
記載２

専攻医 1人目

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域

へき地医療等
（該当箇所に場〇）

〇 〇 〇

月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域

へき地医療等
（該当箇所に場〇）

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域

へき地医療等
（該当箇所に場〇）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※６ 研修連携施設Ａ群（総合診療研修Ⅰを担当）（原則6ヶ月を選択。総診Ⅱの３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。）
　　 北海道 中頓別町国民健康保険病院（3ヶ月必修）：〒098-5551　北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　　知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 おがたファミリークリニック：〒463-0009       愛知県名古屋市守山区緑ケ丘107
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
　　 豊田地域医療センター：〒470-0062　愛知県豊田市西山町３丁目３０番地１

※７ その他の診療科の選択研修可能施設群（研修可能な科）（総合診療Ⅱの一環として1ヶ月単位でローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（産婦人科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（外科、整形外科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（整形外科）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番
地1
　　 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（外科、整形外科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（外科、整形外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 蒲郡市民病院（外科、脳神経外科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（外科、脳神経外科、泌尿器科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地

総診Ⅱ

※１ ローテート研修の選択にあたり、下記の要件を必ず満たすこと
　　　 中頓別町国民健康保険病院における総診Ⅰ研修は必修である
　　　 中頓別町国民健康保険病院、愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院、愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）の３病院については、３年間で合計１年間の研修を必修とする
　　　　　（足助病院については内科研修が、知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）については内科研修と小児科研修が可能であるため、それらに振り替えれば、3年目の総診Ⅰ、Ⅱを他施設で研修が可能である）
　　　 中頓別町国民健康保険病院の研修は、指導医が１名であるため、専攻医は重複しないようにローテートする必要があり、また１学年あたりの専攻医が選択する合計月が１年を超えないものとする
　　　　　（４名ならば上限３ヶ月まで、３名ならば１名のみ６ヶ月に延長可能、２名以下ならば全員が６ヶ月まで延長可能）
　　　 総合診療Ⅱが原則12ヶ月、総合診療Ⅰが原則6ヶ月であるが、履修要件を満たすのであれば、総合診療ⅠとⅡを9ヶ月ずつ、または総合診療Ⅱが６ヶ月、総合診療Ⅰが12ヶ月に変更できる。
　　　 名古屋市立大学病院内科での内科研修（3ヶ月）および総合内科・総合診療科での総診Ⅱ研修（3ヶ月）は必修とする

※２ 救急科研修連携施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　　 名古屋市立大学病院（救命救急センター）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　　 豊川市民病院（救急科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（救急科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23

※３ 小児科研修可能施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　 名古屋市立大学病院（小児科）：：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（小児科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（小児科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（小児科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（小児科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（小児科）：
　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 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（小児科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 大同病院（小児科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（小児科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
※４ 内科研修可能施設群（原則として下記より１か所を選択。履修要件を満たすために複数を選択する場合でも、３ヶ月単位での選択とする。）
　　 名古屋市立大学病院（全内科）（３ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（全内科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（全内科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（全内科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（全内科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（全内科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（全内科）：
　　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院（全内科）：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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（全内科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（全内科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院（全内科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（全内科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（全内科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院（全内科）：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 名古屋市厚生院（全内科）：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
※５ 研修連携施設Ｂ群（総合診療研修Ⅱを担当）（原則12ヶ月を選択。３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。また、総合診療Ⅱの一環として※7の診療科を1ヶ月単位で
　　　ローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（3ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　愛知県豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地

３年目

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）
（下記※１、５参照）

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院
（下記※１、６参照）

名古屋市立大学病院　総合内科・総合診療科
（必修）（下記※１、５参照）

本院　〒470-2404　　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6
附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1

〒444-2351
愛知県豊田市岩神町仲田20番地

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

総診Ⅱ 総診Ⅰ

２年目

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

研修連携施設Ｂ群
（下記※５参照）

（下記※４参照） （下記※５参照）

内科 総診Ⅱ

総合診療専門研修プログラムにおける「専攻医」ごとの専門研修スケジュールについて

１年目

名古屋市立大学病院　内科
（必修）（下記※１参照）

救急科研修連携施設群
（下記※２参照）

小児科研修連携施設群
（下記※３参照）

中頓別町国民健康保険病院
（必修）（下記※１、６参照）

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

（下記※２参照） （下記※３参照）
〒098-5551

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地

内科 救急 小児 総診Ⅰ



記載２

専攻医 2人目

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇

月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※６ 研修連携施設Ａ群（総合診療研修Ⅰを担当）（原則6ヶ月を選択。総診Ⅱの３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。）
　　 北海道 中頓別町国民健康保険病院（3ヶ月必修）：〒098-5551　北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　　知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 おがたファミリークリニック：〒463-0009       愛知県名古屋市守山区緑ケ丘107
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
　　 豊田地域医療センター：〒470-0062　愛知県豊田市西山町３丁目３０番地１※７ その他の診療科の選択研修可能施設群（研修可能な科）（総合診療Ⅱの一環として1ヶ月単位でローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（産婦人科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（外科、整形外科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（整形外科）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸
301番地1
　　 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（外科、整形外科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（外科、整形外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 蒲郡市民病院（外科、脳神経外科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（外科、脳神経外科、泌尿器科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院
（下記※１、６参照）

