
【内科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携施設名

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋市厚生院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2312東三河南部 豊川市民病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋市厚生院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 豊川市民病院

北海道 総合病院　伊達赤十字病院
長野県 川西赤十字病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
静岡県 静岡済生会総合病院
岐阜県 高山赤十字病院
三重県 伊勢赤十字病院

2301名古屋 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 愛知県がんセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2309西三河南部西 西尾市佐久島診療所
2311東三河北部 新城市民病院
2311東三河北部 東栄医療センター附属下川診療所
2311東三河北部 東栄医療センター
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
内科専門研修プログラム

名古屋市立大学医学部附属
東部医療センター

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
内科プログラム

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター新専
門医制度 内科領域 プログラム
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北海道 清水赤十字病院
宮城県 石巻赤十字病院
神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　木沢記念病院
三重県 市立四日市病院
大阪府 国立循環器病研究センター
広島県 広島赤十字・原爆病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中京病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2306尾張北部 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2312東三河南部 豊川市民病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 名古屋市厚生院
2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 ＮＴＴ西日本東海病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

静岡県 医療法人社団静岡健生会　三島共立病院
岐阜県 みどり病院
三重県 津生協病院

2301名古屋 医療法人名南会　名南病院
2301名古屋 北医療生活協同組合　北病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 医療法人尾張健友会千秋病院

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
内科領域専門研修プログラム

名古屋市立大学内科専門研修プログラム名古屋市立大学病院

みなと医療生活協同組合
協立総合病院

みなと医療生活協同組合
協立総合病院内科専門医プログラム
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北海道 小樽掖済会病院
長崎 長崎掖済会病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 名古屋西病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 医療法人開生会かいせい病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院

2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2312東三河南部 成田記念病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院

2301名古屋 大同病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会臨港病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 亀井内科呼吸器科
2301名古屋 三つ葉在宅クリニック
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター

2301名古屋

藤田医科大学ばんたね病院
藤田医科大学ばんたね病院
内科専門医研修プログラム

独立行政法人労働者健康安全機構
中部労災病院

中部ろうさい病院内科専門研修プログラム

名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム名古屋掖済会病院
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三重県 市立四日市病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 医療法人名南会　名南病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院
福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院
岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院
福岡県 飯塚病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 だいどうクリニック
2301名古屋 大同みどりクリニック
2301名古屋 医療法人笠寺病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中部ろうさい病院
2302海部 津島市民病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2312東三河南部 豊川市民病院

2301名古屋 南医療生協かなめ病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 新生会第一病院
2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院

2301名古屋

独立行政法人
地域医療機能推進機構

中京病院

名古屋記念病院

社会医療法人宏潤会 大同病院

ＪＣＨＯ中京病院内科専門研修プログラム

名古屋記念病院内科専門研修プログラム

総合病院南生協病院 総合病院南生協病院内科専門研修プログラム

大同病院内科専門研修プログラム
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岐阜県 JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院
岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 総合病院 中津川市民病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 浜松医療センター
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 ＡＯＩ名古屋病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 医療法人済衆館済衆館病院
2301名古屋 はるひ呼吸器病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 大同病院
2302海部 津島市民病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2305尾張西部 医療法人山下病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2308西三河北部 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2309西三河南部西 みよし市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院
内科専門研修プログラム
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静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
静岡県 独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2311東三河北部 新城市民病院

岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 だいどうクリニック
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院
岐阜県 総合病院 中津川市民病院
岐阜県 土岐市立総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院

2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 医療法人宏和会　あさい病院
2304尾張東部 医療法人青山病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院

2301名古屋

2304尾張東部

2302海部

独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター

国立病院機構名古屋医療センター
内科専門研修プログラム

公立陶生病院 公立陶生病院内科専門研修プログラム

愛知県厚生農業協同組合連合会
海南病院

海南病院内科専門研修プログラム
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千葉県 帝京大学ちば総合医療センター
静岡県 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 大垣市民病院
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院
三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構　四日市羽津医療センター
三重県 藤田医科大学七栗記念病院
三重県 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 みなと医療生活協同組合 協立総合病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院
2301名古屋 社会医療法人宏潤会 大同病院
2301名古屋 総合病院南生協病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 医療法人大医会　日進おりど病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
2306尾張北部 総合犬山中央病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 西知多医療厚生組合 公立西知多総合病院
2308西三河北部 みよし市民病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター
2312東三河南部 豊橋市民病院

2304尾張東部 藤田医科大学病院 藤田医科大学病院 内科専門研修プログラム
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岐阜県 岐阜市民病院
岐阜県 岐阜県総合医療センター
岐阜県 公立学校共済組合 東海中央病院
岐阜県 各務原リハビリテ-ション病院
岐阜県 岐阜ハートセンター
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 多治見市民病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター
三重県 市立四日市病院
大阪府 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター
愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
沖縄県 沖縄県立北部病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 総合上飯田第一病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会 名城病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合 協立総合病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 社会医療法人宏潤会 大同病院
2301名古屋 総合病院南生協病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 愛知医科大学メディカルセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 総合犬山中央病院
2306尾張北部 さくら総合病院
2306尾張北部 医療法人社団喜峰会 東海記念病院
2307知多半島 常滑市民病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2311東三河北部 新城市民病院
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 医療法人泰玄会　泰玄会病院
2305尾張西部 大雄会クリニック
2305尾張西部 大雄会第一病院

