
【協力型研修病院・大学プログラム】 募集人員 ８名 

研修 1年目は協力型研修病院で研修を行い、研修 2年目に兵庫医科大学病院または協力型研修

病院、研修協力施設で研修を行う。協力型研修病院では内科 6ヶ月をローテーションし、自由に

選択できる期間を 6ヶ月とする。 

研修 2年目の兵庫医科大学病院、協力型臨床研修病院、研修協力施設で地域医療 1ヶ月を必修

とし、自由に選択できる期間は 11ヶ月とする。 

1年目または 2年目の選択期間中に必修科として救急部門 3ヶ月、外科 2ヶ月、産婦人科、小

児科、精神科を各 1ヶ月研修する。 

研修 2年間で市中病院と大学病院両方の医療を経験し、多様な患者に対する臨床技能を習得で

きるプログラムである。 

 

1年次必修科目…内科 6ヶ月（一般外来研修 1ヶ月を含む） 

2年次必修科目…地域医療 1ヶ月 

救急科、外科、産婦人科、小児科、精神科については 1年次もしくは 2年次に研修する。 

 

 

【研修 1年目】協力型研修病院で研修を行う。 

 

内科 6ヶ月を必修とし、残りの 6ヶ月は自由に選択できる。 

内科 6ヶ月のうち 1ヶ月は一般外来の並行研修とする。 

研修内容については研修先の協力型研修病院の規定に従う。 

 

 

【研修 2 年目】兵庫医科大学病院、協力型臨床研修病院、研修協力施設で研修を行う。 

 地域医療 1ヶ月を必修とし、残りの 11ヶ月は自由に選択できる。 

 救急、小児科、産婦人科、精神科の必修科のうち 1年目で研修出来ていない科目については 

必ず 2年目で研修を行うこと。 

1年目 

   協力型研修病院  （研修先のカリキュラムにて実施する） 

内科（6ヶ月）※一般外来 1ヶ月を含む 必修科・選択科 

2年目 

兵庫医科大学病院 

地域医療 

（1ヶ月） 
必修科・選択科 

宝塚市立病院 姫路医療センター 神戸掖済会病院 

市立東大阪医療センター 大阪みなと中央病院 千船病院 

星ヶ丘医療センター 箕面市立病院  



　次のいずれかの協力型病院で1年間研修を行う。

　研修診療科の選択及び研修期間については各研修先病院で調整を行う。

区分 診療科 区分 診療科

消化器内科 内科

循環器内科 救急・麻酔

腎臓内科 外科

血液内科 呼吸器外科

緩和ケア内科 整形外科

リウマチ科 皮膚科

糖尿病内科 泌尿器科

救急科 耳鼻いんこう科

麻酔科・集中治療救急室 形成外科

一般外科 放射線科

呼吸器外科

小児科

整形外科 区分 診療科

泌尿器科 内科

形成外科 腎臓内科

皮膚科 内分泌代謝内科

眼科 総合診療科

耳鼻いんこう科 循環器内科

病理診断科 消化器内科

免疫内科

神経内科

区分 診療科 外科

循環器内科 救急麻酔科

内科

麻酔科・救急科

外科 区分 診療科

整形外科 内科

脳神経外科 救急科

皮膚科 外科

泌尿器科 精神科

眼科 選択科 整形外科

形成外科・血管外科

放射線科

必修

選択科

必修

必修

選択科

必修

　医師臨床研修先の選択表(１年目)

