
２０１７年度受付

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先
今年度の
募集定員

北海道 北海道大学病院 北海道大学病院小児科専攻医プログラム
http://www.pediatrics-hokudai.jp/specialist-
program.html

有賀　正 tada-ari@med.hokudai.ac.jp 011-706-5954 11

北海道 札幌医科大学附属病院 札幌医科大学附属病院小児科専門研修プログラム
http://web.sapmed.ac.jp/ped/file/h30_01program.
pdf

堤　裕幸 tsutsumi@sapmed.ac.jp 011-611-2111 9

北海道 旭川医科大学附属病院 旭川医科大学小児科ジェネラリスト専攻プログラム
http://www.pediatric-
world.com/asahikawa/oubo/index.html

東　寛 azuma5p@asahikawa-med.ac.jp 0166-68-2481 8

北海道 手稲渓仁会病院 手稲渓仁会病院小児科専門研修プログラム
http://www.keijinkai.com/teine/training/late_traini
ng_program/45-3/

衣川　佳数
amaike-shi@keijinkai.or.jp
（事務局：雨池）

011-685-2931 3

北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター
北海道立子ども総合医療・療育センター
小児科専門研修プログラム

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/db/hkr/senkouiken
shuu.htm

小田　孝憲 oda-taka@sapmed.ac.jp 011-691-5696 4

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

青森 弘前大学医学部附属病院
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/~pedia/ 伊藤　悦朗 eturou@hirosaki-u.ac.jp 0172-39-5070 10

岩手 岩手医科大学附属病院 9

岩手 岩手県立大船渡病院
施設にお問い合わ

せください

秋田 秋田大学医学部附属病院
秋田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.akita-u.ac.jp/~syouni/index.html 高橋　勉 pediatr@med.akita-u.ac.jp 018-884-6159 8

tmitsui@med.id.yamagata-u.ac.jp
（プログラム責任者）
aysasaki@med.id.yamagata-u.ac.jp
（事務局代表）

宮城 東北大学病院
東北大学小児科専門研修プログラム「プログラム in 
MIYAGI」

http://www.ped.hosp.tohoku.ac.jp/
（東北大学小児科専門研修プログラム「プログラ
ム in MIYAGI 」サイト）

呉 繁夫
(担当：笹原洋二)

info@ped.med.tohoku.ac.jp 022-717-7287 15

宮城 東北医科薬科大学病院 東北医科薬科大学小児科専門医プログラム
http://www.hosp.tohoku-
mpu.ac.jp/resident/program_k#senmon

小川　英伸 eogawaster@hosp.tohoku-mpu.ac.jp 022-259-1221 2

福島 福島県立医科大学医学部附属病院 福島県立医科大学小児科専門研修プログラム http://www.fmu.ac.jp/home/pediatrics/styled-6/ 細矢　光亮 pedat@fmu.ac.jp 024-547-1295 10
新潟 新潟大学医歯学総合病院 14

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

茨城 筑波大学附属病院 10

茨城 茨城県立こども病院 茨城県立こども病院小児科研修医（専攻医）プログラム
http://www.ibaraki-
kodomo.com/html/clinical2017/clinical-index.html

堀米　仁志 kensyu@ibaraki-kodomo.com 029-254-1151 5

茨城 土浦協同病院 6
神奈川 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 15
神奈川 聖マリアンナ医科大学病院 7

神奈川 北里大学病院 北里大学病院小児科専門研修プログラム
http://www.kitasato-
ped.jp/doctorintraining/overview.html

石井　正浩 ishiim@med.kitasato-u.ac.jp 042-778-8829 7

神奈川 東海大学医学部付属病院 東海大学医学部付属病院小児科専門研修プログラム http://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/rinsho/ 望月　博之 mochihi@tokai-u.jp 0463-93-1121 5

神奈川 神奈川県立こども医療センター 平成29年度小児総合研修プログラム
http://kcmc.kanagawa-
pho.jp/employ/prog_pediatric.html