2304尾張東部

2305尾張西部 総合大雄会病院内科専門研修プログラム総合大雄会病院

愛知医科大学病院 愛知医科大学病院内科専門医プログラム
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岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2305尾張西部 医療法人尾張健友会千秋病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

東京都 東京医療センター
神奈川県 社会医療法人　ジャパンメディカルアライアンス　海老名総合病院
岐阜県 美濃市立美濃病院
静岡県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
岡山県 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
福岡県 飯塚病院
沖縄県 社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院

2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 尾西記念病院
2306尾張北部 総合犬山中央病院

岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会 名城病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 小牧市民病院

岐阜県 市立恵那病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 医療法人　徳洲会　大垣徳洲会病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
大阪府 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
京都府 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院
愛媛県 医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　名瀬徳洲会病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院

2305尾張西部

2306尾張北部

一宮市立市民病院内科専門研修プログラム

春日井市民病院内科専門研修プログラム

一宮西病院内科専門研修プログラム

名古屋徳洲会総合病院
内科専門研修プログラム

一宮市立市民病院

一宮西病院

春日井市民病院

医療法人徳洲会
名古屋徳洲会総合病院
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2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

岐阜県 公立学校共済組合 東海中央病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会 名城病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

2301名古屋 みなと医療生活協同組合 協立総合病院
2301名古屋 中京病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 西知多医療厚生組合 公立西知多総合病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 常滑市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院
2308西三河北部 みよし市民病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

2306尾張北部

2308西三河北部

2307知多半島

江南厚生病院内科専門研修プログラム

半田市立半田病院内科プログラム半田市立半田病院

豊田厚生病院内科専門医研修プログラム
愛知県厚生農業協同組合連合会

豊田厚生病院

愛知県厚生農業協同組合連合会
江南厚生病院

小牧市民病院 小牧市民病院内科専門研修プログラム
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2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 高浜豊田病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院東分院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋 中京病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 西尾市佐久島診療所
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 岡崎市立愛知病院
2311東三河北部 新城市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2308西三河北部

2309西三河南部西

2310西三河南部東

安城更生病院内科専門医研修プログラム

トヨタ記念病院内科専門研修プログラム

岡崎市民病院内科専門研修プログラム

トヨタ記念病院

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院　内科専門研修プログラム

愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

岡崎市民病院
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静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2311東三河北部 新城市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2311東三河北部 東栄医療センター附属下川診療所
2311東三河北部 東栄医療センター
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 医療法人澄心会豊橋ハートセンター
2312東三河南部 蒲郡市民病院

18医療圏 34機関 34プログラム

2312東三河南部

豊橋市民病院内科専門医研修プログラム

豊川市民病院 豊川市民病院内科専門研修プログラム

豊橋市民病院
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【小児科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2312東三河南部 蒲郡市民病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

静岡県 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院
静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
三重県 市立四日市病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 ＮＴＴ西日本東海病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2309西三河南部西 西尾市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院

2301名古屋

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター

名古屋市立西部医療センター
小児科専門研修プログラム
（Nobunagaプログラム）

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
小児科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
小児科領域専門研修プログラム

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学小児科専門研修プログラム
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静岡県 社会福祉法人小羊学園　重症心身障害児施設　つばさ静岡
静岡県 静岡県立こども病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 だいどうクリニック
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院

静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院

2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 ＡＯＩ名古屋病院
2302海部 あま市民病院
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 碧南市民病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2312東三河南部 豊川市民病院

東京都 順天堂大学医学部附属　順天堂医院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

2301名古屋

2305尾張西部

大同病院 大同病院小児科専門研修プログラム

名古屋記念病院 名古屋記念病院小児科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院

小児科研修医（専攻医）プログラム

2304尾張東部

公立陶生病院 公立陶生病院小児科専門研修プログラム

藤田医科大学病院 藤田医科大学病院小児科専攻医プログラム

愛知医科大学病院
愛知医科大学

小児科研修医（専攻医）プログラム

一宮市立市民病院
一宮市立市民病院

小児科研修医（専攻医）プログラム
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岐阜県 大垣市民病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 医療法人名南会　名南病院
2301名古屋 北医療生活協同組合　北病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部付属病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院
2309西三河南部西 西尾市佐久島診療所
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 愛知県三河青い鳥医療療育センター
2310西三河南部東 岡崎市立愛知病院
2310西三河南部東 岡崎市こども発達医療センター
2311東三河北部 東栄医療センター
2311東三河北部 新城市民病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2311東三河北部 新城市民病院
2312東三河南部 豊橋こども発達センター
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

8医療圏 15機関 15プログラム

2312東三河南部

2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
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

2309西三河南部西
愛知県厚生農業協同組合連合会

安城更生病院
安城更生病院小児科専門研修プログラム

2310西三河南部東 岡崎市民病院 岡崎市民病院小児科専門研修プログラム

豊橋市民病院
豊橋市民病院

小児科研修医（専攻医）プログラム
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【皮膚科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

岐阜県 松波総合病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　木沢記念病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 さくら総合病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 豊川市民病院

東京都 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院

2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名鉄病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋

名古屋市立大学 名古屋市立大学皮膚科研修プログラム

名古屋大学医学部付属病院
名古屋大学医学部付属病院

皮膚科研修プログラム
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2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 大同病院
2302海部 津島市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター

東京都 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　多治見市民病院

2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 医療法人豊寿会斉藤病院
2308西三河北部 みよし市民病院

