
 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：０３０４１３２０１     
病院施設番号：０３０４１３        臨床研修病院の名称：名古屋市立大学病院             

臨床研修病院群番号：０３０４１３２    臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群     

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 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 

（大学病院基盤研修） 

２．研修プログラムの特色 大学病院研修を基盤に，個人の将来ビジョンに合わせて一般病院での短期ローテート研修を柔

軟に組み入れることのできる研修プログラムです。基本診療能力とともに，研究，指導，管理能力

などの専門職としての医師に求められる能力をバランス良く研修します。 

３．臨床研修の目標の概要 地域社会への貢献を基盤に世界基準の医学･医療を提供できる医師となるために，以下の能

力(態度，技能，知識)の習得と人格の涵養を行う。 

1）一般医･専門医に関わらず全ての医師が身につけるべきプライマリケア対応能力。 

2）患者の立場と意思に基づいて、その時代と状況における最良の医療を選択する能力。 

3）患者さんの安全を第一に考え、医療事故の予防と危機管理を行う能力。 

生涯にわたる自己研鑽と，医療スタッフおよび後継医師を育成する能力。 

４．研修期間 （  ２  ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

専門医研修プログラムあり 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

選択 

科目 

内科 

030413 名古屋市立大学病院 
  

030363 岐阜県立多治見病院 

 030387 中東遠総合医療センター 

２４週 ４週 

 030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

 030402 名古屋第二赤十字病院 

 030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

 030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

 030422 総合大雄会病院 

 
030425 

医療法人徳洲会 名古屋
徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合
連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田
総合病院 

別紙３ 



 

 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

救急部門 030413 名古屋市立大学病院 ８週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 



 

 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 



 

 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

地域医療 030444 新城市民病院 ４週 一般外来２

週 
在宅診療１

週 

032788 新城市作手診療所 

033651 
愛知県厚生農業協同組合

連合会足助病院 

035303 国民健康保険上矢作病院 

041227 

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 

056305 日間賀島診療所 

096065 志摩市民病院 

147499 医療法人笠寺病院 

 
社会医療法人大真会大隈

病院 

外科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 

 

１週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 



 

 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

小児科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 



 

 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

産婦人科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

精神科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 



 

 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

一般外来 030363 岐阜県立多治見病院 ４週（平

行研修） 

４週（平行研

修） 030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 



 

 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科（救急

部門） 

030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 



 

 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

選 択

科目 
内科 

救急部門 

外科 

麻酔科 

小児科 

産科婦人科 

精神科 

整形外科 

眼科 

耳鼻咽喉科 

皮膚科 

030413 名古屋市立大学病院 ４０週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 



 

 

泌尿器科 

小児泌尿器科 

放射線科 

脳神経外科 

形成外科 

病理診断科 

リハビリテーシ

ョン科 

保健・医療行政 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

030407 
南医療生活協同組合総合

病院南生協病院 



 

 

030409 
みなと医療生活協同組合

協立総合病院 

030435 
社会医療法人明陽会成田

記念病院 

030810 医療法人資生会八事病院 

030857 
社会医療法人厚生会木沢

記念病院 

030860 常滑市民病院 

030920 
医療法人偕行会名古屋共

立病院 

031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 

031673 NTT 西日本東海病院 

031676 
公益社団法人 地域医療振

興協会 あま市民病院 

031685 
医療法人社団喜峰会東海

記念病院 

040057 
特定医療法人泰玄会泰玄

会病院 

030406 
独立行政法人 地域医療

機能推進機構 中京病院 

030444 新城市民病院 

032788 新城市作手診療所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 52週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大 12週 ※原則として、12週以内であること。ただしへき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでは無い。  

救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・4週※但し、４週を上限とする 

一般外来の研修を行う診療科・・・内科、外科、小児科、地域医療 

 ※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること 

 



 

 

 
プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413201    

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

13～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5                                                    

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科   3                                                  

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科          3                                           

名古屋市立大学病院 

(030413) 
内科 35    35    35    35    35    35                                

 救急                         35                            

 麻酔科                             35                        

 外科                                 35                    

 産科婦人科                                     35                

 小児科                                         35            

 精神科                                             35        

 選択                                                 35    

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413201        
臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

11～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

名古屋市立大学病院 

(030413) 