〒444-2351
愛知県豊田市岩神町仲田20番地

名古屋市立大学病院　総合内科・総合診療科
（必修）（下記※１、５参照）

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6
附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）
（下記※１、５参照）

総診Ⅱ

２年目

総診Ⅱ

（下記※５参照）

研修連携施設Ｂ群
（下記※５参照）

総診Ⅰ

※１ ローテート研修の選択にあたり、下記の要件を必ず満たすこと
　　　 中頓別町国民健康保険病院における総診Ⅰ研修は必修である
　　　 中頓別町国民健康保険病院、愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院、愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）の３病院については、３年間で合計１年間の研修を必修とする
　　　　　（足助病院については内科研修が、知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）については内科研修と小児科研修が可能であるため、それらに振り替えれば、3年目の総診Ⅰ、Ⅱを他施設で研修が可能である）
　　　 中頓別町国民健康保険病院の研修は、指導医が１名であるため、専攻医は重複しないようにローテートする必要があり、また１学年あたりの専攻医が選択する合計月が１年を超えないものとする
　　　　　（４名ならば上限３ヶ月まで、３名ならば１名のみ６ヶ月に延長可能、２名以下ならば全員が６ヶ月まで延長可能）
　　　 総合診療Ⅱが原則12ヶ月、総合診療Ⅰが原則6ヶ月であるが、履修要件を満たすのであれば、総合診療ⅠとⅡを9ヶ月ずつ、または総合診療Ⅱが６ヶ月、総合診療Ⅰが12ヶ月に変更できる。
　　　 名古屋市立大学病院内科での内科研修（3ヶ月）および総合内科・総合診療科での総診Ⅱ研修（3ヶ月）は必修とする

※２ 救急科研修連携施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　　 名古屋市立大学病院（救命救急センター）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　　 豊川市民病院（救急科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（救急科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23

※３ 小児科研修可能施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　 名古屋市立大学病院（小児科）：：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（小児科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（小児科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（小児科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（小児科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（小児科）：
　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 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（小児科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 大同病院（小児科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（小児科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
※４ 内科研修可能施設群（原則として下記より１か所を選択。履修要件を満たすために複数を選択する場合でも、３ヶ月単位での選択とする。）
　　 名古屋市立大学病院（全内科）（３ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（全内科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（全内科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（全内科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（全内科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（全内科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（全内科）：
　　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院（全内科）：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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（全内科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（全内科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院（全内科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（全内科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（全内科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院（全内科）：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
※５ 研修連携施設Ｂ群（総合診療研修Ⅱを担当）（原則12ヶ月を選択。３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。また、総合診療Ⅱの一環として※7の診療科を1ヶ月単位で
　　　ローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（3ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　愛知県豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地

総診Ⅱ

３年目

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

（下記※４参照）

内科

総合診療専門研修プログラムにおける「専攻医」ごとの専門研修スケジュールについて

１年目

中頓別町国民健康保険病院
（必修）（下記※１、５参照）

名古屋市立大学病院　内科
（必修）（下記※１参照）

救急科研修連携施設群
（下記※２参照）

小児科研修連携施設群
（下記※３参照）

〒098-5551
北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

（下記※２参照） （下記※３参照）

総診Ⅰ 内科 救急 小児



記載２

専攻医 3人目

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇

月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）
（下記※１、５参照）

本院　〒470-2404　　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6
附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1

総診Ⅱ

内科

（下記※４参照）

※６ 研修連携施設Ａ群（総合診療研修Ⅰを担当）（原則6ヶ月を選択。総診Ⅱの３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。）
　　 北海道 中頓別町国民健康保険病院（3ヶ月必修）：〒098-5551　北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　　知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 おがたファミリークリニック：〒463-0009       愛知県名古屋市守山区緑ケ丘107
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
　　 豊田地域医療センター：〒470-0062　愛知県豊田市西山町３丁目３０番地１

総診Ⅰ

※５ 研修連携施設Ｂ群（総合診療研修Ⅱを担当）（原則12ヶ月を選択。３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。また、総合診療Ⅱの一環として※7の診療科を1ヶ月単位で
　　　ローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（3ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　愛知県豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地

