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プログラムの内容は，基幹病院，各領域の学会のホームページまたは 

「ふるさとドクターネット広島」のホームページをご覧ください。 

 
※各基幹施設のプログラムは，各基本領域学会の⼀次審査を通過したものであり， 

⽇本専⾨医機構の⼆次審査により修正・変更があることをご承知ください。 

 

 

ふるさとドクターネット広島 

https://dn-hiroshima.jp 

広島県の専⾨研修 

https://www.dn-hiroshima.jp/www/contents/1473830876632/ 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 呼吸器内科 藤⾼ ⼀慶 
TEL ： 082-257-5196 
E-Mail ： fujikazu@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 49 名 

プログラムの特徴 

広島⼤学病院を基幹施設として，広島県全体の医療圏・近隣医療圏にある連携施設とで内科専⾨研修
を⾏います。広島県および近隣の医療圏の医療事情を理解し，地域の実情に合わせた実践的な医療も⾏
えるように指導を⾏い，内科専⾨医としての基本的臨床能⼒獲得後は，内科領域サブスペシャリティ専
⾨医への道を歩む場合を想定して内科専⾨医の育成を⾏います。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当プログラムでは，⼤学病院の内科領域各診療科が連携をして，豊富な臨床経験を持つ指導医の下で
万遍なく多彩な症例を経験できる充実した指導体制を整えています。また，各診療科と関連のある広島
県内全域の多くの連携施設・特別連携施設とともに，個々の事情に配慮しながら内科専⾨医の育成を⾏
います。内科専⾨医資格取得後の内科領域サブスペシャリティ専⾨医資格取得を念頭においた研修を⾏
う⼀⽅で，リサーチマインドを育む研修も⾏い，臨床研究や基礎研究を⾏う⼤学院博⼠課程への進学も
⽀援します。また，中⼭間地勤務期間においても社会⼈⼤学院⽣として博⼠号取得への環境整備を整え
ています。 

総合内科・総合診療科 准教授 菅野 啓司 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私は呼吸器内科を専⾨領域として研修しています。広島⼤学病院専⾨医制度内科領域プログラムで
は，基幹病院の広島⼤学と県内全域の多くの連携施設にて内科全般と専⾨領域の双⽅を経験できます。
私は卒後３,４年⽬の研修を連携施設で⾏い，専⾨領域だけでなく⼀般内科から救急医療まで幅広く経験
致しました。卒後５年⽬は広島⼤学病院で専⾨領域を中⼼に研修しており，⼤学病院ならではの⾼度な
医療を学ばせて頂いております。また，⼤学病院では研究や教育にも⼒を⼊れており，本プログラムは
⼤学院進学を考えている⽅にも適しています。そして，私⾃⾝は広島県外出⾝であり出⾝⼤学も県外の
⼤学ですが，熱⼼かつ分け隔てなく御指導して頂いており充実した研修を送っております。あらゆる⾯
で優れたプログラムであり是⾮選択して頂ければと思います。 

卒後 6 年専攻医 細⾕ 尭永 

 
【連携施設】 

呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
東広島医療センター（東広島市） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 

JA 尾道総合病院（尾道市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
三次地区医療センター（三次市） 
中国労災病院（呉市） 
呉共済病院（呉市） 
済⽣会広島病院（坂町） 
済⽣会呉病院（呉市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 
マツダ病院（府中町） 
JR 広島病院（広島市東区） 
⼀陽会 原⽥病院（広島市佐伯区） 
吉島病院（広島市中区） 

広島大学病院専門医制度内科領域プログラム 
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三原市医師会病院（三原市） 
神⽯⾼原町⽴病院（神⽯⾼原町） 
中電病院（広島市中区） 
広島記念病院（広島市中区） 
翠清会 梶川病院（広島市中区） 
福島⽣協病院（広島市⻄区） 
⼤⽥記念病院（福⼭市） 
ビハーラ花の⾥病院（三次市） 
柳井医療センター（⼭⼝県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
福⼭市⺠病院（福⼭市） 
【特別連携施設】 

JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
呉共済病院忠海分院（⽵原市） 
東広島記念病院（東広島市） 

公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
三原城町病院（三原市） 
安芸市⺠病院（広島市安芸区） 
安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
庄原市⽴⻄城市⺠病院（庄原市） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 
府中北市⺠病院（府中市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
太⽥川病院（広島市東区） 
光仁会 梶川病院（広島市⻄区） 
シムラ病院（広島市中区） 
更⽣会 草津病院（広島市⻄区） 
道後温泉病院（愛媛県） 
⻑崎病院（広島市⻄区） 
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基幹施設 ： 県立広島病院 