選択科

目 

        35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    

 救急     35                                                

協力施設 

※別紙 C グループ 

地域医

療 
35                                                    

協力型病院 

※別紙 A グループ 

        B グループ 

選択科

目 

        1    1    1    1    1    1     1     1     1     1     1     

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A グループ（たすきがけ研修病院） 

 

B グループ（短期研修病院） 

 

C グループ（地域医療病院） 

030363 岐阜県立多治見病院 030407 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 030444 新城市民病院 

030357 中東遠総合医療センター 030409 みなと医療生活協同組合協立総合病院 032788 新城市作手診療所 

030400 名古屋市立東部医療センター 030435 社会医療法人明陽会成田記念病院 033651 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 

030402 名古屋第二赤十字病院 030810 医療法人資生会八事病院 035303 国民健康保険上矢作病院 

030408 社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院 030857 社会医療法人厚生会木沢記念病院 041227 
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 

030418 愛知県厚生連農業協同組合連合会海南病院 030860 常滑市民病院 056305 日間賀島診療所 

030422 総合大雄会病院 030920 医療法人偕行会名古屋共立病院 096065 志摩市民病院 

030425 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 147499 医療法人笠寺病院 

030426 春日井市民病院 031673 NTT 西日本東海病院  社会医療法人大真会大隈病院 

030429 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 031676 
公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民

病院 

 

030430 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 031685 医療法人社団喜峰会東海記念病院 

030432 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 040057 特定医療法人泰玄会泰玄会病院 

030433 豊川市民病院 030406 
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中

京病院 

030434 豊橋市民病院 056322 名古屋市総合リハビリテーションセンター 

030436 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 032051 愛知県赤十字血液センター 

030435 蒲郡市民病院 032775 名古屋市精神保健福祉センター 

030439 一宮市立市民病院 032776 名古屋市厚生院 

030442 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 056323 名古屋市児童福祉センター くすのき学園 

030831 社会医療法人宏潤会大同病院 147500 みどり訪問クリニック 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 0111230 岐阜ハートセンター 

030915 名古屋市立西部医療センター   

030941 愛知県厚生連農業協同組合知多厚生病院 

 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031128 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 

031681 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 

031695 
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 

031696 
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 

030872 津島市民病院 

030870 社会医療法人北斗 北斗病院 

030752 南部徳洲会病院 

 



 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：０３０４１３２０２     
病院施設番号：０３０４１３        臨床研修病院の名称：名古屋市立大学病院             

臨床研修病院群番号：０３０４１３２    臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群     

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 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 

（協力型病院連携研修） 

２．研修プログラムの特色 大学病院と一般病院の各々のメリットを生かし，それぞれ１年間ずつ研修します。研修医からの

評価が高い中規模の一般病院や臨床研修で高い実績のある規模の比較的大きな一般病院との

連携研修プログラムです。診療科間の垣根が低い中規模病院のメリットを活かして，一般疾患に

対する総合的な診療能力を中心に，指導医や他のスタッフとの人間的なふれ合いを通して中身

の濃い研修が可能であったり、大型病院の救急をはじめとする豊富な症例数と指導体制により，

全ての診療分野を広く経験できるとともに，各病院の特色ある専門分野を選択研修することが可

能です。 

３．臨床研修の目標の概要 地域社会への貢献を基盤に世界基準の医学･医療を提供できる医師となるために，以下の能

力(態度，技能，知識)の習得と人格の涵養を行う。 

1）一般医･専門医に関わらず全ての医師が身につけるべきプライマリケア対応能力。 

2）患者の立場と意思に基づいて、その時代と状況における最良の医療を選択する能力。 

3）患者さんの安全を第一に考え、医療事故の予防と危機管理を行う能力。 

生涯にわたる自己研鑽と，医療スタッフおよび後継医師を育成する能力。 

４．研修期間 （  ２  ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

専門医研修プログラムあり 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

選択 

科目 

内科 

030413 名古屋市立大学病院 
  

030363 岐阜県立多治見病院 

 030387 中東遠総合医療センター 

２４週 ４週 

 030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

 030402 名古屋第二赤十字病院 

 030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

 030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

 030422 総合大雄会病院 

 
030425 

医療法人徳洲会 名古屋
徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

別紙３ 



 

 

030429 
愛知県厚生農業協同組合
連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田
総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

