://www.nara-jadecom.jp/education/html/senior/program/program16.html
https://www.nara-jadecom.jp/education/html/senior/program/program16.html
https://www.nara-jadecom.jp/education/html/senior/program/program16.html
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/emergency.html
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/emergency.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/skyukyu.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/skyukyu.html
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/skyukyu.html
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連携施設・特別連携施設となる主な民医
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プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

救急科 九州沖縄 福岡・佐賀県 佐賀大学病院 健和会大手町病院 佐賀大学医学部附属病院救急科研修プログラム
http://www.st-prog.med.saga-
u.ac.jp/department/emergencymedi

～12ヵ月

救急科 九州沖縄 福岡・佐賀県 北里大学病院 健和会大手町病院 北里大学病院救急科専門研修プログラム
https://www.khp.kitasato-
u.ac.jp/kyukyu/

～12ヵ月

救急科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院 鹿児島大学病院救急科専門研修プログラム
https://com.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/~icu/

4 6ヶ月

救急科 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島生協病院 鹿児島市立病院救急科専門研修プログラム
https://www.kch.kagoshima.jp/recru
it/kouki/

6 6ヶ月

救急科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 琉球大学病院 救急科専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

救急科 九州沖縄 沖縄県 沖縄県立南部医療センター 沖縄協同病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター救急科専門
研修プログラム

http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nan
bu/nanbu-
kensyu/html/specialist/list/kyukyuk
a.html

救急科 九州沖縄 沖縄県 沖縄県立中部病院 沖縄協同病院 沖縄県立中部病院救急科専門研修プログラム
http://chubuweb.hosp.pref.okinawa.j
p/departments/er.html

救急科 九州沖縄 沖縄県 浦添総合病院 沖縄協同病院 浦添総合病院救急科専門研修プログラム
https://jin-
aikai.com/urasoe/section/clinical01

救急科 九州沖縄 沖縄県 大手町病院 沖縄協同病院 健和会大手町病院救急科専門研修プログラム
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
expert/backbone/emergency.html

3ヶ月

耳鼻咽喉科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協札幌病院 北海道大学病院耳鼻咽喉科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://hokudaijibika.jp 12 12カ月

耳鼻咽喉科 九州沖縄 福岡・佐賀県 九州大学病院 千鳥橋病院
九州大学 病院 耳鼻咽喉科専門研修プログラム 耳鼻咽喉科専門研修プログラム 
耳鼻咽喉科専門研修プログラム 耳鼻咽喉科専門研修プログラム

http://www.qent.med.kyushu-
u.ac.jp/

12ヶ月

病理 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協中央病院 北海道大学病理専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ http://byouri.hokudai-hsp.jp/ 6 24カ月
病理 北海道東北 北海道 札幌医科大学病院 勤医協中央病院 札幌医科大学医学部病理学教室病理専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://web.sapmed.ac.jp/surgpatho 4 30カ月
病理 北海道東北 北海道 旭川医科大学病院 勤医協中央病院 北海道旭川医科大学病院病理専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ https://asahikawa- 2 6カ月
病理 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院病理科専門研修プログラム 3

病理 北海道東北 山形県 山形大学 鶴岡協立病院 山形県・山形大学医学部病理専門研修
http://www.id.yamagata-
u.ac.jp/kenshu/pdf/pdf_program_2nd
/byouri.pdf

1名 1年間

病理 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学医学部　病理専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/14%E7%9
7%85%E7%90%862021.pdf

9名 1年

病理 北関東甲信越 埼玉県
自治医科大学附属さいたま医
療センター

埼玉協同病院
埼玉総合病理医育成を目指した自治医科大学附属さいたま
医療センター病理専門研修プログラム

https://www.jichi.ac.jp/center/

病理 北関東甲信越 埼玉県 東京医科歯科大学 埼玉協同病院 東京医科歯科大学病理専門研修プログラム http://www.tmd.ac.jp/medhospital/

病理 北関東甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 甲府共立病院 風林火山病理専門研修プログラム
http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/y
amanashi/kouki/

2 不明

病理 北関東甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 長野中央病院
信州大学医学部附属病院
病理専門研修プログラム

https://wwwhp.md.shinshu-
u.ac.jp/sotsugorinsho/second/index.
php

病理 関東 千葉県 千葉大学医学部附属病院 船橋二和病院 千葉大学医学部病理専門研修プログラム https://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 5 ２４か月
病理 関東 東京都 日本医科大学付属病院 みさと健和病院 日本医科大学病理専門研修プログラム https://rinken.nms.ac.jp/koki/ 3名 最大1年