総診Ⅱ

３年目

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院
（下記※１、６参照）

名古屋市立大学病院　総合内科・総合診療科
（必修）（下記※１、５参照）

※７ その他の診療科の選択研修可能施設群（研修可能な科）（総合診療Ⅱの一環として1ヶ月単位でローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（産婦人科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（外科、整形外科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（整形外科）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸
301番地1
　　 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（外科、整形外科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（外科、整形外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 蒲郡市民病院（外科、脳神経外科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（外科、脳神経外科、泌尿器科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地

研修連携施設Ｂ群
（下記※５参照）

（下記※５参照）

総診Ⅱ

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

（下記※４参照）

内科

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

※１ ローテート研修の選択にあたり、下記の要件を必ず満たすこと
　　　 中頓別町国民健康保険病院における総診Ⅰ研修は必修である
　　　 中頓別町国民健康保険病院、愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院、愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）の３病院については、３年間で合計１年間の研修を必修とする
　　　　　（足助病院については内科研修が、知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）については内科研修と小児科研修が可能であるため、それらに振り替えれば、3年目の総診Ⅰ、Ⅱを他施設で研修が可能である）
　　　 中頓別町国民健康保険病院の研修は、指導医が１名であるため、専攻医は重複しないようにローテートする必要があり、また１学年あたりの専攻医が選択する合計月が１年を超えないものとする
　　　　　（４名ならば上限３ヶ月まで、３名ならば１名のみ６ヶ月に延長可能、２名以下ならば全員が６ヶ月まで延長可能）
　　　 総合診療Ⅱが原則12ヶ月、総合診療Ⅰが原則6ヶ月であるが、履修要件を満たすのであれば、総合診療ⅠとⅡを9ヶ月ずつ、または総合診療Ⅱが６ヶ月、総合診療Ⅰが12ヶ月に変更できる。
　　　 名古屋市立大学病院内科での内科研修（3ヶ月）および総合内科・総合診療科での総診Ⅱ研修（3ヶ月）は必修とする

※２ 救急科研修連携施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　　 名古屋市立大学病院（救命救急センター）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　　 豊川市民病院（救急科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（救急科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23

※３ 小児科研修可能施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　 名古屋市立大学病院（小児科）：：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（小児科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（小児科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（小児科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（小児科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（小児科）：
　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 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（小児科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 大同病院（小児科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（小児科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
※４ 内科研修可能施設群（原則として下記より１か所を選択。履修要件を満たすために複数を選択する場合でも、３ヶ月単位での選択とする。）
　　 名古屋市立大学病院（全内科）（３ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（全内科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（全内科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（全内科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（全内科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（全内科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（全内科）：
　　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院（全内科）：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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（全内科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（全内科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院（全内科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（全内科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（全内科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院（全内科）：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19

〒444-2351
愛知県豊田市岩神町仲田20番地

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

２年目

総合診療専門研修プログラムにおける「専攻医」ごとの専門研修スケジュールについて

１年目

小児科研修連携施設群
（下記※３参照）

中頓別町国民健康保険病院
（必修）（下記※１、６参照）

名古屋市立大学病院　内科
（必修）（下記※１参照）

救急科研修連携施設群
（下記※２参照）

（下記※３参照）
〒098-5551

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地
〒467-8601

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
（下記※２参照）

小児 総診Ⅰ 内科 救急



記載２

専攻医 4人目

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇

月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

             月 4月 5月 6月 7月 8月　　 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修施設名

所在地

研修領域
へき地医療等

（該当箇所に場
〇）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

総診Ⅱ

※１ ローテート研修の選択にあたり、下記の要件を必ず満たすこと
　　　 中頓別町国民健康保険病院における総診Ⅰ研修は必修である
　　　 中頓別町国民健康保険病院、愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院、愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）の３病院については、３年間で合計１年間の研修を必修とする
　　　　　（足助病院については内科研修が、知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）については内科研修と小児科研修が可能であるため、それらに振り替えれば、3年目の総診Ⅰ、Ⅱを他施設で研修が可能である）
　　　 中頓別町国民健康保険病院の研修は、指導医が１名であるため、専攻医は重複しないようにローテートする必要があり、また１学年あたりの専攻医が選択する合計月が１年を超えないものとする
　　　　　（４名ならば上限３ヶ月まで、３名ならば１名のみ６ヶ月に延長可能、２名以下ならば全員が６ヶ月まで延長可能）
　　　 総合診療Ⅱが原則12ヶ月、総合診療Ⅰが原則6ヶ月であるが、履修要件を満たすのであれば、総合診療ⅠとⅡを9ヶ月ずつ、または総合診療Ⅱが６ヶ月、総合診療Ⅰが12ヶ月に変更できる。
　　　 名古屋市立大学病院内科での内科研修（3ヶ月）および総合内科・総合診療科での総診Ⅱ研修（3ヶ月）は必修とする

※２ 救急科研修連携施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　　 名古屋市立大学病院（救命救急センター）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　　 豊川市民病院（救急科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（救急科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23