救急部門 030413 名古屋市立大学病院 ８週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

地域医療 030444 新城市民病院 ４週 一般外来２

週 
在宅診療１

週 

032788 新城市作手診療所 

033651 
愛知県厚生農業協同組合

連合会足助病院 

035303 国民健康保険上矢作病院 

041227 

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 

056305 日間賀島診療所 

096065 志摩市民病院 

147499 医療法人笠寺病院 

 
社会医療法人大真会大隈

病院 

外科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 



 

 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

小児科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 



 

 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

産婦人科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

精神科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 



 

 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

一般外来 030363 岐阜県立多治見病院 ４週（平

行研修） 

４週（平行研

修）） 030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 



 

 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科（救急

部門） 

030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 



 

 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

選 択

科目 
内科 

救急部門 

外科 

麻酔科 

小児科 

産科婦人科 

精神科 

整形外科 

眼科 

耳鼻咽喉科 

皮膚科 

030413 名古屋市立大学病院 ４０週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 



 

 

泌尿器科 

小児泌尿器科 

放射線科 

脳神経外科 

形成外科 

病理診断科 

リハビリテーシ

ョン科 

保健・医療行政 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

030407 
南医療生活協同組合総合

病院南生協病院 



 

 

030409 
みなと医療生活協同組合

協立総合病院 

030435 
社会医療法人明陽会成田

記念病院 

030810 医療法人資生会八事病院 

030857 
社会医療法人厚生会木沢

記念病院 

030860 常滑市民病院 

030920 
医療法人偕行会名古屋共

立病院 

031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 

031673 NTT 西日本東海病院 

031676 
公益社団法人 地域医療振

興協会 あま市民病院 

031685 
医療法人社団喜峰会東海

記念病院 

040057 
特定医療法人泰玄会泰玄

会病院 

030406 
独立行政法人 地域医療

機能推進機構 中京病院 

030444 新城市民病院 

032788 新城市作手診療所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 12 週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。 

地域医療研修…最大 4週 

救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・4週※但し、４週を上限とする 

一般外来の研修を行う診療科・・・内科、外科、小児科、地域医療 

 ※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること 

必修科目の期間を除く期間は選択科目として各分野を選択する 

 



 

 

 
プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413202    

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

13～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5                                                    

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科   3                                                  

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科          3                                           

協力型病院 

※別紙 A グループ 
内科 5     5    5    5    5    5                                

 救急                         5                            

 麻酔科                             5                         

 外科                                 5                     

 産科婦人科                                     5                 

 小児科                                         5             

 精神科                                             5         

 選択                                                 5     

協力型病院 

※別紙 B グループ 
選択                                                 5     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 



 

 

 
プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413202        
臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

11～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

名古屋市立大学病院 

(030413) 

選択科

目 

        35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    

 救急     35                                                

協力施設 

※別紙 C グループ 

地域医

療 
35                                                    

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A グループ（たすきがけ研修病院） 

 

B グループ（短期研修病院） 

 

C グループ（地域医療病院） 

030363 岐阜県立多治見病院 030407 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 030444 新城市民病院 

030357 中東遠総合医療センター 030409 みなと医療生活協同組合協立総合病院 032788 新城市作手診療所 

030400 名古屋市立東部医療センター 030435 社会医療法人明陽会成田記念病院 033651 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 

030402 名古屋第二赤十字病院 030810 医療法人資生会八事病院 035303 国民健康保険上矢作病院 

030408 社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院 030857 社会医療法人厚生会木沢記念病院 041227 
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 

030418 愛知県厚生連農業協同組合連合会海南病院 030860 常滑市民病院 056305 日間賀島診療所 

030422 総合大雄会病院 030920 医療法人偕行会名古屋共立病院 096065 志摩市民病院 

030425 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 147499 医療法人笠寺病院 

030426 春日井市民病院 031673 NTT 西日本東海病院  社会医療法人大真会大隈病院 

030429 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 031676 
公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民

病院 

 

030430 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 031685 医療法人社団喜峰会東海記念病院 

030432 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 040057 特定医療法人泰玄会泰玄会病院 

030433 豊川市民病院 030406 
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中

京病院 

030434 豊橋市民病院 056322 名古屋市総合リハビリテーションセンター 

030436 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 032051 愛知県赤十字血液センター 

030435 蒲郡市民病院 032775 名古屋市精神保健福祉センター 

030439 一宮市立市民病院 032776 名古屋市厚生院 

030442 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 056323 名古屋市児童福祉センター くすのき学園 