2医療圏 4機関 4プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院
藤田医科大学医学部

皮膚科研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学皮膚科研修プログラム
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【精神科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院
静岡県 医療法人好生会　三方原病院
岐阜県 公益社団法人岐阜病院
岐阜県 社会医療法人聖泉会 聖十字病院
三重県 三重県立子ども心身発達医療センター

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 特定医療法人楠会 楠メンタルホスピタル
2301名古屋 医療法人生生会 松蔭病院
2301名古屋 医療法人資生会 八事病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 医療法人交正会精治寮病院
2301名古屋 あいせい紀年病院
2302海部 医療法人和合会好生館病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2304尾張東部 医療法人和合会和合病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院
2305尾張西部 医療法人回精会　北津島病院
2306尾張北部 犬山病院
2307知多半島 特定医療法人共生会 みどりの風 南知多病院
2308西三河北部 医療法人研精会 豊田西病院
2312東三河南部 豊川市民病院

静岡県 医療法人社団種光会　朝山病院
静岡県 医療法人好生会　三方原病院
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 医療法人　静風会　大垣病院
岐阜県 社会医療法人　聖泉会　聖十字病院
岐阜県 公益社団法人　岐阜病院
三重県 医療法人社団橘会　多度あやめ病院
三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが
三重県 医療法人北勢会北勢病院
三重県 独立行政法人国立病院機構　榊原病院
三重県 松阪厚生病院
福岡県 産業医科大学病院
福岡県 福岡大学病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 医療法人八誠会　もりやま総合心療病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 医療法人交正会笠寺精治寮病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東尾張病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 桶狭間病院藤田こころケアセンター
2301名古屋 愛知県精神保健福祉センター
2301名古屋 医療法人交正会精治寮病院
2301名古屋 医療法人生生会松蔭病院
2301名古屋 愛知県精神医療センター
2301名古屋 八事病院
2301名古屋 あいせい紀年病院
2305尾張西部 医療法人回精会　北津島病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2306尾張北部 特定医療法人晴和会　あさひが丘ホスピタル

2301名古屋

名古屋市立大学病院
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

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学

精神科・児童精神科専門研修プログラム
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2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 医療法人共和会共和病院
2308西三河北部 医療法人明心会 仁大病院
2308西三河北部 医療法人豊和会南豊田病院
2308西三河北部 のぞみ診療所　
2309西三河南部西 京ケ峰岡田病院
2309西三河南部西 医療法人成精会　刈谷病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 愛知県三河青い鳥医療療育センター
2310西三河南部東 医療法人仁精会三河病院
2312東三河南部 医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンター
2312東三河南部 医療法人義興会　可知記念病院

静岡県 医療法人社団澤記念会 神経科浜松病院
岐阜県 社会医療法人　聖泉会　聖十字病院
福岡県 福岡大学病院
福岡県 九州大学病院

2301名古屋 医療法人生生会 松蔭病院
2301名古屋 特定医療法人八誠会 もりやま総合心療病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構 東尾張病院
2301名古屋 北医療生活協同組合北メンタル・クリニック
2301名古屋 医療法人生生会まつかげシニアホスピタル
2301名古屋 八事病院
2301名古屋 藤田メンタルケアサテライト徳重北
2301名古屋 愛知県精神医療センター
2304尾張東部 桶狭間病院 藤田こころケアセンター
2304尾張東部 藤田メンタルケアサテライト
2307知多半島 医療法人寿康会 大府病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 医療法人共和会共和病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 医療法人研精会豊田西病院
2308西三河北部 医療法人明心会 仁大病院
2309西三河南部西 医療法人成精会　刈谷病院
2310西三河南部東 京ケ峰岡田病院
2310西三河南部東 医療法人仁精会三河病院

岐阜県 社会医療法人　聖泉会　聖十字病院
岐阜県 社会医療法人　聖泉会　聖十字クリニック
岐阜県 医療法人清仁会 のぞみの丘ホスピタル
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院
三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

2301名古屋 医療法人同心会 杉田病院
2301名古屋 医療法人生生会 松蔭病院
2301名古屋 医療法人香流会 紘仁病院
2301名古屋 医療法人生生会まつかげシニアホスピタル
2302海部 医療法人宝会 七宝病院
2305尾張西部 社会医療法人杏嶺会 上林記念病院
2306尾張北部 犬山病院
2307知多半島 医療法人一草会 一ノ草病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 衣ヶ原病院
2308西三河北部 医療法人研精会 豊田西病院
2308西三河北部 医療法人明心会 仁大病院
2310西三河南部東 京ケ峰岡田病院

2302名古屋 総合大雄会病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 いなざわこころのクリニック
2305尾張西部 はるかメンタルクリニック
2305尾張西部 一宮市民病院

4医療圏 5機関 5プログラム

2301名古屋

藤田医科大学病院
藤田医科大学病院連携施設

　精神科専門医研修プログラム

愛知医科大学病院
愛知医科大学病院連携施設

　精神科専門医研修プログラム

上林記念病院
上林記念病院連携施設 精神科領域専門医研修プ

ログラム

2304尾張東部

2305尾張西部
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【外科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院

2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会 名城病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2302海部 津島市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2311東三河北部 新城市民病院

