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地域 施設名 認定番号 施設種別 責任者

北海道 北海道 社会福祉法⼈ 北海道社会事業協会 帯広病院 研施-14 基幹 堀 哲也

北海道 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 札幌北⾠病院 研施-18 基幹 若林 崇雄

北海道 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 北海道医療センター 研施-37 基幹 七⼾ 康夫

北海道 更別村国⺠健康保険診療所 研施-79 連携 ⼭⽥ 康介

北海道 寿都町⽴寿都診療所 研施-80 連携 今江 章宏

北海道 北海道⽴⽻幌病院  研施-16 基幹 阿部 昌彦

東北 ⻘森県 ⼗和⽥市⽴中央病院 研施-15 基幹 ⼩⼭ 滋豊

⻘森県 医療法⼈雄⼼会 ⻘森新都市病院 研施-31 基幹 佐々⽊ 洸太

秋⽥県 市⽴⼤森病院 研施-82 連携 ⼩野 剛

秋⽥県 湖東厚⽣病院 研施-84 連携 中鉢 明彦

秋⽥県 男⿅みなと市⺠病院 研施-83 連携 秋元 正年

福島県 会津医療センター 研施-43 基幹 宗像 源之

関東・甲信越 茨城県 東京医科⼤学茨城医療センター 研施-85 基幹 ⼩林 ⼤輝

茨城県 恩賜財団済⽣会 常陸⼤宮済⽣会病院 研施-89 連携 ⼩島 正幸

茨城県 社会福祉法⼈恩賜財団 神栖済⽣会病院 研施-90 基幹 濵⽥ 修平

栃⽊県 ⾃治医科⼤学附属病院 研施-5 基幹 ⼭本 祐

栃⽊県 獨協医科⼤学⽇光医療センター 研施-64 連携 安 隆則

群⾺県 医療法⼈社団 敬寿会 前橋城南病院 研施-86 基幹 上間 貴⼦

埼⽟県 国⽴病院機構埼⽟病院 研施-20 基幹 ⽟井 恒憲

埼⽟県 さいたま⾚⼗字病院 研施-38 基幹 ⾚坂 圭⼀

千葉県 国際医療福祉⼤学成⽥病院 研施-77 連携 （⼤平善之）

千葉県 東京勤労者医療会 東葛病院 研施-99 基幹 ⼟⾕ 良樹

東京都 東京都⽴多摩総合医療センター 研施-3 基幹 綿貫 聡

東京都 東京⼥⼦医科⼤学附属⾜⽴医療センター 研施-29 基幹 ⻘⿅ 佳和

東京都 医療法⼈社団明芳会 板橋中央総合病院 研施-39 基幹 加藤 良太朗

東京都 練⾺光が丘病院 研施-40 基幹 ⼩坂 鎮太郎

東京都 東京北医療センター 研施-46 基幹 岡⽥ 悟

東京都 国⽴病院機構 東京医療センター 研施-50 基幹 ⼭⽥ 康博

東京都 順天堂⼤学医学部附属 順天堂江東⾼齢者医療センター 研施-73 連携 鈴⽊ ⿇⾐

東京都 順天堂⼤学医学部附属 練⾺病院 研施-74 連携 乾 啓洋

東京都 ⽴川相互病院 研施-96 基幹 南條 嘉宏

東京都 独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター 研施-28 基幹・連携 清⽔ 秀⽂

神奈川県 北⾥⼤学病院 研施-34 基幹 （⾚澤賢⼀郎）

神奈川県 医療法⼈徳洲会 湘南鎌倉総合病院 研施-35 基幹 ⾚澤 賢⼀郎

＊ 以下、掲載されている施設は認定期間内に常勤所属医の本学会認定医取得をお願いします。   
（次回更新時、認定施設要件が満たされていないとプログラム研修施設から外れる場合があります。）

病院総合診療専⾨医プログラム開始に伴う 3年認定施設 ⼀覧
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神奈川県 ⻲⽥森の⾥病院 研施-104 連携 髙⽊ 敦司

新潟県 新潟県厚⽣農業協同組合連合会 上越総合病院 研施-6 基幹 篭島 充

新潟県 新潟県⽴中央病院 研施-13 基幹 古川 俊貴

⻑野県 ⻑野県厚⽣農業協同組合連合会 佐久総合病院 研施-11 基幹 ⻘松 棟吉

⻑野県 ⻑野県厚⽣農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター 研施-65 連携 （⻘松棟吉）