030831 社会医療法人宏潤会大同病院 147500 みどり訪問クリニック 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 0111230 岐阜ハートセンター 

030915 名古屋市立西部医療センター   

030941 愛知県厚生連農業協同組合知多厚生病院 

 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031128 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 

031681 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 

031695 
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 

031696 
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 

030872 津島市民病院 

030870 社会医療法人北斗 北斗病院 

030752 南部徳洲会病院 

 



 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：０３０４１３２０３     
病院施設番号：０３０４１３        臨床研修病院の名称：名古屋市立大学病院             

臨床研修病院群番号：０３０４１３２    臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群     

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 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 

（小児重点研修） 

２．研修プログラムの特色 将来、小児科を目指す研修医のために小児科研修に重点を置いたプログラムです。様々な小児

期の疾患に実践対応できる知識・技術および家族への対応を実地修得させます。ガイドラインに

沿った問診、診察、検査、結果の解釈や治療を指導医とともに経験します。小児プライマリケアの

知識、・新生児の取り扱い方等、基礎能力を身につけた上で専門的先端医療早期に経験します。 

３．臨床研修の目標の概要 地域社会への貢献を基盤に世界基準の医学･医療を提供できる医師となるために，以下の能

力(態度，技能，知識)の習得と人格の涵養を行う。 

1）一般医･専門医に関わらず全ての医師が身につけるべきプライマリケア対応能力。 

2）患者の立場と意思に基づいて、その時代と状況における最良の医療を選択する能力。 

3）患者さんの安全を第一に考え、医療事故の予防と危機管理を行う能力。 

生涯にわたる自己研鑽と，医療スタッフおよび後継医師を育成する能力。 

４．研修期間 （  ２  ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

専門医研修プログラムあり 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

選択 

科目 

内科 

030413 名古屋市立大学病院 
  

030363 岐阜県立多治見病院 

 030387 中東遠総合医療センター 

２４週 ４週 

 030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

 030402 名古屋第二赤十字病院 

 030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

 030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

 030422 総合大雄会病院 

 
030425 

医療法人徳洲会 名古屋
徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合
連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田
総合病院 

別紙３ 



 

 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

救急部門 030413 名古屋市立大学病院 ８週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 



 

 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 



 

 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

地域医療 030444 新城市民病院 ４週 一般外来２

週 
在宅診療１

週 

032788 新城市作手診療所 

033651 
愛知県厚生農業協同組合

連合会足助病院 

035303 国民健康保険上矢作病院 

041227 

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 

056305 日間賀島診療所 

096065 志摩市民病院 

147499 医療法人笠寺病院 

 
社会医療法人大真会大隈

病院 

外科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 



 

 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

小児科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 



 

 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

産婦人科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

精神科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 



 

 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

一般外来 030363 岐阜県立多治見病院 ４週（平

行研修） 

４週（平行研

修） 030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 



 

 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科（救急

部門） 

030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 



 

 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

選 択

科目 
内科 

救急部門 

外科 

麻酔科 

小児科 

産科婦人科 

精神科 

整形外科 

眼科 

耳鼻咽喉科 

皮膚科 

030413 名古屋市立大学病院 ４０週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 



 

 

泌尿器科 

小児泌尿器科 

放射線科 

脳神経外科 

形成外科 

病理診断科 

リハビリテーシ

ョン科 

保健・医療行政 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

030407 
南医療生活協同組合総合

病院南生協病院 



 

 

030409 
みなと医療生活協同組合

協立総合病院 

030435 
社会医療法人明陽会成田

記念病院 

030810 医療法人資生会八事病院 

030857 
社会医療法人厚生会木沢

記念病院 

030860 常滑市民病院 

030920 
医療法人偕行会名古屋共

立病院 

031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 

031673 NTT 西日本東海病院 

031676 
公益社団法人 地域医療振

興協会 あま市民病院 

031685 
医療法人社団喜峰会東海

記念病院 

040057 
特定医療法人泰玄会泰玄

会病院 

030406 
独立行政法人 地域医療

機能推進機構 中京病院 

030444 新城市民病院 

032788 新城市作手診療所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 52週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大 12 週 