田上　幸治
(総合診療科)

ktanoue@kcmc.jp 045-711-2351 5

神奈川 横浜市立市民病院
横浜市立市民病院小児科臨床研究医（専攻医）研修プログ
ラム

http://yokohama-shiminhosp.jp/kankei/koki-
kenshu/koki-program_h30.html

山下　行雄 yu10-yamashita@city.yokohama.jp 045－331-1961 2

神奈川 川崎市立川崎病院 川崎市立川崎病院小児科専門研修プログラム
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/content
s/0000037/37856/kawasaki/saiyou/kouki-
rinsyou/index.html

土橋　隆俊 83kawent@city.kawasaki.jp 044-233-552 3

神奈川 藤沢市民病院 4
神奈川 横須賀市立うわまち病院 6

神奈川
独立行政法人労働者健康安全機構　
横浜労災病院

2

神奈川 済生会横浜市東部病院 1

群馬 群馬大学医学部附属病院 群馬大学医学部附属病院小児科専門研修プログラム
http://c-center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/senior03.html

荒川　浩一 harakawa@gunma-u.ac.jp 027-220-8200 12

群馬 群馬県立小児医療センター 群馬県立小児医療センター小児科専門研修プログラム http://www.gcmc.pref.gunma.jp 丸山　建一 5th_sec_tn@gcmc.pref.gunma.jp
TEL：0279-52-3551
FAX：0279-52-2045

6

群馬 前橋赤十字病院 前橋赤十字病院小児科専門研修プログラム
http://www.maebashi.jrc.or.jp/gakusei/index.php?
eid=00002

松井　敦 a-matsui@maebashi.jrc.or.jp 027-224-4585 2

埼玉 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院小児科専門研修プログラム
http://www.saitama-
med.ac.jp/resident/moro/PDF2018_new_sr_pgPDF
一次審査済/2018_new_sr_shonika.pdf

徳山　研一 kento@saitama-med.ac.jp 049-276-1218 7

埼玉 防衛医科大学校病院 5

※2017.10.10　9時までにご連絡があった情報です。空欄の施設につきましては準備中ですので、各施設に直接お問い合わせください。

7
山形大学医学部附属病院小児科研修医（専攻医）研修プロ
グラム

山形 山形大学医学部附属病院 三井　哲夫http://minfo2.id.yamagata-u.ac.jp/Ped/index.html 023-628-5329
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埼玉 埼玉医科大学総合医療センター 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.saitama-
med.ac.jp/resident/kawagoe/senior_resident/new
program/shouni.pdf

森脇　浩一 kmoriwa@saitama-med.ac.jp 049-228-3550 9

埼玉 獨協医科大学越谷病院 獨協医科大学越谷病院（小児科）専門医養成プログラム http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-k/kshouni/ 松原　知代 tmatuba@dokkyomed.ac.jp 048-965-1111 5

埼玉 埼玉県立小児医療センター 埼玉県立小児医療センター小児科専門研修プログラム
https://www.pref.saitama.lg.jp/scm-
c/saiyo/ishi/kenshui/04-02-02.html

望月　弘 n58181a2@pref.saitama.lg.jp 048－601－2200 5

埼玉 川口市立医療センター 7
埼玉 さいたま市立病院 3

埼玉 自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター小児科専門医研修
プログラム

http://www.jichi.ac.jp/center/learn/sotsugo/syon
i_program.pdf

市橋　光 koichihashi@jichi.ac.jp 048-647-2111 5

静岡 浜松医科大学医学部附属病院 浜松医科大学小児科専門研修プログラム
http://www2.hama-
med.ac.jp/w1b/pediatr/students/annai/index.html

緒方　勤 tomogata@hama-med.ac.jp 053-435-2312 10

静岡 静岡県立こども病院 静岡こども病院小児科専門研修プログラム
http//www.shizuoka-
pho.jp/kodomo/recruit/training-physician/2018/
index.html