静岡県 静岡済生会総合病院
岐阜県 高山赤十字病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院

静岡県 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院
長野県 輝山会記念病院
岐阜県 松波総合病院
岐阜県 岐阜ハートセンター
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院
大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター
大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター
大阪府 医療法人警和会　大阪警察病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名古屋ハートセンター
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 医療法人社団以心会中野胃腸病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 蒲郡市民病院
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 医療法人澄心会豊橋ハートセンター
2312東三河南部 豊川市民病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2301名古屋 大同病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター

名古屋市立西部医療センター
外科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
外科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
外科専門研修プログラム

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学病院外科専門研修プログラム

名古屋掖済会病院 名古屋掖済会病院外科専門研修プログラム
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千葉県 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
静岡県 ＪＡ静岡厚生連　遠州病院
静岡県 静岡県立静岡がんセンター
静岡県 ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院
岐阜県 公立学校共済組合 東海中央病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2302海部 津島市民病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 医療法人山下病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院
外科専門研修プログラム

2301名古屋
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2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

岐阜県 岐阜県立多治見病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院

東京都 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター
神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市東部病院
神奈川県 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院
茨城県 水戸赤十字病院
静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院
石川県 石川県立中央病院
奈良県 市立奈良病院
鹿児島県 公益社団法人　鹿児島共済会　南風病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2304尾張東部 医療法人大医会　日進おりど病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター
2312東三河南部 光生会病院
2312東三河南部 総合青山病院

東京都 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院
静岡県 静岡県立静岡がんセンター
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　多治見市民病院
三重県 市立四日市病院
三重県 医療法人財団青木会青木記念病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 医療法人衆済会増子記念病院
2302海部 あま市民病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 医療法人社団喜峰会東海記念病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 みよし市民病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター

名古屋医療センター
外科専門研修プログラム

2304尾張東部

公立陶生病院 公立陶生病院外科専門研修プログラム

藤田医科大学病院 藤田医科大学外科専門研修プログラム

2304尾張東部 愛知医科大学病院 愛知医科大学病院外科専門研修プログラム
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2304尾張東部 愛知医科大学病院

岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名鉄病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

北海道 手稲渓仁会病院
東京都 聖路加国際病院
福岡県 聖マリア病院
沖縄県 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 尾西記念病院

北海道 医療法人 徳洲会 帯広徳洲会病院
山形県 医療法人徳洲会庄内余目病院
山形県 医療法人社団山形愛心会庄内余目病院
東京都 医療法人　徳洲会　東京西徳洲会病院
岐阜県 医療法人　徳洲会　大垣徳洲会病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
大阪府 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院
大阪府 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院
大阪府 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
兵庫県 医療法人沖縄徳洲会　神戸徳洲会病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　鹿児島徳洲会病院
鹿児島県 医療法人 沖縄徳洲会 与論徳洲会病院

2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2305尾張西部

総合大雄会病院 総合大雄会病院外科専門研修プログラム

一宮市立市民病院 一宮市立市民病院外科研修プログラム

一宮西病院 一宮西病院外科専門研修プログラム

2306尾張北部

医療法人徳洲会
名古屋徳洲会総合病院

名古屋徳洲会総合病院
外科専門研修プログラム

小牧市民病院 小牧市民病院外科研修プログラム

2308西三河北部
愛知県厚生農業協同組合連合会

豊田厚生病院
豊田厚生病院外科専門研修プログラム
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2301名古屋 名古屋市立大学病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 豊川市民病院

静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院
2313東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
静岡県 ＪＡ静岡厚生連　遠州病院
静岡県 ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

8医療圏 20機関 20プログラム

2309西三河南部西

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院外科専門研修プログラム

愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

安城更生病院外科専門研修プログラム

2310西三河南部東 岡崎市民病院 岡崎市民病院外科専門研修プログラム

2312東三河南部 豊橋市民病院 豊橋市民病院外科専門研修プログラム
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【整形外科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

静岡県 独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院
岐阜県 大垣市民病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

東京都 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター
長野県 長野赤十字病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院
岐阜県 朝日大学病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
静岡県 JA静岡厚生連 静岡厚生病院
静岡県 静岡県立静岡がんセンター
静岡県 静岡医療福祉センター児童部
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 浜松医療センター
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
三重県 医療法人財団青木会青木記念病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 中日病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 名古屋記念病院

2301名古屋

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学整形外科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名整会整形外科専門研修プログラム
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2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会東海病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 重工記念病院
2302海部 津島市民病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2310西三河南部東 愛知県三河青い鳥医療療育センター
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院

神奈川県 平塚市民病院
静岡県 静岡市立清水病院
静岡県 静岡赤十字病院

2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 医療法人蜂友会　はちや整形外科病院
2304尾張東部 医療法人大医会　日進おりど病院
2310西三河南部東 藤田医科大学　岡崎医療センター

岐阜県 社会医療法人厚生会 多治見市民病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 一宮西病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2308西三河北部 みよし市民病院
2309西三河南部西 医療法人秋田病院
2310西三河南部東 愛知医科大学メディカルセンター

栃木県 自治医科大学附属病院
鹿児島県 米盛病院

2305尾張西部 尾西記念病院

東京都 帝京大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2305尾張西部 医療法人尾張健友会千秋病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院

3医療圏 6機関 6プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学整形外科専門研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学整形外科専門研修プログラム

2305尾張西部

一宮西病院 一宮西病院整形外科専門研修プログラム

総合大雄会病院 総合大雄会病院整形外科専門研修プログラム
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【産婦人科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

静岡県 静岡赤十字病院
岐阜県 高山赤十字病院
三重県 伊勢赤十字病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