救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・4週※但し、４週を上限とする 

一般外来の研修を行う診療科・・・内科、外科、小児科、地域医療 

 ※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること 

必修科目の期間を除く期間は選択科目として各分野を選択する（ただし 4週は必ず小児科を

選択） 

 



 

 

 
プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413203    

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

13～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5                                                    

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科   3                                                  

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科          3                                           

名古屋市立大学病院 

(030413) 
内科 2     2    2    2    2    2                                

 救急                         2                            

 麻酔科                             2                         

 外科                                 2                     

 産科婦人科                                     2                 

 小児科                                         2             

 精神科                                             2         

 選択                                                 2     

協力型病院 

※別紙 A グループ 
内科 2     2    2    2    2    2                                

 救急                         2                            

 麻酔科                             2                         

 外科                                 2                     

 産科婦人科                                     2                 



 

 

 小児科                                         2             

 精神科                                             2         

 選択                                                 2     

協力型病院 

※別紙 B グループ 
選択                                                 2     

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413203        
臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

11～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

名古屋市立大学病院 

(030413) 

選択科

目 

        2    2    2    2    2    2     2     2     2     2     2     

 救急     2                                                

協力施設 

※別紙 C グループ 

地域医

療 
2                                                     

協力型病院 

※別紙 A グループ 

        B グループ 

選択科

目 
        2    2    2    2    2    2     2     2     2     2     2     

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A グループ（たすきがけ研修病院） 

 

B グループ（短期研修病院） 

 

C グループ（地域医療病院） 

030363 岐阜県立多治見病院 030407 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 030444 新城市民病院 

030357 中東遠総合医療センター 030409 みなと医療生活協同組合協立総合病院 032788 新城市作手診療所 

030400 名古屋市立東部医療センター 030435 社会医療法人明陽会成田記念病院 033651 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 

030402 名古屋第二赤十字病院 030810 医療法人資生会八事病院 035303 国民健康保険上矢作病院 

030408 社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院 030857 社会医療法人厚生会木沢記念病院 041227 
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 

030418 愛知県厚生連農業協同組合連合会海南病院 030860 常滑市民病院 056305 日間賀島診療所 

030422 総合大雄会病院 030920 医療法人偕行会名古屋共立病院 096065 志摩市民病院 

030425 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 147499 医療法人笠寺病院 

030426 春日井市民病院 031673 NTT 西日本東海病院  社会医療法人大真会大隈病院 

030429 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 031676 
公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民

病院 

 

030430 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 031685 医療法人社団喜峰会東海記念病院 

030432 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 040057 特定医療法人泰玄会泰玄会病院 

030433 豊川市民病院 030406 
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中

京病院 

030434 豊橋市民病院 056322 名古屋市総合リハビリテーションセンター 

030436 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 032051 愛知県赤十字血液センター 

030435 蒲郡市民病院 032775 名古屋市精神保健福祉センター 

030439 一宮市立市民病院 032776 名古屋市厚生院 

030442 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 056323 名古屋市児童福祉センター くすのき学園 

030831 社会医療法人宏潤会大同病院 147500 みどり訪問クリニック 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 0111230 岐阜ハートセンター 

030915 名古屋市立西部医療センター   

030941 愛知県厚生連農業協同組合知多厚生病院 

 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031128 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 

031681 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 

031695 
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 

031696 
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 

030872 津島市民病院 

030870 社会医療法人北斗 北斗病院 

030752 南部徳洲会病院 

 



 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：０３０４１３２０４     
病院施設番号：０３０４１３        臨床研修病院の名称：名古屋市立大学病院             

臨床研修病院群番号：０３０４１３２    臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群     

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 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 