和田　尚弘 naohiro-wada@i.shizuoka-pho.jp 054-247-6251 8

静岡 聖隷浜松病院 4
静岡 聖隷三方原病院 2
千葉 千葉大学医学部附属病院 10

千葉
独立行政法人国立病院機構　
下志津病院

国立病院機構下志津病院 小児科専門研修プログラム

http://www.nsh.gr.jp/saiyou/%E8%87%A8%E5%BA%
8A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%BB%E5%8B%9F
%E9%9B%86/%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%A7%91%E7
%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%BB2018/

山本　重則 syamamoto3@nifty.com 043-422-2511 3

千葉 千葉市立海浜病院 千葉市立海浜病院 小児科専門研修プログラム
http://www.city.chiba.jp/byoin/kaihin/bosyuu_kou
ki.html

金澤　正樹 masakana@gmail.com 043-277-7711 6

千葉 松戸市立病院小児医療センター 松戸市立病院小児医療センター小児科専門研修プログラム
https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/recrui
t/kensyuibosyu/koukikensyu.html

平本　龍吾 ryugo@carrot.ocn.ne.jp 047-363-2171 6

千葉 成田赤十字病院 成田赤十字病院小児科専門研修プログラム
http://www.narita.jrc.or.jp/employment/002_shou
nika.html

五十嵐　俊次 shun2@cd5.so-net.ne.jp 0476-22-2311 4

千葉 総合病院　国保旭中央病院 旭中央病院小児科後期研修プログラム http://www.hospital.asahi.chiba.jp/ 本多　昭仁 akihonda6501@hospital.asahi.chiba.jp 0479-63-8111 4

千葉 船橋市立医療センター 船橋市立医療センター専攻医研修プログラム
http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/recruit/index.
html

佐藤　純一 soumu@mmc.funabashi.chiba.jp 047-438-3321 3

千葉 千葉県こども病院 千葉県こども病院小児科専攻医研修プログラム
http://www.pref.chiba.lg.jp/kodomo/saiyo/isi-
kenshu/residency1.html

皆川　真規 mminagawa-endo@umin.ac.jp 043-292-2111 7

千葉 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 4

千葉 東京女子医科大学附属八千代医療センター
東京女子医科大学 八千代医療センター　
小児科専門研修プログラム

http://www.twmu.ac.jp/TYMC/recruitment/latter
/course/syouni.html

髙梨　潤一 jtaka@twmu.ac.jp 047-450-6000 6

東京 東邦大学医療センター大橋病院 2

東京 日本大学病院 日本大学小児科研修プログラム http://www.nichidai-ped.com 髙橋　昌里
ayusawa.mamoru@nihon-u.ac.jp
(鮎澤衛)

03-3972-8111 13

東京 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京医科歯科大学小児科専攻医研修プログラム
http://www.tmd.ac.jp/med/ped/student/training2
/inside.html
http://www.tmd.ac.jp/med/ped/program2016.pdf

高澤　啓 ktakasawa.ped@tmd.ac.jp 03-5803-5249 14

東京 東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大森病院小児科専攻医プログラム
（2018年度版）

http://www.trainee.med.toho-
u.ac.jp/kouki/pomori2018.htm

小原　明 aohara@med.toho-u.ac.jp 03-3762-4151 5

東京 東京慈恵会医科大学附属病院 東京慈恵会医科大学小児科専門研修プログラム http://www.jikei-pediatrics.jp/ 井田　博幸 hiroy@jikei.ac.jp
03-3433-1111
（内線3320）

10

東京 慶応義塾大学病院 慶應義塾大学医学部小児科専門研修プログラム
http://pedia.med.keio.ac.jp/whatsnew/training/30
2018-2.php

高橋　孝雄
tishii.z2@keio.jp
（実務担当　石井智弘）

03-3353-1211
（内線62365）

17

東京 東京女子医科大学東医療センター
東京女子医科大学東医療センター
小児科専門研修プログラム

https://www.twmu-mce-pediatrics.com/blank-7 杉原　茂孝 sugihara.shigetaka@twmu.ac.jp 03-3810-1111 7

