
 

 

 

 

 

プログラム規模別修了認定者の割合 

（2018 年度採用 専攻医 1 期生） 
 

 

次項より提示する表は、修了認定者の割合が 70％以上であったプログラムの

一覧となります。本集計における「修了認定者の割合」は，2021 年 4 月 1 日時

点で各プログラムに所属する専攻医 1 期生の人数に対する比率であり、4 年制

プログラム、休職中の専攻医も対象者として含まれております。その旨、ご了承

ください。 
 

2021 年 10 月 25 日 



所属専攻医（1期⽣）が5名未満

プログラム名 都道府県 基幹施設名
修了認定者
の割合

道央内科専⾨医研修プログラム 北海道 ＫＫＲ札幌医療センター 100%
岩⼿県⽴中央病院内科専⾨研修プログラム 岩⼿県 岩⼿県⽴中央病院 100%
岩⼿県⽴胆沢(いさわ)病院内科専⾨研修プログラム 岩⼿県 岩⼿県⽴胆沢病院 100%
⽩河厚⽣総合病院内科専⾨研修プログラム 福島県 福島県厚⽣農業協同組合連合会  ⽩河厚⽣総合病院 100%
国際医療福祉⼤学病院内科研修プログラム 栃⽊県 学校法⼈国際医療福祉⼤学 国際医療福祉⼤学病院 100%
⾼崎総合医療センター  内科専⾨医プログラム 群⾺県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼崎総合医療センター 100%
みさと健和病院内科専⾨研修プログラム 埼⽟県 みさと健和病院 100%
千葉県済⽣会習志野病院内科専⾨研修プログラム 千葉県 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 千葉県済⽣会習志野病院 100%
君津中央病院内科専⾨研修プログラム 千葉県 国保直営総合病院君津中央病院 100%
東京⻭科⼤学市川総合病院  内科専⾨医研修プログラム 千葉県 東京⻭科⼤学市川総合病院 100%
ＪＣＨＯ東京⼭⼿メディカルセンター内科専⾨研修プログラム 東京都 ＪＣＨＯ東京⼭⼿メディカルセンター 100%
永寿総合病院内科専⾨研修プログラム 東京都 公益財団法⼈ライフ・エクステンション研究所付属  永寿総合病院 100%
厚⽣中央病院内科専⾨医研修プログラム 東京都 全国⼟⽊建築国⺠健康保険組合  総合病院  厚⽣中央病院 100%
東京都⽴広尾病院  内科専⾨研修プログラム 東京都 東京都⽴広尾病院 100%
JR東京総合病院内科専⾨研修プログラム 東京都 JR東京総合病院 100%
新渡⼾記念内科専⾨研修プログラム 東京都 東京医療⽣活協同組合  新渡⼾記念中野総合病院 100%
河北総合病院内科専⾨医研修プログラム 東京都 社会医療法⼈  河北医療財団  河北総合病院 100%
⻘梅市⽴総合病院内科専⾨研修プログラム 東京都 ⻘梅市⽴総合病院 100%
⽴川相互病院内科専⾨研修プログラム 東京都 ⽴川相互病院 100%
武蔵野⾚⼗字病院内科専攻医研修プログラム 東京都 ⽇本⾚⼗字社東京⽀部  武蔵野⾚⼗字病院 100%
国⽴病院機構災害医療センター内科専⾨医育成プログラム 東京都 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構災害医療センター 100%
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構東京病院内科専⾨研修プログラム 東京都 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構東京病院 100%
⾃衛隊中央病院内科専⾨研修プログラム 東京都 ⾃衛隊中央病院 100%
川崎市⽴井⽥病院内科専⾨研修プログラム 神奈川県 川崎市⽴井⽥病院 100%
神奈川県⽴病院機構内科専⾨研修プログラム 神奈川県 地⽅独⽴⾏政法⼈神奈川県⽴病院機構神奈川県⽴⾜柄上病院 100%
横須賀市⽴市⺠病院内科専⾨研修プログラム 神奈川県 公益社団法⼈地域医療振興協会  横須賀市⽴市⺠病院 100%
藤沢市⺠病院内科専⾨研修プログラム 神奈川県 藤沢市⺠病院 75%
海⽼名総合病院内科専⾨研修プログラム 神奈川県 海⽼名総合病院 100%
関東労災病院  内科専⾨研修プログラム 神奈川県 独⽴⾏政法⼈  労働者健康安全機構  関東労災病院 100%
横浜市⽴みなと⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 神奈川県 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 100%
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構相模原病院  内科専⾨研修プログラム 神奈川県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構  相模原病院 100%
福井⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 福井県 福井⾚⼗字病院 100%
⻑野⾚⼗字病院  内科専⾨研修プログラム ⻑野県 ⻑野⾚⼗字病院 100%
篠ノ井総合病院内科専⾨研修プログラム ⻑野県 JA⻑野厚⽣連  南⻑野医療センター篠ノ井総合病院 100%
相澤病院松本地域内科専⾨研修プログラム ⻑野県 社会医療法⼈財団慈泉会相澤病院 100%
名古屋市⽴⼤学医学部附属東部医療センター内科プログラム 愛知県 名古屋市⽴⼤学医学部附属東部医療センター 100%
名古屋市⽴⼤学内科専⾨研修プログラム 愛知県 名古屋市⽴⼤学病院 100%
名古屋掖済会病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 名古屋掖済会病院 100%