（産婦人科重点研修） 

２．研修プログラムの特色 将来、産科婦人科を目指す研修医のために産科婦人科研修に重点を置いたプログラムです。産

婦人科診療の技術を習得することは 3 年目以降の産婦人科専攻医に進む者のみならず全ての

科の医師にとって重要です。女性が関わる疾患のプライマリケアをおこなう技能習得を目標とし、

女性生殖器疾患概念を理解し、ガイドラインに沿った問診、診察、検査、結果の解釈や治療を指

導医とともに経験します。基礎能力を身につけた上で生殖医療、周産期、腫瘍などの専門的先端

医療を経験します。 

３．臨床研修の目標の概要 地域社会への貢献を基盤に世界基準の医学･医療を提供できる医師となるために，以下の能

力(態度，技能，知識)の習得と人格の涵養を行う。 

1）一般医･専門医に関わらず全ての医師が身につけるべきプライマリケア対応能力。 

2）患者の立場と意思に基づいて、その時代と状況における最良の医療を選択する能力。 

3）患者さんの安全を第一に考え、医療事故の予防と危機管理を行う能力。 

生涯にわたる自己研鑽と，医療スタッフおよび後継医師を育成する能力。 

４．研修期間 （  ２  ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

専門医研修プログラムあり 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

選択 

科目 

内科 

030413 名古屋市立大学病院 
  

030363 岐阜県立多治見病院 

 030387 中東遠総合医療センター 

２４週 ４週 

 030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

 030402 名古屋第二赤十字病院 

 030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

 030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

 030422 総合大雄会病院 

 
030425 

医療法人徳洲会 名古屋
徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合
連合会安城更生病院 

別紙３ 



 

 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田
総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

救急部門 030413 名古屋市立大学病院 ８週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

地域医療 030444 新城市民病院 ４週 一般外来２

週 
在宅診療１

週 

032788 新城市作手診療所 

033651 
愛知県厚生農業協同組合

連合会足助病院 

035303 国民健康保険上矢作病院 

041227 

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 

056305 日間賀島診療所 

096065 志摩市民病院 

147499 医療法人笠寺病院 

 
社会医療法人大真会大隈

病院 

外科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 



 

 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

小児科 030413 名古屋市立大学病院 ４週 １週 
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 



 

 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

産婦人科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 



 

 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 



 

 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

精神科 030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 



 

 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

一般外来 030363 岐阜県立多治見病院 ４週（平

行研修） 

４週（平行研

修） 
 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 



 

 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科（救急

部門） 

030413 名古屋市立大学病院 ４週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 



 

 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

選 択

科目 
内科 

救急部門 

外科 

麻酔科 

小児科 

産科婦人科 

精神科 

整形外科 

眼科 

耳鼻咽喉科 

皮膚科 

030413 名古屋市立大学病院 ４０週  
030363 岐阜県立多治見病院 

030387 中東遠総合医療センター 

030400 
名古屋市立東部医療センタ

ー 

030402 名古屋第二赤十字病院 

030408 
社会医療法人名古屋記念財

団名古屋記念病院 

030418 
愛知県厚生連農業協同組合

連合会海南病院 

030422 総合大雄会病院 



 

 

泌尿器科 

小児泌尿器科 

放射線科 

脳神経外科 

形成外科 

病理診断科 

リハビリテーシ

ョン科 

保健・医療行政 

030425 
医療法人徳洲会 名古屋

徳洲会総合病院 

030426 春日井市民病院 

030429 
愛知県厚生農業協同組合

連合会安城更生病院 

030430 
医療法人豊田会刈谷豊田

総合病院 

030432 
愛知県厚生農業協同組合

連合会豊田厚生病院 

030433 豊川市民病院 

030434 豊橋市民病院 

030436 
愛知県厚生農業協同組合

連合会江南厚生病院 

030438 蒲郡市民病院 

030439 一宮市立市民病院 

030442 
独立行政法人労働者健康

安全機構旭労災病院 

030831 
社会医療法人宏潤会大同

病院 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 

030915 
名古屋市立西部医療セン

ター 

030941 
愛知県厚生連農業協同組合

知多厚生病院 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031681 
愛知県厚生農業協同組合連

合会稲沢厚生病院 

031695 

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 

031696 

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 

030872 津島市民病院 

030870 
社会医療法人北斗 北斗

病院 

030752 南部徳洲会病院 

031128 
地方独立行政法人市立東

大阪医療センター 

030407 
南医療生活協同組合総合

病院南生協病院 



 

 

030409 
みなと医療生活協同組合

協立総合病院 

030435 
社会医療法人明陽会成田

記念病院 

030810 医療法人資生会八事病院 

030857 
社会医療法人厚生会木沢

記念病院 

030860 常滑市民病院 

030920 
医療法人偕行会名古屋共

立病院 

031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 

031673 NTT 西日本東海病院 

031676 
公益社団法人 地域医療振

興協会 あま市民病院 

031685 
医療法人社団喜峰会東海

記念病院 

040057 
特定医療法人泰玄会泰玄

会病院 

030406 
独立行政法人 地域医療

機能推進機構 中京病院 

030444 新城市民病院 

032788 新城市作手診療所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 52週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大 12 週 