東京 日本医科大学付属病院 8

東京 杏林大学医学部付属病院 杏林大学医学部小児科専門研修プログラム www.kyorinpd.com 楊　國昌 daifuku@ks.kyorin-u.ac.jp
81-422-47-5511
(ext. 6275)

6

東京 東京女子医科大学病院 8
oka-tky@umin.ac.jp  (教授　岡明)
kakius-tky@umin.ac.jp  (医局長　垣内五月)

東京 帝京大学医学部附属病院 帝京大学小児科専門研修プログラム
http://www.teikyo-
hospital.jp/hospital/section/practice_center/sen
mon/pdf/pediatric3.pdf

三牧　正和 mimaki@med.teikyo-u.ac.jp 03-3964-4090 4

東京 東京医科大学病院 7

東京 国立国際医療研究センター病院
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
小児科領域専門研修プログラム

http://www.hosp.ncgm.go.jp/dce/300/3_senior_pr
ogram.html

七野　浩之 hshichino@hosp.ncgm.go.jp 03-3202-7181 3

東京 東京都立墨東病院 3
isaokusa@luke.ac.jp（責任者）
human_saiyo@luke.ac.jp（採用問合先）

東京 武蔵野赤十字病院 1

東京 日本赤十字社医療センター
日本赤十字社医療センター
小児科専門研修（専攻医）プログラム

http://www.med.jrc.or.jp/recruit/tabid/431/Defau
lt.aspx?itemid=405&dispmid=3481

土屋　恵司 rinsyokensyu@med.jrc.or.jp 03-3400-1311 4

東京 東京都立大塚病院
大塚病院施設群小児科　東京医師アカデミー専門研修
プログラム2018

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/saiyo/
senior/senior_shounika.html

安藏　慎 makoto_anzou@tmhp.jp
TEL：03-3941-3211
FAX：03-3941-9557

3

東京 東京大学医学部附属病院 岡　明 03-3815-5411 17東京大学医学部附属病院小児科専門研修プログラム
http://square.umin.ac.jp/ped/entering/recruitmen
t.html

東京 聖路加国際病院 草川　功 03-3541-5151 3聖路加国際病院小児科研修医（専攻医）プログラム
http://hospital.luke.ac.jp/recruit/senior/index.htm
l
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東京 昭和大学病院 昭和大学（病院）小児科専門医研修プログラム
http://www.showa-
u.ac.jp/PCTC/senior/frdi8b0000009dvz.html

板橋　家頭夫
s-senkoui@ofc.showa-u.ac.jp
（昭和大学卒後臨床研修センター）

03−3784−8299
（卒後臨床研修セン
ター）
03−3784−8565

10

東京 順天堂大学医学部附属順天堂医院 順天堂大学医学部病院群研修医（専攻医）プログラム
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/shonika
/guidance/

清水　俊明
mkishiro@juntendo.ac.jp
(医局長　稀代 雅彦)

03-3813-3111 16

東京
国立研究開発法人　
国立成育医療研究センター

国立成育医療研究センター小児科専門研修プログラム
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/
education/shoni-resident.html

石黒　精 ishiguro-a@ncchd.go.jp 03-3416-0181 14

東京
独立行政法人国立病院機構　
東京医療センター

東京医療センター小児科専門研修プログラム http://www.ntmc.go.jp/p_other/contents/376html 込山　修 okomiyama@ntmc-hosp.jp
TEL：03-3411-0111
FAX：03-3412-9811

3

東京 東京北医療センター 東京北医療センター小児科専攻医研修プログラム http://www.tokyokita-jadecom.jp/info/4568.html 清原　鋼二 k-kiyohara@tokyokita-jadecom.jp 03-5963-3311 3
東京 東京都立小児総合医療センター 12

