
【基礎研究医プログラム】 

将来基礎研究医を目指す医師に対して、初期臨床研修より基礎医学教室配属期間を設けたプロ

グラムである。 

基礎系の教室を通じて基礎医学研究歴 7年以上の複数の医師が指導できるキャリア支援体制

が確保されており、すべての基礎系研究室は論文指導を行う環境及び学会発表の機会が用意さ

れている。 

 

（１）研修科目について 

1年次必修科目…内科６ヶ月、救急科 3ヶ月 

救急科研修については 3ヶ月のうち 1ヶ月を麻酔科へ変更することを認める。 

 

2年次必修科目…地域医療 2ヶ月（一般外来研修 1ヶ月を含む）基礎医学教室配属 6ヶ月 

上記以外の必修科である、外科 2 ヶ月、産科婦人科、小児科、精神科神経科の各 1 ヶ月は 1

年次もしくは 2年次のいずれかで研修する。 

なお、外科研修については、1 診療科を 2ヶ月もしくは 2 診療科を 1 ヶ月ずつから選択でき

る。 

 

1年目 

内科(6ヶ月) 
救急科 

(3ヶ月) 

小児科 

(1ヶ月) 

産科 

婦人科 

(1ヶ月) 

精神科 

神経科 

(1ヶ月) 

2年目 

地域医療 

(2ヶ月) 

外科 

(2ヶ月) 

選択科 

（2ヶ月） 

基礎医学研究 

（6ヶ月） 

 

（２）プログラム開始時に、所属する基礎医学系の教室を決定し、オリエンテーションを行う。 

 

（３）選択研修期間に 6ヶ月の基礎医学教室配属期間を用意する。 

 

（４）基礎医学研修を開始する前に、プログラム責任者による臨床研修の到達目標の到達度の

評価を行う。 

 

（５）臨床研修後 4 年以内を目処に、作成した基礎医学の論文を研修管理委員会に提出する。 

 

（６）臨床研修終了後にプログラム修了者の到達目標の達成度と臨床研修終了後の進路を近畿

厚生局に報告する。 



 

当該プログラム修了者で、本学大学院修了者は特任助教として採用し、研究をサポートする

ことも可能である。特任助教へのキャリアパスとしては、下記の４コースがある。 

 

１） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム）→大学院→特任助教 

 

２） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム）→大学院→海外（国内）留学→特任助教 

 

３） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム＋夜間大学院）→後期研修（夜間大学院） 

→特任助教 （夜間大学院は初期臨床研修１年目または２年目から入学） 

 

４）初期臨床研修（基礎研究医）プログラム→後期研修→大学院→特任助教 

 

なお、特任助教の所属は原則として本学基礎医学講座、基礎・臨床連携講座、先端医学研究

所とする。臨床講座に所属する場合は、上記講座との共同研究に基づく基礎的研究とする。 

兵庫医科大学では医学部において研究医枠運用を開始しており、２０２０年２名の研究医枠

の研修医を兵庫医科大学病院で採用した。うち１名は本年研修１年目より夜間大学院に入学し

ている実績を有する。 

 