【協力型研修病院・大学プログラム】

必修

宝塚市立病院

神戸掖済会病院

姫路医療センター

選択科

市立東大阪医療センター

大阪みなと中央病院



区分 診療科 区分 診療科

内科 消化器内科

救急 循環器内科

外科 血液内科

小児科 糖尿病・内分泌代謝内科

産婦人科 神経内科

麻酔科 救急科

麻酔科

外科

区分 診療科 小児科

総合内科 産婦人科

脳卒中内科 整形外科

消化器内科 形成外科

循環器内科 脳神経外科

呼吸器内科 皮膚科

糖尿病内科 泌尿器科

外科 眼科

呼吸器外科 耳鼻咽喉科

皮膚科 リハビリテーション科

整形外科 放射線科

リハビリテーション科 病理診断科

形成外科

脳神経外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

臨床検査科

必修

星ヶ丘医療センター

必修

選択科

千船病院 箕面市立病院

必修

選択科



【協力型研修病院・大学プログラム】

区分 施設名 診療科 期間

兵庫医科大学ささやま医療センター 1ヶ月

神戸アドベンチスト病院 1ヶ月

公立宍粟総合病院 1ヶ月

いたみバラ診療所

宮本クリニック

土田医院

たにざわこどもクリニック

肝・胆・膵外科 1ヶ月or2ヶ月

上部消化管外科 1ヶ月or2ヶ月

下部消化管外科 1ヶ月or2ヶ月

炎症性腸疾患外科 1ヶ月or2ヶ月

心臓血管外科 2ヶ月

呼吸器外科 1ヶ月or2ヶ月

小児外科 1ヶ月or2ヶ月

乳腺・内分泌外科 1ヶ月or2ヶ月

精神 兵庫医科大学病院 精神科神経科 1ヶ月

小児 兵庫医科大学病院 小児科 1ヶ月

産婦 兵庫医科大学病院 産科婦人科 1ヶ月

　医師臨床研修先の選択表(２年目必修科)

外科 兵庫医科大学病院

研修先（必修科）

地域 地域医療

地域医療1ヶ月を必修とし、自由に選択できる期間を11ヶ月とする。

1年目又は2年目の選択期間中に、外科2ヶ月、産婦人科・小児科・精神科を各1ヶ月含めること。

合計1ヶ月



区分 施設名 診療科 期間

血液内科 1ヶ月～

アレルギー・リウマチ科 1ヶ月～

肝・胆・膵内科 1ヶ月～

呼吸器内科 1ヶ月～

腎・透析内科 1ヶ月～

循環器内科 1ヶ月～

消化管内科 1ヶ月～

炎症性腸疾患内科 1ヶ月～5ヶ月

糖尿病・内分泌・代謝内科 1ヶ月～

脳神経内科 2ヶ月～

兵庫医科大学ささやま医療センター 内科 1ヶ月～

消化器内科 1ヶ月～4ヶ月

循環器内科 2ヶ月～

腎臓内科 1ヶ月～

血液内科 2ヶ月～10ヶ月

緩和ケア内科 2ヶ月～10ヶ月

リウマチ科 2ヶ月～6ヶ月

糖尿病内科 2ヶ月

市立川西病院 内科 1ヶ月～

一般内科 3ヶ月～

循環器科 3ヶ月～6ヶ月

公立宍粟総合病院 内科 1ヶ月～2ヶ月

市立芦屋病院 内科 2ヶ月～6ヶ月

循環器内科 1ヶ月～3ヶ月

内科 1ヶ月～6ヶ月

呼吸器内科 1ヶ月～

消化器内科 2ヶ月～

尼崎中央病院 内科 3ヶ月～

いたみバラ診療所 腎臓内科 1ヶ月～

土田医院 内科 1ヶ月

西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科 1ヶ月～

ベリタス病院 循環器内科 3ヶ月～6ヶ月

宮本クリニック 腎臓内科 1週

明和病院 循環器内科 2ヶ月～3ヶ月

兵庫医科大学病院 小児科 1ヶ月～

兵庫医科大学ささやま医療センター 小児科 1ヶ月～

宝塚市立病院 小児科 1ヶ月～3ヶ月

公立宍粟総合病院 小児科 1ヶ月～2ヶ月

関西労災病院 小児科 1ヶ月～

神戸アドベンチスト病院 小児科 1ヶ月～

市立川西病院 小児科 2ヶ月～3ヶ月

たにざわこどもクリニック 小児科 1ヶ月～2ヶ月

土田医院 小児科 1ヶ月～

西宮市立中央病院 小児科 1ヶ月～

ベリタス病院 小児科 1ヶ月～

２年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)

選択科

内科

小児

兵庫医科大学病院

姫路医療センター

宝塚市立病院

協立病院



２年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)