栃木 自治医科大学附属病院
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
小児科研修医（専攻医）プログラム

http://www.jichi.ac.jp/usr/pedi/wp/ 山形　崇倫 takanori@jichi.ac.jp 0285-58-7366 12

栃木 獨協医科大学病院 獨協医科大学病院 小児科専門研修プログラム http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-m/ped/recruit/ 吉原　重美 shigemi@dokkyomed.ac.jp
0282-86-1111(代表)
0282-87-2155(直通)

7

栃木 国際医療福祉大学病院 4

山梨 山梨大学医学部附属病院 山梨大学小児科専門研修プログラム
http://www.med.yamanashi.ac.jp/clinical/pediatr/
edu2018.html

杉田　完爾 yamanashi.shounika@gmail.com 055-273-9606 8

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

愛知 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

http://www.med.nagoya-u.ac.jp/ped/ 高橋　義行 ytakaha@med.nagoya-u.ac.jp 052-744-2294 12

愛知 藤田保健衛生大学病院 藤田保健衛生大学（病院）小児科専攻医プログラム http://www.fujita-hu.ac.jp/~pedia/ 吉川　哲史 pedia@fujita-hu.ac.jp 0562-93-9251 7

愛知 名古屋市立西部医療センター
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）

http://www.west-medical-
center.city.nagoya.jp/staff/trainee

鈴木　悟 s.suzu@med.nagoya-cu.ac.jp 052-991-8121 3

愛知 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
http://municipal-
hospital.ichinomiya.aichi.jp/recruit/medical-
intern/latter/

三宅　能成 kan-138@municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp 0586-71-1911 3

愛知 豊橋市民病院 5
愛知 名古屋第二赤十字病院 4

愛知
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
http://www.kosei.anjo.aichi.jp/top/contents/empl
oyment/index.cfm

宮島　雄二 miyajima@kosei.anjo.aichi.jp 0566-75-2111 4

愛知 岡崎市民病院 岡崎市民病院　小児科専門研修プログラム
http://recruit.okazakihospital.jp/doctor/doctor/s
enko/

長井　典子 tats1-n@ga2.so-net.ne.jp
TEL：0564-21-8111
FAX：0564-25-5531

4

kokato@nagoya-1st.jrc.or.jp
（プログラム統括責任者）
kensyu-jimukyoku@nagoya-1st.jrc.or.jp
（事務担当者）

愛知 公立陶生病院 公立陶生病院　小児科専門研修プログラム http://www.tosei.or.jp/kensyui/senmoni_yoko.html 森下　雅史 http://www.tosei.or.jp/kensyui/senmoni_yoko.html 0561-82-5101 3

愛知 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
http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/kensyu-
c.dir/specialist_prg/dept.html

齋藤　伸治 ss11@med.nagoya-cu.ac.jp
TEL：052-853-8244
FAX：052-842-3449

12

愛知 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

http://www.achmc.pref.aichi.jp/recruit/resident/s
enkoui-boshuu.html

伊藤　浩明 koumei_itoh@mx.achmc.pref.aichi.jp 0562-43-0500 3

hasegawa@hospy.or.jp
（募集要項などの問い合わせ先はsyokuinka@hospy.or.jp）

石川 金沢大学附属病院 金沢大学附属病院小児科研修プログラム http://ped.w3.kanazawa-u.ac.jp/bosyu/index.html 谷内江　昭宏 shimizum@staff.kanazawa-u.ac.jp
TEL：076-265-2313
担当：清水正樹

10

saikawa@kanazawa-med.ac.jp　(責任者)
pediat@kanazawa-med.ac.jp（連絡先）

岐阜 岐阜大学医学部附属病院 岐阜大学医学部附属病院研修プログラム
https://www1.gifu-
u.ac.jp/~gifuped/trainingsystemgifu/index.html