所属専攻医（1期⽣）が5名未満

プログラム名 都道府県 基幹施設名
修了認定者
の割合

豊橋市⺠病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 豊橋市⺠病院 100%
岡崎市⺠病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 岡崎市⺠病院 100%
春⽇井市⺠病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 春⽇井市⺠病院 75%
名古屋徳洲会総合病院  内科専⾨研修プログラム 愛知県 医療法⼈徳洲会  名古屋徳洲会総合病院 100%
豊川市⺠病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 豊川市⺠病院 100%
江南厚⽣病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 愛知県厚⽣農業協同組合連合会  江南厚⽣病院 75%
市⽴四⽇市病院内科専⾨研修プログラム 三重県 市⽴四⽇市病院 100%
市⽴⼤津市⺠病院内科専⾨研修プログラム 滋賀県 地⽅独⽴⾏政法⼈市⽴⼤津市⺠病院 100%
京都中部総合医療センター内科専⾨研修プログラム 京都府 京都中部総合医療センター 100%
市⽴福知⼭市⺠病院内科専⾨研修プログラム 京都府 市⽴福知⼭市⺠病院 100%
関⻄電⼒病院内科研修プログラム ⼤阪府 関⻄電⼒病院 75%
⾼槻⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 ⾼槻⾚⼗字病院 100%
北摂総合病院  内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 社会医療法⼈仙養会  北摂総合病院 100%
⼤阪府済⽣会泉尾病院内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部⼤阪府済⽣会泉尾病院 100%
⼤阪市⽴総合医療センター内科プログラム ⼤阪府 地⽅独⽴⾏政法⼈  ⼤阪市⺠病院機構  ⼤阪市⽴総合医療センター 100%
市⽴池⽥病院専⾨研修プログラム ⼤阪府 市⽴池⽥病院 100%
明⽯医療センター内科専⾨研修プログラム 兵庫県 社会医療法⼈愛仁会  明⽯医療センター 75%
市⽴加⻄病院内科専⾨医研修プログラム 兵庫県 市⽴加⻄病院 100%
伊丹Terra昆陽プログラム 兵庫県 市⽴伊丹病院 100%
ツカザキ病院内科専⾨研修プログラム 兵庫県 社会医療法⼈三栄会  ツカザキ病院 100%
県⽴加古川医療センター内科専⾨研修プログラム 兵庫県 兵庫県⽴加古川医療センター 100%
総合病院岡⼭協⽴病院内科専⾨研修プログラム 岡⼭県 総合病院  岡⼭協⽴病院 100%
岡⼭ろうさい病院内科専⾨研修プログラム 岡⼭県 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構  岡⼭労災病院 100%
岡⼭⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 岡⼭県 総合病院岡⼭⾚⼗字病院 75%
公⽴学校共済組合中国中央病院内科専⾨医研修プログラム 広島県 公⽴学校共済組合中国中央病院 100%
国⽴病院機構  岩国医療センター  内科専⾨研修プログラム ⼭⼝県 独⽴⾏政法⼈  国⽴病院機構  岩国医療センター 100%
済⽣会熊本病院内科領域専⾨研修プログラム 熊本県 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会熊本病院 100%
慈愛会内科専⾨研修プログラム ⿅児島県 公益財団法⼈  慈愛会  今村総合病院 100%
⿅児島市⽴病院内科専⾨研修プログラム「造⼠館」 ⿅児島県 ⿅児島市⽴病院 100%
友愛医療センター内科専⾨研修プログラム 沖縄県 社会医療法⼈友愛会  友愛医療センター 100%