病理 関東 東京都 立川相互病院 大田病院 立川相互病院病理専門医研修プログラム
https://www.t-
kenseikai.jp/igakusei-

1名

病理 関東 神奈川県 昭和大学病院 汐田総合病院 昭和大学医学部　病理専門研修プログラム
https://pathology.or.jp/senmoni/13_
08_312shouwadai2018.pdf

4名 6か月程度

病理 東海北陸 石川県 金沢医科大学病院 城北病院 金沢医科大学病院北陸地区病理専門研修プログラム
http://pathology.or.jp/senmoni/19_0
2_408kanazawaidai2018.pdf

3名 12ヶ月

病理 東海北陸 愛知県 名古屋大学医学部附属病院
南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋大学病理科研修プログラム

病理 東海北陸 愛知県
名古屋市立大学医学部附属
病院

南医療生活協同組合
総合病院南生協病院

名古屋市立大学病院連携施設　　病理科専門医研修プログ
ラム

病理 近畿 京都府 京都大学医学部附属病院 京都民医連中央病院 京都大学医学部付属病院病理専門研修プログラム
https://www.kuhp.kyoto-
u.ac.jp/~pathology/510kyotodai2019.
pdf

5 週1を2年間

病理 近畿 大阪府
大阪市立大学医学部附属病
院

耳原総合病院 大阪市立大学医学部病理専門研修プログラム
http://www.med.osaka-
cu.ac.jp/humanpathology

2 1年間

病理 中国四国 岡山県 岡山大学病院 水島協同病院 岡山大学病理専門研修プログラム
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/patholo/for_residency_fi
les/33_01_605okayamadai.pdf

病理解剖の
み
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領域名（選択） 地協名（選択）
都道府県名
（選択）

基幹となる施設名
連携施設・特別連携施設となる主な民医
連の事業所

プログラム名 ホームページURL 定員
民医連の事
業所で研修
可能な期間

病理 中国四国 岡山県 香川大学病院 水島協同病院 香川大学病理専門研修 プログラム
http://www.med.kagawa-
u.ac.jp/~isikyaria/policy.html

病理解剖の
み

病理 中国四国 徳島県 徳島大学病院 徳島健生病院 徳島大学病理専門研修プログラム
https://www.careercenter-
dr.jp/course_detail.html?classificatio
n_id=15078623786046

3 1～3年

病理 中国四国 香川県 香川大学 高松平和病院 香川大学病理専門研修プログラム http://www.med.kagawa- 3 12か月

病理 九州沖縄 福岡・佐賀県 産業医科大学病院 健和会大手町病院 産業医科大学医学部病理専門研修プログラム
https://www.uoeh-
u.ac.jp/hospital/osirase/senkoi/sby
ori.html

～12ヵ月

病理 九州沖縄 福岡・佐賀県 九州大学病院 千鳥橋病院 九州大学病理専門研修プログラム
http://pathology.or.jp/senmoni/40_0
1_705kyushudai2018.pdf

12ヶ月

病理 九州沖縄 福岡・佐賀県 久留米大学病院 米の山病院 久留米大学病院病理診断科専門研修プログラム http://pathology.kurume-univ.jp/ 4 出張解剖の
病理 九州沖縄 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島生協病院 鹿児島県・鹿児島大学病理専門研修プログラム 2

病理 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院 沖縄病理専門研修プログラム
http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

放射線科 北海道東北 北海道 北海道大学病院 勤医協中央病院 北海道大学病院放射線科専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
https://di.med.hokudai.ac.jp/　
http://rad.med.hokudai.ac.jp/

12 24カ月

放射線科 北海道東北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院放射線科専門研修プログラム 4

放射線科 近畿 大阪府
和歌山県立医科大学医学部
附属病院

耳原総合病院 和歌山県立医科大学放射線科専門研修プログラム
https://www.wakayama-
med.ac.jp/med/sotugo/koki/koki-
program.html

5

放射線科 中国四国 島根県 島根大学医学部附属病院 松江生協病院 島根放射線科専門研修プログラム 5 6ヶ月

放射線科 九州沖縄 沖縄県 琉球大学病院 沖縄協同病院
放射線科領域 2020年度 おきなわ放射線科専門研修プログ
ラム

http://www.senmon.med.u-
ryukyu.ac.jp/program.html

1年

臨床検査 北関東甲信越 群馬県 群馬大学医学部附属病院 利根中央病院 群馬大学　臨床検査専門研修プログラム

https://c-
center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/0_web/wp-
content/uploads/2020/07/15%E8%8
7%A8%E5%BA%8A%E6%A4%9C%E6%9F
%BB2021.pdf

8名 3ヶ月
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