東京都 日本赤十字社医療センター
2301名古屋 浅田レディース名古屋駅前クリニック
2301名古屋 愛知県がんセンター
2306尾張北部 浅田レディース勝川クリニック
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

静岡県 静岡済生会総合病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 クリニック　ママ

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
産婦人科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
産婦人科研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学産婦人科専門研修プログラム
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富山県 富山県立中央病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2308西三河北部 医療法人清慈会 鈴木病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院

北海道 秋山記念病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 多治見市民病院
岐阜県 市立恵那病院

2301名古屋 八事レディースクリニック
2301名古屋 奈倉レディースクリニック
2301名古屋 やまだレディスクリニック
2301名古屋 産科．婦人科上野レディスクリニック
2301名古屋 さわだウィメンズクリニック
2304尾張東部 図書館通おかもとマタニティークリニック
2305尾張西部 大雄会第一病院
2306尾張北部 森永産婦人科
2308西三河北部 医療法人淳和会内田クリニック

石川県 石川県立中央病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　徳之島徳洲会病院

2308西三河北部 医療法人清慈会　鈴木病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

4医療圏 7機関 7プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学産婦人科研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学産婦人科プログラム

2308西三河北部 トヨタ記念病院 トヨタ記念病院産婦人科研修プログラム

2312東三河南部 豊橋市民病院 豊橋市民病院産婦人科研修プログラム

28ページ目／51ページ中



【眼科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

静岡県 新都市病院
岐阜県 博愛会病院
岐阜県 医療法人　徳洲会　大垣徳洲会病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　木沢記念病院
岐阜県 高山赤十字病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 多治見市民病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 菰野厚生病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 偕行会　城西病院
2301名古屋 大同病院
2305尾張西部 医療法人泰玄会　泰玄会病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人愛生館小林記念病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

岐阜県 公立学校共済組合 東海中央病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院
静岡県 静岡済生会総合病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 公立西知多総合病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋

独立行政法人国立病院機構名古屋医
療センター

名古屋医療センター眼科研修プログラム

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学眼科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学眼科研修プログラム
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長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　浅間南麓こもろ医療センター
長野県 飯田市立病院
岐阜県 岐阜赤十字病院

2305尾張西部 大雄会第一病院
2308西三河北部 豊田新成病院
2312東三河南部 総合青山病院

岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院
岐阜県 朝日大学病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2312東三河南部 豊川市民病院

岐阜県 国民健康保険坂下病院
京都府 京都府立医科大学附属病院
大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター
大阪府 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター
大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院
大阪府 大阪大学医学部附属病院
兵庫 公立学校共済組合近畿中央病院
兵庫 兵庫医科大学病院

2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 大雄会第一病院

2医療圏 6機関 6プログラム

中京病院 中京病院　眼科専門医研修プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学眼科専門研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学眼科専門研修プログラム
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【耳鼻咽喉科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

北海道 旭川医科大学病院
東京都 公益財団法人　がん研究会　有明病院
静岡県 医療法人社団志仁会　三島中央病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 愛知県がんセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 松波総合病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 公立西知多総合病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
三重県 ヨナハ総合病院
奈良県 公益財団法人 天理よろづ相談所病院

2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名鉄病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

石川県 金沢医科大学病院
千葉県 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 名鉄病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

2医療圏 4機関 4プログラム

2301名古屋

名古屋市立大学病院
名古屋市立大学

耳鼻咽喉/頭頸部外科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院

耳鼻咽喉科専門研修プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院
藤田医科大学病院

耳鼻咽喉科専門研修プログラム

愛知医科大学病院
愛知医科大学病院

耳鼻咽喉科専門研修プログラム
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【泌尿器科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2305尾張西部 一宮西病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 さくら総合病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

岐阜県 岐阜県立多治見病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 成田記念病院

2301名古屋

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学泌尿器科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学泌尿器科専門研修プログラム
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東京都 長久保病院
神奈川県 東海大学医学部付属病院
神奈川県 平塚市民病院
静岡県 静岡赤十字病院
静岡県 浜松赤十字病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
高知県 高知大学医学部附属病院
鹿児島県 にいむら病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター
2312東三河南部 総合青山病院

静岡県 静岡県立総合病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合 協立総合病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院

2医療圏 4機関 4プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学泌尿器科専門研修プログラム

愛知医科大学病院
愛知医科大学

泌尿器科専門研修施設群専門研修プログラム
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【脳神経外科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

静岡県 浜松赤十字病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院
三重県 ヨナハ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 大隈病院
2301名古屋 中日病院
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2301名古屋 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院
2301名古屋 医療法人済衆館済衆館病院
2301名古屋 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

茨城県 つるみ脳神経病院
長野県 瀬口脳神経外科病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 東可児病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院
静岡県 静岡県立静岡がんセンター
静岡県 独立行政法人国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター
静岡県 磐田市立総合病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 社会医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 あいちリハビリテーション病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会臨港病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 大隈病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 しまだ中央クリニック
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院

2301名古屋

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学医学部脳神経外科

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学医学部脳神経外科
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2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 さくら総合病院
2306尾張北部 岩倉病院
2306尾張北部 あいちせぼね病院
2307知多半島 常滑市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 浅井外科
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 総合青山病院
2312東三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 医療法人澄心会豊橋ハートセンター
2312東三河南部 医療法人権田脳神経外科