⻑野県 諏訪中央病院 研施-88 基幹・連携 渡辺 慶介

⻑野県 市⽴⼤町総合病院 研施-21 基幹 関⼝ 健⼆

中部 福井県 福井県⽴病院 研施-71 連携 （林寛之）

福井県 福井⼤学医学部附属病院 研施-44 基幹 林 寛之

福井県 越前町国⺠健康保険織⽥病院 研施-62 連携 （多胡雅毅）

静岡県 医療法⼈社団⼀穂会 ⻄⼭病院 研施-59 連携

愛知県 中部労災病院 研施-17 基幹 猪飼 浩樹

愛知県 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院 研施-36 基幹 横江 正道

愛知県 公益社団法⼈ 地域医療振興協会 あま市⺠病院 研施-56 基幹・連携 梅屋 崇

愛知県 半⽥中央病院 研施-72 連携 久賀 孝郎

愛知県 藤⽥医科⼤学 岡崎医療センター 研施-8 基幹 安藤 諭

近畿 三重県 三重⼤学医学部附属病院 研施-10 基幹 ⼭本 憲彦

京都府 市⽴福知⼭市⺠病院 研施-1 基幹 川島 篤志

京都府 公益社団法⼈京都保健会 京都協⽴病院 研施-19 基幹 ⽟⽊ 千⾥

京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 研施-33 基幹 湯地 雄⼀郎

京都府 あすかい病院 研施-7 基幹 ⽚岡 裕貴

⼤阪府 社会福祉法⼈ 恩賜財団 済⽣会⽀部 ⼤阪府済⽣会千⾥病院 研施-30 基幹 ⼟井 泰治

⼤阪府 関⻄医科⼤学⾹⾥病院 研施-101 基幹 ⽯丸 裕康

⼤阪府 ⽿原総合病院 研施-32 基幹 ⼤⽮ 亮

兵庫県 神⼾労災病院 研施-47 基幹 久保 公了

兵庫県 兵庫県⽴はりま姫路総合医療センター 研施-87 基幹 ⼋幡 晋輔

兵庫県 姫路⾚⼗字病院 研施-94 基幹 森井 和彦

兵庫県 医療法⼈晴⾵園 伊丹せいふう病院 研施-100 連携 中村 純⼦

兵庫県 明⽯医療センター 研施-51 基幹 官澤 洋平

奈良県 国⽴病院機構奈良医療センター 研施-52 基幹 ⽟置 伸⼆

奈良県 公益財団法⼈ 天理よろづ相談所病院 研施-69 連携 明保 洋之

奈良県 公益財団法⼈ 天理よろづ相談所病院 ⽩川分院 研施-70 連携 次橋 幸男

奈良県 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 研施-53 基幹 天野 雅之

和歌⼭県 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院 研施-98 基幹 ⽥村 志宣
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和歌⼭県 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院 紀北分院 研施-102 連携 廣⻄ 昌也

中国 島根県 ⼤⽥市⽴病院 研施-23 基幹 ⼭形 真吾

島根県 公益財団法⼈ 横浜勤労者福祉協会 汐⽥総合病院 研施-27 基幹 佐野 正彦

島根県 町⽴奥出雲病院 研施-78 連携 遠藤 健史

島根県 島根⼤学医学部附属病院 研施-25 基幹 牧⽯ 徹也

島根県 社会医療法⼈敬愛会 中頭病院 研施-26 基幹 新⾥ 敬

岡⼭県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 岡⼭市⽴総合医療センター 岡⼭市⽴市⺠病院 研施-41 基幹 岸⽥ 雅之

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 研施-49 基幹 國永 直樹

岡⼭県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター 研施-91 基幹 服部 瑞穂

広島県 安芸太⽥病院 研施-67 連携 結城 常譜

広島県 広島⾚⼗字・原爆病院 研施-95 連携 ⾼⽊ 慎太郎

広島県 広島市⽴広島市⺠病院 研施-97 連携 松村 俊⼆

広島県 ⽇⽐野病院 研施-68 連携 原⽥ 和歌⼦

⼭⼝県 ⼭⼝⼤学医学部附属病院 研施-12 基幹 ⿑藤 裕之

⼭⼝県 医療法⼈社団 宇部興産中央病院 研施-57 連携 （⿑藤裕之）

四国 徳島県 徳島県⽴海部病院 研施-60 連携 ⼭⼝ 治隆

⾼知県 ⾼知県⽴あき総合病院 研施-45 基幹 的場 俊

⾼知県 本⼭町⽴国⺠健康保険嶺北中央病院 研施-76 連携

⾼知県 医療法⼈川村会くぼかわ病院 研施-75 連携

九州・沖縄 福岡県 ⽥川市⽴病院 研施-42 基幹 鈴⼭ 裕貴

福岡県 医療法⼈博愛会 頴⽥病院 研施-58 連携 中安 ⼀夫

福岡県 九州中央病院 研施-106 連携 古賀 恒久

福岡県 福岡県済⽣会福岡総合病院 研施-4 基幹 ⽥中 和豊

福岡県 社会医療法⼈財団 池友会 福岡和⽩病院 研施-24 基幹 有⽥ 武史

佐賀県 国⽴病院機構 嬉野医療センター 研施-54 連携 （多胡雅毅）

佐賀県 佐賀市⽴富⼠⼤和温泉病院 研施-66 連携 （多胡雅毅）

⻑崎県 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 諫早総合病院 研施-55 連携 溝上 明成

熊本県 社会医療法⼈芳和会 くわみず病院 研施-9 基幹 ⼤⾕ 寛

熊本県 熊本⾚⼗字病院 研施-22 基幹 加島 雅之

⼤分県 社会医療法⼈三愛会 ⼤分三愛メディカルセンター 研施-61 連携 堤 ⼤輔

宮崎県 都農町国⺠健康保険病院 研施-81 連携 桐ケ⾕ ⼤淳

沖縄県 沖縄県⽴宮古病院 研施-2 基幹 本永 英治

沖縄県 沖縄県⽴⼋重⼭病院 研施-48 基幹 酒井 達也


