
7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）： 名古屋市立大学病院（愛知県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

名古屋
愛知県 尾張北部

医療法人社団喜峰会東海記念
病院
(病院施設番号:031685　) (病院施設番号:　　　　　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム1

三重県 北勢

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
(病院施設番号:031695　)

(病院施設番号:　　　　　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム2

三重県 北勢

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
(病院施設番号:031696　)

(病院施設番号:　　　　　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム3

2

愛知県 尾張西部
特定医療法人泰玄会泰玄会病
院
(病院施設番号:040057　) (病院施設番号:　　　　　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム4

2

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に
関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修が見込まれるため

37

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

愛知県 名古屋市立大学病院

(病院施設番号:　030413　)



7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）： 名古屋市立大学病院（愛知県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

名古屋
大阪府 豊能郡 追加

地方独立行政法人市立吹田市
民病院
（病院施設番号：030873）

〇
名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム1

愛知県 名古屋
名古屋市立大学医学部付属西
部医療センター
(病院施設番号:030915　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム2

愛知県 名古屋
医療法人偕行会名古屋共立病
院
(病院施設番号:030920　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム3

2

愛知県 知多半島
愛知県厚生農業協同組合連合
会知多厚生病院
(病院施設番号:030941　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム4

2

愛知県 名古屋 名古屋市立緑市民病院
(病院施設番号:030987　)

愛知県 東三河南部 JA愛知厚生連　渥美病院
(病院施設番号:031039　)

大阪府 中河内
地方独立行政法人　市立東大
阪医療センター
(病院施設番号:031128　)

愛知県 名古屋 NTT西日本東海病院
(病院施設番号:031673　)

愛知県 海部津島
公益社団法人 地域医療振興
協会 あま市民病院
(病院施設番号:031676　)

愛知県 尾張西部
愛知県厚生農業協同組合連合
会稲沢厚生病院
(病院施設番号:031681　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に
関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修が見込まれるため

37

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

愛知県 名古屋市立大学病院

(病院施設番号:　030413　)



7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）： 名古屋市立大学病院（愛知県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

名古屋
愛知県 尾張西部

一宮市立市民病院

(病院施設番号:030439　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム1

愛知県 尾張東部
独立行政法人労働者健康安全
機構旭労災病院
(病院施設番号:030442　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム2

沖縄 南部 南部徳洲会病院
(病院施設番号:030752　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム3

2

愛知県 名古屋
医療法人資生会八事病院

(病院施設番号:030810　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム4

2

愛知県 名古屋 社会医療法人宏潤会大同病院
(病院施設番号:030831　)

岐阜県 中濃
社会医療法人厚生会木沢記念
病院
(病院施設番号:030857　)

愛知県 知多半島
常滑市民病院

(病院施設番号:030860　)

北海道 十勝 社会医療法人北斗　北斗病院
(病院施設番号:030870　)

静岡県 西遠 ＪＡ静岡厚生連　遠州病院
(病院施設番号:030871　)

愛知県 海部津島 津島市民病院
(病院施設番号:030872　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に
関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修が見込まれるため

37

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

愛知県 名古屋市立大学病院

(病院施設番号:　030413　)



7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）： 名古屋市立大学病院（愛知県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

名古屋
愛知県 尾張西部

医療法人徳洲会名古屋徳洲会
総合病院
(病院施設番号:030425　)

愛知県 名古屋 削除
名古屋市児童福祉センター
くすのき学園
(病院施設番号:056323　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム1

愛知県 尾張東部
春日井市民病院

(病院施設番号:030426　)
三重県 南勢志摩

志摩市民病院

(病院施設番号:096065　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム2

愛知県 西三河南部
愛知県厚生農業協同組合連合
会安城更生病院
(病院施設番号:030429　)

愛知県 名古屋 医療法人笠寺病院
(病院施設番号:147499　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム3

2

愛知県 西三河南部
医療法人豊田会刈谷豊田総合
病院
(病院施設番号:030430　)

愛知県 名古屋 みどり訪問クリニック
(病院施設番号:147500　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム4

2

愛知県 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
(病院施設番号:030432　)

岐阜県 岐阜 岐阜ハートセンター
(病院施設番号:0111230　)

愛知県 東三河南部
豊川市民病院

(病院施設番号:030433　)
愛知県 名古屋 追加 社会医療法人大真会大隈病院

（病院施設番号：　　　）
〇

愛知県 東三河南部
豊橋市民病院

(病院施設番号:030434　)

愛知県 東三河平坦地
社会医療法人明陽会成田記念
病院
(病院施設番号:030435　)

愛知県 尾張北部
愛知県厚生農業協同組合連合
会江南厚生病院
(病院施設番号:030436　)

愛知県 東三河平坦地
蒲郡市民病院

(病院施設番号:030438　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に
関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修が見込まれるため

37

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

愛知県 名古屋市立大学病院

(病院施設番号:　030413　)



7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）： 名古屋市立大学病院（愛知県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

名古屋
岐阜県 東濃

岐阜県立多治見病院

(病院施設番号:030363　)
愛知県 東三河北部

新城市民病院

(病院施設番号:030444　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム1

静岡県 中東遠
中東遠総合医療センター

(病院施設番号:030387  )
愛知県 尾張東部

愛知県赤十字血液センター

(病院施設番号:032051　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム2

愛知県 名古屋
名古屋市立大学医学部附属東
部医療センター
(病院施設番号:030400　)

愛知県 名古屋
名古屋市精神保健福祉セン
ター
(病院施設番号:032775　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム3

2

愛知県 名古屋
名古屋第二赤十字病院

(病院施設番号:030402　)
愛知県 名古屋

名古屋市厚生院

(病院施設番号:032776　)

名古屋市立大学臨床研
修病院群医師臨床研修
プログラム4

2

愛知 名古屋市
独立行政法人　地域医療機能
推進機構　中京病院
(病院施設番号:030406　)

愛知県 東三河北部
新城市作手診療所

(病院施設番号:032788　)

愛知県 名古屋
南医療生活協同組合総合病院
南生協病院
(病院施設番号:030407　)

愛知県 西三河北部
愛知県厚生農業協同組合連合
会足助病院
(病院施設番号:033651　)

愛知県 名古屋
社会医療法人名古屋記念財団
名古屋記念病院
(病院施設番号:030408　)

岐阜県 東濃 国民健康保険上矢作病院
(病院施設番号:035303　)

愛知県 名古屋
みなと医療生活協同組合協立
総合病院
(病院施設番号:030409　)

愛知県 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
(病院施設番号:041227　)

愛知県 海部津島
愛知県厚生連農業協同組合連
合会海南病院
(病院施設番号:030418　)

愛知県 知多半島
日間賀島診療所

(病院施設番号:056305　)

愛知県 尾張西部
総合大雄会病院

(病院施設番号:030422　)
愛知県 名古屋

名古屋市総合リハビリテー
ションセンター
(病院施設番号:056322　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

研修プログラム

名古屋市立大学病院

(病院施設番号:　030413　)

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に
関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修が見込まれるため

愛知県

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設
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