北海道 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院
東京都 慶應義塾大学病院
神奈川県 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院
静岡県 藤枝平成記念病院

2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会 八千代病院

2医療圏 3機関 3プログラム

2304尾張東部 藤田医科大学病院 藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
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【放射線科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

北海道 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院
北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院
沖縄県 医療法人　沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 東名古屋画像診断クリニック
2301名古屋 名古屋城北放射線科クリニック
2302海部 津島市民病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 成田記念病院
2312東三河南部 成田記念陽子線センター
2312東三河南部 豊川市民病院

千葉県 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋城北放射線科クリニック
2301名古屋 愛知県がんセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2310西三河南部東 愛知県立愛知病院
2312東三河南部 豊橋市民病院

2301名古屋

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学放射線科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院

放射線科専門研修施設群専門研修プログラム
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岐阜県 大垣市民病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 西尾市民病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　北信総合病院
兵庫県 公立八鹿病院

2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名鉄病院
2302海部 あいち健康クリニック
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター

2医療圏 4機関 4プログラム

2304尾張東部

愛知医科大学病院
愛知医科大学病院

放射線科専門研修プログラム

藤田医科大学病院
藤田医科大学病院

放射線科専門研修プログラム
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【麻酔科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

埼玉県 埼玉県立小児医療センター
大阪府 地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪母子医療センター

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

静岡県 静岡県立こども病院
三重県 伊勢赤十字病院
兵庫県 兵庫県立こども病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 大同病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

三重県 市立四日市病院
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 桶狭間病院藤田こころケアセンター
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
麻酔科専門研修プログラム

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学麻酔科専門研修プログラム

藤田医科大学ばんたね病院
藤田医科大学ばんたね病院
麻酔科専門研修プログラム

独立行政法人労働者健康安全機構
中部労災病院

中部労災病院 麻酔科専門研修プログラム
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北海道 北海道大学病院
東京都 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院
大阪府 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

岐阜県 大垣市民病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2305尾張西部 一宮西病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2312東三河南部 豊川市民病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院
三重県 桑名市総合医療センター

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院

東京都 東京都立小児総合医療センター
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院
麻酔科専門医研修プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院
藤田医科大学病院

麻酔科専門医研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学病院麻酔科専門研修プログラム

2308西三河北部
愛知県厚生農業協同組合連合会

豊田厚生病院
豊田厚生病院麻酔科専門研修プログラム
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神奈川県 北里大学病院
静岡県 静岡県立こども病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

4医療圏 10機関 10プログラム

2309西三河南部西

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院麻酔科専門研修プログラム

愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

安城更生病院麻酔科専門研修プログラム
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【病理】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

宮城県 石巻赤十字病院
岐阜県 高山赤十字病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院

2301名古屋 名古屋セントラル病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 愛知県がんセンター病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 小牧市民病院

岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　土岐市立総合病院
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院
岐阜県 岐阜赤十字病院
岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋共立病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 社会福祉法人聖霊会聖霊病院
2301名古屋 国家公務員共済組合連合会　名城病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2305尾張西部 稲沢市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2307知多半島 半田市立半田病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
病理専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学医学部病理専門研修プログラム
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静岡県 浜松赤十字病院
静岡県 静岡赤十字病院

2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院
岐阜県 社会医療法人厚生会　多治見市民病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2306尾張北部 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2309西三河南部西 碧南市民病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

2医療圏 4機関 4プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田保健衛生大学病院病理専門研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学医学部病理専門研修プログラム
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【臨床検査】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

三重県 市立四日市病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院

2304尾張東部 愛知医科大学病院 愛知医科大学臨床検査専門研修プログラム 静岡県 磐田市立病院
2医療圏 2機関 2プログラム

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学臨床検査専門研修プログラム
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【救急科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

群馬県 前橋赤十字病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2302海部 津島市民病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院

岐阜県 高山赤十字病院
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 公立西知多総合病院

大阪府 堺市立総合医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター
静岡県 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
岐阜県 大垣市民病院
京都府 医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院
広島県 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院
福岡県 産業医科大学病院

2301名古屋 名古屋大学医学部附属病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2304尾張東部 愛知医科大学病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2305尾張西部 一宮西病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 公立西知多総合病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 成田記念病院

鹿児島県 鹿児島市立病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

群馬県 前橋赤十字病院
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
静岡県 静岡市立静岡病院
静岡県 静岡済生会総合病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 大同病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2312東三河南部 豊橋市民病院

2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター

2301名古屋

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
救急科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
救急科領域専門研修プログラム

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学救急科専門研修プログラム

名古屋掖済会病院 名古屋掖済会病院救急科専門研修プログラム

独立行政法人
地域医療機能推進機構

中京病院

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院救急
専門医コース

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院

東海圏救急科専門研修プログラム

藤田医科大学ばんたね病院
藤田医科大学ばんたね病院救急科専門研修プログ

ラム
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北海道 利尻島国保中央病院
長野県 組合立諏訪中央病院
長野県 伊那中央病院
静岡県 藤枝市立総合病院
岐阜県 総合病院中津川市民病院
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院
滋賀県 大津赤十字病院
奈良県 市立奈良病院

2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2303尾張中部 医療法人済衆館済衆館病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 半田市立半田病院
2309西三河南部西 西尾市民病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2301名古屋 名鉄病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2304尾張東部 公立陶生病院
2305尾張西部 一宮西病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 春日井市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2307知多半島 公立西知多総合病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2312東三河南部 豊川市民病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 愛知医科大学メディカルセンター
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2309西三河南部西 碧南市民病院
2310西三河南部東 医療法人鉄友会宇野病院
2312東三河南部 豊川市民病院