選択科

肝・胆・膵外科 1ヶ月～

上部消化管外科 1ヶ月～3ヶ月

下部消化管外科 1ヶ月～

炎症性腸疾患外科 1ヶ月～

乳腺・内分泌外科 1ヶ月～

呼吸器外科 1ヶ月～

小児外科 1ヶ月～2ヶ月

心臓血管外科 2ヶ月～

兵庫医科大学ささやま医療センター 外科 1ヶ月～

一般外科 1ヶ月～6ヶ月

呼吸器外科 1ヶ月～

市立川西病院 外科 1ヶ月～

協立病院 一般外科 1ヶ月～10ヶ月

公立宍粟総合病院 外科 1ヶ月～2ヶ月

公立八鹿病院 外科 2ヶ月～3ヶ月

尼崎中央病院 外科 3ヶ月～

三田市民病院 脳神経外科 1ヶ月～10ヶ月

西宮渡辺心臓・血管センター 心臓血管外科 1ヶ月～

外科 2ヶ月～

呼吸器外科 3ヶ月～

ベリタス病院 外科 2ヶ月～10ヶ月

明和病院 外科 1ヶ月～6ヶ月

兵庫医科大学病院 産科婦人科 1ヶ月～

兵庫医科大学ささやま医療センター 産婦人科 1ヶ月～

市立川西病院 産婦人科 1ヶ月～

公立宍粟総合病院 産婦人科 1ヶ月～2ヶ月

神戸アドベンチスト病院 産婦人科 1ヶ月～

明和病院 産婦人科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 救命救急センター 1ヶ月～3ヶ月

兵庫医科大学ささやま医療センター 救急部門 2ヶ月～3ヶ月

宝塚市立病院 救急科 2ヶ月～

公立宍粟総合病院 救急部門 1ヶ月～2ヶ月

公立八鹿病院 救急・総合診療科 1ヶ月～3ヶ月

高砂西部病院 救急科 2ヶ月～

姫路医療センター 救急科 2ヶ月～

兵庫医科大学病院 麻酔科・疼痛制御科/ペインクリニック部 2ヶ月～

宝塚市立病院 麻酔科 1ヶ月～3ヶ月

西宮渡辺病院 麻酔科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 放射線科 2ヶ月～

協立病院 放射線科 1ヶ月～

公立宍粟総合病院 放射線科 1ヶ月～

姫路医療センター 放射線科 1ヶ月～

精神 兵庫医科大学病院 精神科神経科 1ヶ月～

姫路医療センター

宝塚市立病院

兵庫医科大学病院

外科

産婦

放射

救急

麻酔



２年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)

選択科

兵庫医科大学病院 皮膚科 2ヶ月～

宝塚市立病院 皮膚科 1ヶ月～3ヶ月

姫路医療センター 皮膚科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 整形外科 1ヶ月～10ヶ月

兵庫医科大学ささやま医療センター 整形外科 1ヶ月～

宝塚市立病院 整形外科 1ヶ月～3ヶ月

協立病院 整形外科 3ヶ月～

西宮渡辺病院 整形外科 1ヶ月～

姫路医療センター 整形外科 1ヶ月～3ヶ月

ベリタス病院 整形外科 1ヶ月～2ヶ月

西宮回生病院 整形外科 1ヶ月～10ヶ月

兵庫医科大学病院 形成外科 1ヶ月～

宝塚市立病院 形成外科 1ヶ月～4ヶ月

姫路医療センター 形成外科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 泌尿器科 1ヶ月～

宝塚市立病院 泌尿器科 1ヶ月～10ヶ月

協立病院 泌尿器科 3ヶ月～

公立宍粟総合病院 泌尿器科 1ヶ月～

姫路医療センター 泌尿器科 3ヶ月～

兵庫医科大学病院 脳神経外科 1ヶ月～

西宮渡辺心臓・血管センター 脳神経外科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 眼科 1ヶ月～

宝塚市立病院 眼科 1ヶ月～

協立病院 眼科 3ヶ月～10ヶ月

兵庫医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 1ヶ月～

宝塚市立病院 耳鼻いんこう科 1ヶ月～3ヶ月

姫路医療センター 耳鼻いんこう科 1ヶ月～

臨床検査 兵庫医科大学病院 臨床検査科 1ヶ月～3ヶ月

兵庫医科大学病院 リハビリテーション科 1ヶ月～

兵庫医科大学ささやま医療センター リハビリテーション科 1ヶ月～3ヶ月

兵庫医科大学病院 病理診断科 1ヶ月～

宝塚市立病院 病理診断科 1ヶ月～3ヶ月

明和病院 病理診断科 1ヶ月～6ヶ月

ICU 兵庫医科大学病院 ICU 1ヶ月～

感染 兵庫医科大学病院 感染制御部 1ヶ月～

内視鏡 兵庫医科大学病院 内視鏡センター 1ヶ月～2ヶ月

超音波 兵庫医科大学病院 超音波センター 1ヶ月

保健所 西宮市保健所 地域保健 1週間

形成

泌尿器

病理

リハビリ

脳外

眼科

耳鼻

整形

皮膚