深尾　敏幸 toshi-gif@umin.net 058－230－6386 13

岐阜 岐阜県総合医療センター 岐阜県総合医療センター小児科専門研修プログラム http://staff.gifu-hp.jp/senkoui/program/shonika/ 桑原　尚志 tkuwa@gifu-hp.jp 058-246-1111 2

富山 富山大学附属病院 富山大学附属病院小児科専門研修プログラム
http://www.med.u-
toyama.ac.jp/pedi/recruit/s_clinical.html

足立　雄一 yadachi@med.u-toyama.ac.jp 076-434-7313 9

富山 富山県立中央病院 富山県立中央病院小児科専門医研修プログラム http://www.tch.pref.toyama.jp/rinsyo/senmon/ 畑崎　喜芳 kyoich32@pd.ctt.ne.jp 076-424-1531 （内3014） 1

長野
国立大学法人　
信州大学医学部附属病院

信州大学小児科専門研修プログラム
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-
shoni/group/index.html

中沢　洋三 child@shinshu-u.ac.jp
TEL：0263-37-2642
FAX：0263-37-3089

11

長野 長野県立こども病院 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/wordpress/wp-
content/uploads/2016/08/2017shounisenmon.pdf

稲葉　雄二 kodomo@pref-nagano-hosp.jp 0263-73-6700 7

福井 福井大学医学部附属病院 福井大学医学部附属病院小児科専門研修プログラム http://sotsugo.hosp.u-fukui.ac.jp/specialist 大嶋　勇成 yohshima@u-fukui.ac.jp
0776-61-3111
ext 2316

6

福井 福井県立病院 福井県立病院小児科専門研修プログラム http://fph.pref.fukui.lg.jp/ 津田　英夫 h-tsuda-r9@pref.fukui.lg.jp 0776－54－5151 2
三重 三重大学医学部附属病院 10

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

大阪 近畿大学医学部附属病院 近畿大学小児科専門研修プログラム http://www.kindai-pedi.jp/recruit.html 岡田　満 shounika@med.kindai.ac.jp 072-366-0221 7

愛知

076-218-8133 4石川 金沢医科大学病院 犀川 太
平成30年度金沢医科大学病院
小児科専門研修プログラム

http://www.ped-kanazawa-
med.jp/medic_recruitment/index.html

5

長谷川　真司名古屋記念病院 052-804-1111 2http://www.hospy.or.jp/kinen/名古屋記念病院小児科専門研修プログラム

052-481-5111愛知 名古屋第一赤十字病院 名古屋第一赤十字病院小児科専門研修プログラム
http://www.nagoya-
1st.jrc.or.jp/4/recruit/shounika-senmon-
kensyu.html

加藤　剛二
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大阪 関西医科大学附属病院 関西医科大学附属病院小児科専門医研修プログラム
http://www.kmu.ac.jp/residency/training/speciali
st_program.html

金子 一成 tsujis@hirakata.kmu.ac.jp（医局長：辻章志） 072-804-0101 8

大阪 大阪大学医学部附属病院 24

大阪 大阪医科大学附属病院
大阪医科大学附属病院小児科専門研修（後期研修）プログ
ラム

http://hospital.osaka-
med.ac.jp/career_support/specialist/program_02.h
tml

玉井　浩 ped100@osaka-med.ac.jp（片山博視） 072-683-1221 9

大阪 大阪市立大学医学部附属病院 9

大阪
医療法人愛仁会　
高槻病院

高槻病院小児科専門研修プログラム
http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/clinical-
training/second-training/program.html

南　宏尚 t.kensyu@ajk.takatsuki-hp.or.jp 072-681-3801 6

大阪 淀川キリスト教病院 6
大阪 大阪赤十字病院 大阪赤十字病院小児科専門医研修プログラム http://www.osaka-med.jrc.or.jp/ 住本　真一 sumimoto@osaka-med.jrc.or.jp 06-6774-5111 4

大阪
田附興風会医学研究所　
北野病院

北野病院小児科専門研修プログラム
http://www.kitano-hp.or.jp/education-
recruit/recruit/shounika_kenshu#index-contents