2304尾張東部 藤田医科大学病院
2309西三河南部西 蒲郡市民病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2312東三河南部 医療法人澄心会豊橋ハートセンター

4医療圏 11機関 11プログラム

2304尾張東部

愛知医科大学病院
愛知医科大学病院

救急科専門医育成プログラム

藤田医科大学病院 藤田保健衛生大学救急科専門医プログラム

2310西三河南部東 岡崎市民病院 岡崎市民病院救急専門研修プログラム

2312東三河南部 豊川市民病院 豊川市民病院救急科専門医研修プログラム
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【形成外科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県総合医療センター
岐阜県 大垣市民病院
三重県 市立四日市病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2302名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2301名古屋 名古屋大学医学部付属病院
2302名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜県総合医療センター
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院
三重県 伊勢赤十字病院
三重県 市立四日市病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2306尾張北部 小牧市民病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院
2310西三河南部東 岡崎市民病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院
沖縄県 琉球大学病院

2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 愛知県がんセンター
2301名古屋 金山美容クリニック
2302海部 津島市民病院
2305尾張西部 一宮西病院
2307知多半島 小嶋病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2312東三河南部 豊川市民病院

北海道 北海道大学病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
岐阜県 大垣市民病院

2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
2302海部 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
2305尾張西部 大雄会第一病院

2医療圏 4機関 4プログラム

2301名古屋

名古屋市立大学病院 名古屋市立大学形成外科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学形成外科研修プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学形成外科専門研修プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学形成外科研修プログラム
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【リハビリテーション科】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

静岡県 浜松市リハビリテーション病院
岐阜県 サニーサイドホスピタル
京都府 京都府立医科大学附属病院

2301名古屋 社会医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院
2301名古屋 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院
2302海部 津島市民病院
2303尾張中部 医療法人済衆館済衆館病院
2305尾張西部 尾西記念病院
2305尾張西部 孝友クリニック
2306尾張北部 小牧市民病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋西病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合　協立総合病院
2301名古屋 愛知県済生会リハビリテーション病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2306尾張北部 愛知県医療療育総合センター中央病院
2306尾張北部 小牧市民病院
2306尾張北部 医療法人三仁会 あさひ病院
2309西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
2309西三河南部西 社会医療法人財団新和会　八千代病院
2309西三河南部西 あいちリハビリテーション病院
2310西三河南部東 愛知県青い鳥医療療育センター
2310西三河南部東 あおぞら在宅クリニック
2312東三河南部 医療法人鳳紀会可知病院

2301名古屋 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
2301名古屋 愛知県済生会リハビリテーション病院
2301名古屋 医療法人香徳会メイトウホスピタル
2301名古屋 医療法人名南会　名南ふれあい病院
2309西三河南部西 あいちリハビリテーション病院

2301名古屋

名古屋市立大学病院
名古屋

リハビリテーション科専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院
名古屋大学

リハビリテーション科専門研修プログラム

愛知医科大学病院
愛知医科大学リハビリテーション科

専門研修プログラム
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栃木県 国際医療福祉大学病院
栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院
東京都 医療法人社団　輝生会　初台リハビリテーション病院
千葉県 船橋市立リハビリテーション病院
長野県 輝山会記念病院
三重県 藤田医科大学七栗記念病院
三重県 花の丘病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院
高知県 近森リハビリテーション病院
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

2301名古屋 医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2307知多半島 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2308西三河北部 医療法人三九会三九朗病院
2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
2310西三河南部東 医療法人鉄友会宇野病院

長野県 輝山会記念病院
千葉県 船橋市立リハビリテーション病院
三重県 藤田医科大学七栗記念病院

2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2305尾張西部 総合大雄会病院
2307知多半島 あいち小児保健医療総合センター

3医療圏 5機関 5プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院
藤田医科大学

リハビリテーション科専門研修プログラム

2307知多半島
国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター
国立長寿医療研究センター

リハビリテーション科専門研修プログラム
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【総合診療】

基幹施設の
二次医療圏

基幹施設名 専門研修プログラム名
連携施設の
二次医療圏

連携施設の
都道府県名

連携・関連施設名

岐阜県 国民健康保険上矢作病院
三重県 尾鷲総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 つむぎファミリークリニック
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2312東三河南部 マイファミリークリニック蒲郡

2311東三河北部 東栄医療センター
2311東三河北部 新城市民病院

北海道 清水赤十字病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2311東三河北部 新城市作手診療所
2311東三河北部 東栄医療センター

北海道 中頓別町国民健康保険病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センター菰野厚生病院
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　三重北医療センターいなべ総合病院

2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
2301名古屋 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 医療法人笠寺病院
2301名古屋 名古屋市厚生院
2301名古屋 名古屋市立緑市民病院
2301名古屋 おがたファミリークリニック
2304尾張東部 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院
2305尾張西部 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院附属篠島診療所
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2312東三河南部 豊川市民病院
2312東三河南部 蒲郡市民病院
2312東三河南部 医療法人さわらび会福祉村病院

群馬県 利根中央病院
静岡県 医療法人社団静岡健生会　浜松佐藤町診療所
静岡県 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
岐阜県 こがねだ診療所