救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・4週※但し、４週を上限とする 

一般外来の研修を行う診療科・・・内科、外科、小児科、地域医療 

 ※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること 

必修科目の期間を除く期間は選択科目として各分野を選択する（ただし 4週は必ず産婦人科

を選択） 

 



 

 

 
プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413204    

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

13～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5                                                    

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科   3                                                  

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科          3                                           

名古屋市立大学病院 

(030413) 
内科 2     2    2    2    2    2                                

 救急                         2                            

 麻酔科                             2                         

 外科                                 2                     

 産科婦人科                                     2                 

 小児科                                         2             

 精神科                                             2         

 選択                                                 2     

協力型病院 

※別紙 A グループ 
内科 2     2    2    2    2    2                                

 救急                         2                            

 麻酔科                             2                         

 外科                                 2                     

 産科婦人科                                     2                 



 

 

 小児科                                         2             

 精神科                                             2         

 選択                                                 2     

協力型病院 

※別紙 B グループ 
選択                                                 2     

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： 030413 臨床研修病院の名称： 名古屋市立大学病院 

臨床研修病院群番号： 0304132 臨床研修病院群名：名古屋市立大学医師臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号 030413204        
臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4 週 

5～ 

8 週 

9～ 

12 週 

11～ 

16 週 

17～ 

20 週 

21～ 

24 週 

25～ 

28 週 

29～ 

32 週 

33～ 

36 週 

37～ 

40 週 

41～ 

44 週 

45～ 

48 週 

49～ 

52 週 

名古屋市立大学病院 

(030413) 

選択科

目 

        2    2    2    2    2    2     2     2     2     2     2     

 救急     2                                                

協力施設 

※別紙 C グループ 

地域医

療 
2                                                     

協力型病院 

※別紙 A グループ 

        B グループ 

選択科

目 
        2    2    2    2    2    2     2     2     2     2     2     

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A グループ（たすきがけ研修病院） 

 

B グループ（短期研修病院） 

 

C グループ（地域医療病院） 

030363 岐阜県立多治見病院 030407 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 030444 新城市民病院 

030357 中東遠総合医療センター 030409 みなと医療生活協同組合協立総合病院 032788 新城市作手診療所 

030400 名古屋市立東部医療センター 030435 社会医療法人明陽会成田記念病院 033651 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 

030402 名古屋第二赤十字病院 030810 医療法人資生会八事病院 035303 国民健康保険上矢作病院 

030408 社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院 030857 社会医療法人厚生会木沢記念病院 041227 
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 

030418 愛知県厚生連農業協同組合連合会海南病院 030860 常滑市民病院 056305 日間賀島診療所 

030422 総合大雄会病院 030920 医療法人偕行会名古屋共立病院 096065 志摩市民病院 

030425 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 031039 JA 愛知厚生連 渥美病院 147499 医療法人笠寺病院 

030426 春日井市民病院 031673 NTT 西日本東海病院  社会医療法人大真会大隈病院 

030429 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 031676 
公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民

病院 

 

030430 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 031685 医療法人社団喜峰会東海記念病院 

030432 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 040057 特定医療法人泰玄会泰玄会病院 

030433 豊川市民病院 030406 
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中

京病院 

030434 豊橋市民病院 056322 名古屋市総合リハビリテーションセンター 

030436 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 032051 愛知県赤十字血液センター 

030435 蒲郡市民病院 032775 名古屋市精神保健福祉センター 

030439 一宮市立市民病院 032776 名古屋市厚生院 

030442 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 056323 名古屋市児童福祉センター くすのき学園 

030831 社会医療法人宏潤会大同病院 147500 みどり訪問クリニック 

030871 JA 静岡厚生連 遠州病院 0111230 岐阜ハートセンター 

030915 名古屋市立西部医療センター   

030941 愛知県厚生連農業協同組合知多厚生病院 

 

030987 名古屋市立緑市民病院 

031128 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 

031681 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 

031695 
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 

031696 
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 

030872 津島市民病院 

030870 社会医療法人北斗 北斗病院 

030752 南部徳洲会病院 

 