秦　大資 d-hata@kitano-hp.or.jp 06-6312-1221 8

大阪 大阪母子医療センター 5
junichihara@me.com
(プログラム責任者)
bosyu@osakacity-hp.or.jp
 (採用に関する問い合わせ先)

大阪 愛仁会　千船病院 千船病院小児科専門研修プログラム
http://www.chibune.aijinkai.or.jp/resident/kouki2/
p_koki_shonika/

吉井　勝彦 sennofune@chp.aijinkai.or.jp 06－6471－9541 3

京都 京都府立医科大学附属病院 13

京都 京都大学医学部附属病院 小児科専門研修プログラム
http://www.kuhp.kyoto-
u.ac.jp/~pediatrics/for_doctor/index.html

西小森　隆太 rnishiko@kuhp.kyoto-u.ac.jp 075-751-3291 12

滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 10

滋賀 大津赤十字病院 大津赤十字病院小児科専門研修プログラム
https://www.otsu.jrc.or.jp/sites/default/files/recr
uit/file/Pediatrics-Train
ing-Program_20170822.pdf

廣田　常夫
senmoni@otsu.jrc.or.jp
(事務局)

077-522-4131 3

奈良 奈良県立医科大学附属病院
施設にお問い合わ

せください

奈良 奈良県総合医療センター 奈良県総合医療センター小児科専門医研修プログラム http://www.nara-hp.jp/resident/index.html 吉田　さやか drsayaka@nara-pho.jp 0742‐46‐6001
施設にお問い合わ

せください

奈良 （公財）天理よろづ相談所病院
施設にお問い合わ

せください

兵庫 神戸大学医学部附属病院 14

兵庫 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学小児科専門研修プログラム
http://www.hyo-
med.ac.jp/department/ped/room/training_progra
m_2017.pdf

竹島　泰弘 ytake@hyo-med.ac.jp 0798-45-6350 7

兵庫 兵庫県立尼崎総合医療センター
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

maihara@hp.pref.hyogo.jp 毎原　敏郎 maihara@hp.pref.hyogo.jp 06-6480-7000 8

兵庫 兵庫県立こども病院 8
兵庫 神戸市立医療センター中央市民病院 http://chuo.kcho.jp/recruit/late_resident 鶴田　悟 stsuruta@kcho.jp 078-302-4321 2
兵庫 神戸市立西神戸医療センター 西神戸医療センター小児科専門研修プログラム http://nmc.kcho.jp/ 松原　康策 n_soumu@kcho.jp 078-997-2200 2
和歌山 和歌山県立医科大学附属病院 7
和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター 日赤和歌山医療センター小児科専門研修プログラム http://www2.kankyo.ne.jp/ 吉田　晃 jxmcy423@yahoo.co.jp 073-422-4171 2

都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

愛媛 愛媛大学医学部附属病院 9
愛媛 松山赤十字病院 5

岡山 川崎医科大学附属病院 川崎医科大学附属病院小児科専門研修プログラム
http://www.kawasaki-
m.ac.jp/kcet/second/program_016.php

尾内　一信
pediatr@med.kawasaki-m.ac.jp
（問い合わせ先）

086-462-1111 4

岡山 岡山大学病院 14
岡山 倉敷中央病院 倉敷中央病院小児科専門研修プログラム https://www.kchnet.or.jp/resident/index.aspx 脇　研自 kw6169@kchnet.or.jp 086-422-0210 9
香川 香川大学医学部附属病院 香川大学小児科専門プログラム http://www.med.kagawa-u.ac.jp/~isikyaria/ 日下　隆 kusaka@med.kagawa-u.ac.jp 087-891-2171 7