2301名古屋 北医療生活協同組合　北病院
2301名古屋 みなと医療生活協同組合みなと診療所
2301名古屋 名南診療所

愛媛県 医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2304尾張東部 藤田医科大学病院
2307知多半島 あべクリニック
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2308西三河北部 医療法人清慈会 鈴木病院

岐阜県 高山市国民健康保険高根診療所
2301名古屋 南医療生協かなめ病院
2301名古屋 総合病院 南生協病院
2301名古屋 南生協よってって横丁　メンタルクリニックみなみ
2301名古屋 南生協よってって横丁　よってって在宅診療所
2308西三河北部 豊田地域医療センター

2301名古屋

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター

名古屋市立西部医療センター
総合診療専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院

名古屋第一赤十字病院
総合診療科専門研修プログラム

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

名古屋第二赤十字病院
総合診療研修プログラム

名古屋市立大学病院
名古屋市立大学病院

総合診療専門研修プログラム

みなと医療生活協同組合
協立総合病院

協立総合病院総合診療専門研修プログラム

藤田医科大学ばんたね病院
藤田医科大学ばんたね病院

総合診療プログラム

南医療生活協同組合 星崎診療所
南医療生協星崎診療所

総合診療専門医プログラム
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岐阜県 高山市国民健康保険高根診療所
岐阜県 高山市国民健康保険朝日診療所
岐阜県 高山市国民健康保険久々野診療所

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2301名古屋 あいせい紀年病院
2301名古屋 だいどうクリニック
2301名古屋 大同みどりクリニック
2301名古屋 医療法人笠寺病院
2307知多半島 中央クリニック
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院附属篠島診療所
2308西三河北部 豊田地域医療センター

岐阜県 総合病院中津川市民病院
2301名古屋 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院
2301名古屋 名古屋掖済会病院
2301名古屋 名古屋記念病院
2306尾張北部 勝川よろずクリニック
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2312東三河南部 豊橋市民病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院
2307知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院附属篠島診療所

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター
埼玉県 埼玉医科大学　総合医療センター
東京都 聖路加国際病院
長野県 特定医療法人　新生病院
静岡県 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
三重県 いしが在宅ケアクリニック
京都府 医療法人社団　淀さんせん会　金井病院
愛媛県 医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院
福岡県 頴田病院
福岡県 飯塚病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　名瀬徳洲会病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　鹿児島徳洲会病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 藤田医科大学ばんたね病院
2301名古屋 大同病院
2301名古屋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
2301名古屋 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院
2301名古屋 名古屋市立大学病院
2307知多半島 半田中央病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2308西三河北部 医療法人清慈会 鈴木病院
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2308西三河北部 いしぐろ在宅診療所
2309西三河南部西 内科循環器科大杉医院
2310西三河南部東 藤田医科大学岡崎医療センター
2312東三河南部 クリニックすみた
2312東三河南部 マイファミリークリニック蒲郡
2312東三河南部 医療法人北山会 北山医院

長野県 長野県立阿南病院
岐阜県 社会医療法人厚生会 多治見市民病院
岐阜県 中津川市国民健康保険　坂下診療所
岐阜県 国民健康保険坂下病院

2304尾張東部 愛知医科大学病院
2307知多半島 ゆりクリニック
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2309西三河南部西 西尾市民病院

名古屋大学医学部附属病院
総合診療専門医養成プログラム

大同病院 大同病院総合診療専門研修プログラム

名古屋大学医学部附属病院

2302海部
愛知県厚生農業協同組合連合会

海南病院
海南総合診療研修プログラム

2304尾張東部

藤田医科大学病院 藤田医科大学 総合診療プログラム

愛知医科大学病院 愛知医科大学病院総合診療専門医プログラム
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岐阜県 こがねだ診療所
2301名古屋 みなと医療生活協同組合 協立総合病院
2301名古屋 総合病院　南生協病院
2305尾張西部 一宮市立市民病院
2306尾張北部 布袋病院

京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
沖縄県 宮古島徳洲会病院

2301名古屋 医療法人すぎもと在宅医療クリニック

2304尾張東部 藤田医科大学病院
2308西三河北部 トヨタ記念病院
2308西三河北部 医療法人清慈会 鈴木病院
2308西三河北部 小原診療所
2308西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
2308西三河北部 古橋クリニック

長野県 輝山会記念病院

2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　
2301名古屋 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　
2310西三河南部東 岡崎市民病院
2311東三河北部 新城市作手診療所
2312東三河南部 豊橋市民病院
2312東三河南部 東栄医療センター

2301名古屋 名古屋市立大学病院
2308西三河北部 豊田地域医療センター
2309西三河南部西 マイファミリークリニック蒲郡
2311東三河北部 新城市作手診療所
2311東三河北部 新城市民病院
2311東三河北部 東栄医療センター
2312東三河南部 クリニックすみた

8医療圏 18機関 18プログラム

2305尾張西部 医療法人尾張健友会千秋病院 千秋病院群総合診療科専門研修プログラム

2311東三河北部 新城市民病院 愛知県東三河総合診療科専門研修プログラム

2312東三河南部 豊川市民病院 豊川総合診療専門研修プログラム

2306尾張北部
医療法人徳洲会

名古屋徳洲会総合病院
名古屋徳洲会総合病院

総合診療科専門研修プログラム

2308西三河北部 豊田地域医療センター 豊田総合診療プログラム

2309西三河南部西 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院総合診療専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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