所属専攻医（1期⽣）が5名以上10名未満

プログラム名 都道府県 基幹施設名
修了認定者
の割合

国⽴病院機構仙台医療センター内科専⾨研修プログラム 宮城県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構仙台医療センター 71%
総合病院⽔⼾協同病院総合内科専⾨研修プログラム 茨城県 総合病院⽔⼾協同病院 75%
東京ベイ・浦安市川医療センター内科専⾨研修プログラム 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 78%
聖路加国際病院 内科専⾨研修プログラム 東京都 聖路加国際病院 100%
昭和⼤学江東豊洲病院内科プログラム 東京都 昭和⼤学江東豊洲病院 100%
⼤森⾚⼗字病院  内科専⾨研修プログラム 東京都 ⽇本⾚⼗字社東京都⽀部  ⼤森⾚⼗字病院 100%
茅ヶ崎市⽴病院内科専⾨研修プログラムA 神奈川県 茅ヶ崎市⽴病院 100%
名古屋第⼀⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 愛知県 名古屋第⼀⾚⼗字病院 71%
名古屋第⼆⾚⼗字病院  内科領域専⾨研修プログラム 愛知県 名古屋第⼆⾚⼗字病院 78%
安城更⽣病院内科専⾨医研修プログラム 愛知県 愛知県厚⽣農業協同組合連合会  安城更⽣病院 75%
京都第⼀⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 京都府 京都第⼀⾚⼗字病院 100%
⼤阪警察病院内科専⾨医研修プログラム ⼤阪府 医療法⼈警和会  ⼤阪警察病院 83%
⼀般財団法⼈住友病院内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 ⼀般財団法⼈住友病院 78%
⼤阪府済⽣会中津病院内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部⼤阪府済⽣会中津病院 100%
市⽴豊中病院内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 市⽴豊中病院 88%
神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院内科専⾨研修プログラム 兵庫県 地⽅独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構  神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 78%
NHO岡⼭医療センター内科専⾨医研修プログラム 岡⼭県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター 78%
福岡⾚⼗字病院内科専⾨研修プログラム 福岡県 福岡⾚⼗字病院 100%
沖縄県⽴中部病院内科プログラム 沖縄県 沖縄県⽴中部病院 100%



所属専攻医（1期⽣）が10名以上

プログラム名 都道府県 基幹施設名
修了認定者
の割合

東北⼤学病院内科専⾨研修プログラム 宮城県 東北⼤学病院 76%
⻲⽥総合病院  内科専⾨医研修プログラム 千葉県 医療法⼈鉄蕉会  ⻲⽥総合病院 92%
慶應義塾⼤学内科専⾨研修プログラム 東京都 慶應義塾⼤学病院 90%
順天堂⼤学内科研修プログラム 東京都 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 85%
昭和⼤学病院内科研修プログラム 東京都 昭和⼤学病院 88%
都⽴多摩総合医療センター施設群内科専⾨研修プログラム 東京都 東京都⽴多摩総合医療センター 75%
国⽴国際医療研究センター病院内科専⾨研修プログラム 東京都 国⽴研究開発法⼈  国⽴国際医療研究センター病院 85%
東京医科⻭科⼤学内科専⾨研修プログラム 東京都 国⽴⼤学法⼈東京医科⻭科⼤学医学部附属病院 84%
昭和⼤学藤が丘病院  内科プログラム 神奈川県 昭和⼤学藤が丘病院 80%
富⼭⼤学地域連携型内科専⾨医研修プログラム 富⼭県 国⽴⼤学法⼈  富⼭⼤学附属病院 80%
⾦沢⼤学附属病院内科専⾨医研修プログラム ⽯川県 ⾦沢⼤学附属病院 82%
国⽴病院機構⼤阪医療センター内科専⾨研修プログラム ⼤阪府 国⽴病院機構⼤阪医療センター 70%
加古川中央市⺠病院  内科専⾨研修プログラム 兵庫県 地⽅独⽴⾏政法⼈  加古川市⺠病院機構  加古川中央市⺠病院 90%
兵庫県⽴尼崎総合医療センター内科専⾨研修プログラム 兵庫県 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 100%
奈良県⽴医科⼤学附属病院内科専⾨医研修プログラム 奈良県 奈良県⽴医科⼤学附属病院 77%
倉敷中央病院内科専⾨研修プログラム 岡⼭県 公益財団法⼈  ⼤原記念倉敷中央医療機構  倉敷中央病院 93%