香川
独立行政法人国立病院機構
四国こどもとおとなの医療センター

四国こどもとおとなの医療センター
小児科研修医（専攻医）プログラム

http://shikoku-
med.jp/recruit/rinsyo/kouki_infant.html

横田　一郎 yokotai@shikoku-med.jp 0877-62-1000 7

高知 高知大学医学部附属病院 専攻医（後期研修医）向け、小児科専門研修プログラム
http://www.kochi-
ms.ac.jp/~fm_pdatr/program02.html

藤枝　幹也 fujiedam@kochi-u.ac.jp 088-880-2355 7

高知
高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

2

高知 高知県立　幡多けんみん病院
施設にお問い合わ

せください

島根 島根大学医学部附属病院 島根大学医学部附属病院小児科専門研修プログラム http://shimadaizm.jp/ 竹谷 健 ped@med.shimane-u.ac.jp 0853-20-2220 5
島根 島根県立中央病院 3
徳島 徳島大学医学部・歯学部附属病院 8
鳥取 鳥取大学医学部附属病院 8

広島 広島大学病院 広島大学病院小児科専攻医研修プログラム
http://home.hiroshima-
u.ac.jp/syoni/hiroped/newport/home.html

小林　正夫 masak@hiroshima-u.ac.jp 082-257-5212 12

広島 広島市立広島市民病院 4
山口 山口大学医学部附属病院 8

原　純一大阪市立総合医療センター大阪 06-6929 – 3687 5
大阪市立総合医療センター
小児科専門研修プログラム
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都道府県 基幹施設（プログラム） プログラム名 ＵＲＬ プログラム責任者 プログラム責任者連絡先 連絡先 定員

大分 大分大学医学部附属病院 6
大分 大分県立病院 5
沖縄 琉球大学医学部附属病院 6
沖縄 沖縄県立中部病院 4

沖縄
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター

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/nanbu/nanbu-
kensyu/html/specialist/list/syonika.html

吉村 仁志 yoshimurahiroshi@gmail.com 098-888-0123 10

鹿児島 鹿児島大学病院 10
熊本 熊本大学医学部附属病院 11

http://www.pediatrics.med.saga-u.ac.jp/
http://www.pediatrics.med.saga-
u.ac.jp/information/1022.html

佐賀 佐賀県医療センター好生館 佐賀県医療センター好生館小児科専門研修プログラム http://www.koseikan.jp 西村　真二 nishimura-s@koseikan.jp 0952-24-2171 2
長崎 長崎大学病院 10

長崎
独立行政法人国立病院機構　
長崎医療センター

3

福岡 産業医科大学病院 産業医科大学小児科専門研修プログラム
http://www.uoeh-
u.ac.jp/kouza/syonika/html/07ikyoku/07ikyoku.ht
ml

楠原　浩一 j-syoni@mbox.med.uoeh-u.ac.jp 093-691-7254 7

福岡 九州大学病院 14
福岡 久留米大学医学部附属病院 12

福岡 福岡大学病院 福岡大学病院小児科専門研修プログラム
https://fukudai-
shounika.net/admin/upfiles/user/1503971771.pdf

廣瀬　伸一(統括責任者)
野村　優子(医局長)

yuknom@fukuoka-u.ac.jp 092-801-1011 8

福岡 福岡市立こども病院 福岡市立こども病院小児科専門研修プログラム
http://www.fcho.jp/childhp/recruit_detail.php?id=
222

原　寿郎 kojima.ma@fcho.jp 092-692-3722 6

福岡
独立行政法人地域医療機能推進機構　
九州病院

3

福岡 北九州市立八幡病院 8

福岡
社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院

聖マリア病院小児科専門研修プログラム http://www.st-mary-med.or.jp 大部　敬三 pgr@st-mary-med.or.jp
0942-35-3322(代)
臨床・教育・研究本部
専攻医係

2

福岡 飯塚病院 1
宮崎 宮崎大学医学部附属病院 7

9佐賀大学小児科専門研修プログラム佐賀 佐賀大学医学部附属病院 松尾　宗明 matsuo@cc.saga-u.ac.jp 0952-34-2313
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