区分 施設名 診療科 期間

血液内科 2ヶ月

アレルギー・リウマチ科 2ヶ月

糖尿病・内分泌・代謝内科 2ヶ月

肝・胆・膵内科 2ヶ月

呼吸器内科 2ヶ月

脳神経内科 2ヶ月

腎・透析内科 2ヶ月

循環器内科 2ヶ月

消化管内科 2ヶ月

炎症性腸疾患内科 2ヶ月

兵庫医科大学ささやま医療センター 内科 2ヶ月 or 6ヶ月

血液内科 2ヶ月

腎臓内科 2ヶ月

消化器内科 2ヶ月

緩和ケア内科 2ヶ月

リウマチ科 2ヶ月

糖尿病内科 2ヶ月

市立川西病院 内科 6ヶ月

協立病院 循環器内科／冠疾患内科 2ヶ月

公立宍粟総合病院 内科 2ヶ月

市立芦屋病院 内科 2ヶ月 or 6ヶ月

循環器内科 1ヶ月～2ヶ月

呼吸器内科 2ヶ月～

消化器内科 2ヶ月

高砂西部病院 内科（総合診療科） 1ヶ月～

肝・胆・膵外科 1ヶ月 or 2ヶ月

上部消化管外科 1ヶ月 or 2ヶ月

下部消化管外科 1ヶ月 or 2ヶ月

炎症性腸疾患外科 1ヶ月 or 2ヶ月

乳腺・内分泌外科 1ヶ月 or 2ヶ月

呼吸器外科 1ヶ月 or 2ヶ月

小児外科 1ヶ月 or 2ヶ月

心臓血管外科 2ヶ月

兵庫医科大学病院 小児科 1ヶ月

高砂西部病院 小児科 1ヶ月

精神 兵庫医科大学病院 精神科神経科 1ヶ月

産婦 兵庫医科大学病院 産科婦人科 1ヶ月

兵庫医科大学病院 救命救急センター 2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

公立宍粟総合病院 救急部門 2ヶ月

公立八鹿病院 救急部門 2ヶ月～3ヶ月

姫路医療センター 救急部門 2ヶ月～3ヶ月

・西宮渡辺病院 麻酔科 1ヶ月

・宝塚市立病院 麻酔科・集中治療救急室 1ヶ月

・明和病院 麻酔科 1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

1年目　医師臨床研修先の選択表(必修科目)
基礎研究医プログラム

救急 救急科研修3ヶ月のうち、1ヶ月を麻酔科に変更する場合、以下から選択できる。

※兵庫医科大学病院の麻酔科の研修期間は2ヶ月からとなっている為、選択科期間のうち

　1ヶ月を使用して、合計2ヶ月間の研修期間とする。

兵庫医科大学病院外科

兵庫医科大学病院

宝塚市立病院

必修科（1年目）

内科

小児

姫路医療センター



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 2ヶ月～

肝・胆・膵内科 1ヶ月～

呼吸器内科 1ヶ月～

腎・透析内科 2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 2ヶ月～3ヶ月

糖尿病・内分泌・代謝内科 2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～

腎臓内科 1ヶ月～3ヶ月

血液内科 1ヶ月～

緩和ケア内科 1ヶ月～3ヶ月

リウマチ科 2ヶ月～3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 1ヶ月～3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～3ヶ月

循環器内科 1ヶ月～2ヶ月

呼吸器内科 2ヶ月～

消化器内科 2ヶ月

尼崎中央病院 内科 1ヶ月～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週～

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

明和病院 循環器内科 1ヶ月～3ヶ月

高砂西部病院 内科（総合診療科） 1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

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週～

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

高砂西部病院 小児科 1ヶ月

小児

1年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)
基本プログラム

選択科

宝塚市立病院

姫路医療センター

兵庫医科大学病院

協立病院

内科



1年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)
基本プログラム

選択科

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

明和病院 産婦人科 1ヶ月～

肝・胆・膵外科 1ヶ月～

上部消化管外科 1ヶ月～2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～3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～3ヶ月

公立宍粟総合病院 外科 1ヶ月～2ヶ月

尼崎中央病院 外科 1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～3ヶ月

呼吸器外科 3ヶ月～

明和病院 外科 1ヶ月～2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 1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・集中治療救急室 1ヶ月～3ヶ月

西宮渡辺病院 麻酔科 1ヶ月～

明和病院 麻酔科 1ヶ月

精神 兵庫医科大学病院 精神科神経科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 整形外科 1ヶ月～3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～

協立病院 整形外科 3ヶ月

宝塚市立病院 整形外科 1ヶ月～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～2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～3ヶ月

麻酔

宝塚市立病院

姫路医療センター

兵庫医科大学病院

外科

救急

産婦

整形



1年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)
基本プログラム

選択科

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

姫路医療センター 形成外科 1ヶ月～

兵庫医科大学病院 脳神経外科 1ヶ月～

三田市民病院 脳神経外科 1ヶ月～3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 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 泌尿器科 1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

宝塚市立病院 泌尿器外科 1ヶ月～3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 1ヶ月～3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

姫路医療センター 耳鼻いんこう科 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～

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～3ヶ月

内視鏡 兵庫医科大学病院 内視鏡センター 1ヶ月～

感染 兵庫医科大学病院 感染制御部 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

保健所 西宮市保健所 地域保健 1週～

病理

放射

リハビリ

泌尿器

眼科

耳鼻

皮膚

形成

脳外



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 地域医療・一般外来 2ヶ月

神戸アドベンチスト病院 地域医療・一般外来 1ヶ月～

公立宍粟総合病院 地域医療・一般外来 2ヶ月

西宮回生病院 地域医療・一般外来 2ヶ月

いたみバラ診療所 地域医療・一般外来 1ヶ月

宮本クリニック 地域医療・一般外来 1週

土田医院 地域医療・一般外来 1週～

たにざわこどもクリニック 地域医療・一般外来 1ヶ月～2ヶ月

瀬尾クリニック 地域医療 1ヶ月～2ヶ月

兵庫医科大学病院 小児科 1ヶ月

高砂西部病院 小児科 1ヶ月

精神 兵庫医科大学病院 精神科神経科 1ヶ月

産婦 兵庫医科大学病院 産科婦人科 1ヶ月

兵庫医科大学 解剖学　細胞生物部門 6ヶ月

兵庫医科大学 解剖学　神経科学部門 6ヶ月

兵庫医科大学 生理学　生体機能部門 6ヶ月

兵庫医科大学 生化学 6ヶ月

兵庫医科大学 病原微生物学 6ヶ月

兵庫医科大学 免疫学 6ヶ月

兵庫医科大学 公衆衛生学 6ヶ月

兵庫医科大学 環境予防医学 6ヶ月

兵庫医科大学 法医学 6ヶ月

兵庫医科大学 遺伝学 6ヶ月

兵庫医科大学 病理学　分子病理部門 6ヶ月

2年目　医師臨床研修先の選択表(必修科目)
基礎研究医プログラム

必修科

地域

小児

基礎
医学
講座



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～2ヶ月

呼吸器内科 2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)
各プログラム共通

選択科

内科

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

小児



２年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)
各プログラム共通

選択科

高砂西部病院 小児科 1ヶ月

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～

兵庫医科大学病院

外科

救急

麻酔

産婦

放射

姫路医療センター

宝塚市立病院

小児



２年目　医師臨床研修先の選択表(選択科)
各プログラム共通

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～2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

皮膚

形成

泌尿器

病理

リハビリ

脳外

眼科

耳鼻

整形