※３ 小児科研修可能施設群（下記より１か所を選択。３ヶ月単位で連続して選択する。）
　　 名古屋市立大学病院（小児科）：：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（小児科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（小児科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（小児科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（小児科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（小児科）：
　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 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（小児科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 大同病院（小児科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（小児科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
※４ 内科研修可能施設群（原則として下記より１か所を選択。履修要件を満たすために複数を選択する場合でも、３ヶ月単位での選択とする。）
　　 名古屋市立大学病院（全内科）（３ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（全内科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（全内科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（全内科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院（全内科）：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院（全内科）：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（全内科）：
　　　　　　　　　　　　本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院（全内科）：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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（全内科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（全内科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院（全内科）：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院（全内科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（全内科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院（全内科）：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 名古屋市厚生院（全内科）：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
※５ 研修連携施設Ｂ群（総合診療研修Ⅱを担当）（原則12ヶ月を選択。３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。また、総合診療Ⅱの一環として※7の診療科を1ヶ月単位で
　　　ローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（3ヶ月間は必修）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院：〒488–8585　愛知県尾張旭市平子町北61番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院：〒495-8531　愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 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：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 大同病院：〒457-8511　愛知県名古屋市南区白水町９番地
　　 蒲郡市民病院：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  愛知県名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　愛知県豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地

３年目

※６ 研修連携施設Ａ群（総合診療研修Ⅰを担当）（原則6ヶ月を選択。総診Ⅱの３ヶ月または６ヶ月を総診Ⅰに振り替え可能。）
　　 北海道 中頓別町国民健康保険病院（3ヶ月必修）：〒098-5551　北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）：本院　〒470-2404　　知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1
　　 名古屋市立緑市民病院：〒458-0037　名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地
　　 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：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 おがたファミリークリニック：〒463-0009       愛知県名古屋市守山区緑ケ丘107
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院：〒444-2351　愛知県豊田市岩神町仲田20番地
　　 医療法人笠寺病院：〒457-0046  名古屋市南区松池町3-19
　　 医療法人さわらび会福祉村病院：〒441-8124　豊橋市野依町字山中19-14
　　 名古屋市厚生院：〒465-8610　名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
　　 豊田地域医療センター：〒470-0062　愛知県豊田市西山町３丁目３０番地１

※７ その他の診療科の選択研修可能施設群（研修可能な科）（総合診療Ⅱの一環として1ヶ月単位でローテート研修することが可能だが、研修領域はあくまでも総診Ⅱとして扱う）
　　 名古屋市立大学病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒467-8601　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
　　 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（産婦人科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科）：〒462–8508　愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
　　 豊川市民病院（産婦人科、外科、精神科、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、病理診断科）：〒442-8561　愛知県豊川市八幡町野路23
　　 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（外科、整形外科）：〒464-8547　愛知県名古屋市千種区若水1-2-23
　　 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（附属篠島診療所を含む）（整形外科）：本院　〒470-2404　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6　　附属篠島（離島）診療所　〒470-3505　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神
戸301番地1
　　 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（外科、整形外科）：〒511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜771
　　 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（外科、整形外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科）：〒510-1234　三重県三重郡菰野町福村75番地
　　 蒲郡市民病院（外科、脳神経外科）：〒443-8501　愛知県蒲郡市平田町向田1-1
　　 名古屋市立緑市民病院（外科、脳神経外科、泌尿器科）：〒458-0037　愛知県名古屋市緑区潮見が丘１丁目77番地

総診Ⅱ総診Ⅱ 総診Ⅰ

〒467-8601
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

本院
　〒470-2404
　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6
附属篠島（離島）診療所
　〒470-3505
　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院
（附属篠島診療所を含む）

（下記※１、５参照）
本院
　〒470-2404
　愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6
附属篠島（離島）診療所
　〒470-3505
　愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸301番地1

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院
（下記※１、６参照）

〒444-2351
愛知県豊田市岩神町仲田20番地

２年目

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

（下記※４参照）

名古屋市立大学病院　総合内科・総合診療科
（必修）（下記※１、５参照）

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院
（附属篠島診療所を含む）

（下記※１、５参照）

内科

研修連携施設Ｂ群
（下記※５参照）

（下記※５参照）

総診Ⅱ

内科研修連携施設群
（下記※４参照）

（下記※４参照）

内科

総合診療専門研修プログラムにおける「専攻医」ごとの専門研修スケジュールについて

１年目

救急科研修連携施設群
（下記※２参照）

小児科研修連携施設群
（下記※３参照）

中頓別町国民健康保険病院
（必修）（下記※１、６参照）

名古屋市立大学病院　内科
（必修）（下記※１参照）

（下記※２参照） （下記※３参照）
〒098-5551

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地
〒467-8601

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

救急 小児 総診Ⅰ 内科
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