住所 ： 広島市南区宇品神⽥１−５−５４ 
担当 ： 事務局 総務課 参事 仁⽥ 千枝 
TEL ： 082-254-1818（代表） 
E-Mail ： hphsoumu@pref.hiroshima.lg.jp 
URL ： http://www.hph.pref.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 6 名 

プログラムの特徴 

広島県の中⼼的な⾼度急性期病院である県⽴広島病院を基幹施設として，広島県広島医療圏を中⼼
に，県内の他医療圏（広島⻄，広島呉，広島中央，尾三，備北）の施設と連携した研修施設群（計 18 施
設）を構成しています。 

基幹施設ではサブスペシャルティ専⾨研修に重点を置き，⼗分な症例数と充実した指導体制のもと，
豊富な連携施設・特別連携施設での研修と併せて質の⾼い研修を受けることが可能となっています。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は広島市南部に位置し，「県⺠の皆様に愛され信頼される病院をめざします」を理念に掲げ，救急
医療，がん医療等を柱とし，県内を俯瞰する基幹病院として⾼度急性期を中⼼とした医療を展開してい
ます。 

当院の内科専⾨研修プログラムは，基幹施設として当院の特性を活かし，サブスペシャルティ専⾨研
修や内科救急診療，学術活動を通じて，専攻医のリサーチマインドを涵養し，専攻医のキャリアデザイ
ンをサポートします。 

また，広島県下にまたがる豊富な連携施設において，内科専⾨医になるために学ぶべき common 
disease や地域医療の現場での研修を⾏い，質の⾼い内科医を育成します。当院専⾨研修プログラムを
通じて，最新の知識，技能を修得するとともに，患者の社会的側⾯，⼼理的側⾯も考慮した，全⼈的医
療を実践できる内科専⾨医を⽬指してください。 

副院⻑・脳⼼臓⾎管センター⻑・循環器内科主任部⻑ 上⽥ 浩德 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私は県⽴広島病院で初期研修を⾏い，2020 年 4 ⽉より呼吸器内科として当院の内科専⾨研修プログ
ラムで研修しております。初期研修に引き続き後期研修も当院を希望した理由の⼀部をご紹介いたしま
す。まず 2019 年から開始した「内科救急」では，⽇中の救急⾞対応を通して分野を跨いだ多くの疾患
を経験できます。また，救急医や各科専⾨医から直接指導をいただける体制となっており，⽣きた知識
を得ることができます。医学は⽇進⽉歩ですが，最先端の医療が充実していることも当院の特徴のひと
つです。呼吸器内科においても多数の治験や臨床試験に参加しており，実際に症例登録をする機会も多
くあります。広島県での研修を考えられている⽅は，是⾮⼀度⾒学にお越しいただけたらと思います。 

卒後 5 年専攻医 藤⽥ 俊 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
済⽣会広島病院（坂町） 
JR 広島病院（広島市東区） 

マツダ病院（府中町） 
福島⽣協病院（広島市⻄区） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 
⼀陽会 原⽥病院（広島市佐伯区） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 

呉共済病院（呉市） 
東広島医療センター（東広島市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 

【特別連携施設】 

JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 

  

県立広島病院内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 8 名 

プログラムの特徴 

広島市⽴広島市⺠病院は，広島市の中⼼部に位置し，広島県都市部医療圏の中⼼的な急性期病院であ
り，救急医療，がん医療（地域がん診療連携拠点病院），⾼度医療を担っています。救急診療部専従を必
修としており，密度の⾼い救急医療を研修できます。 

また，1 年⽬から希望のサブスペシャリティーを中⼼とした研修ができますので，すでにサブスペシ
ャリティーが決まっている専攻医を歓迎します。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

広島市⽴広島市⺠病院には，内科系各領域それぞれの専⾨医がそろっており，研修医に対する指導に
⼒を⼊れています。私たちと⼀緒に仕事をすることで，あなたは知らず知らずのうちに，確かな内科専
⾨医への道を踏み出していることでしょう。 

症例も急性疾患から慢性疾患まで，また，良性疾患から悪性疾患まで⼗分に経験でき，頑張れば頑張
るほど多くのものを⾝につけることができます。 

オフの時間は，COVID-19 収束後には，⽬と⿐の先にある繁華街に繰り出すもよし，広島カープやサ
ンフレッチェ広島の応援に⾏くもよし，広島交響楽団のコンサートに⾏くもよし，明るく充実した研修
⽣活があなたを待っています。 

内科主任部⻑ 植松 周⼆ 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

新内科専⾨医制度では，幅広い分野の疾患を経験する必要があり，どのような疾患を経験できるのか
が，プログラムを選択する上で，重要なポイントになってくると思います。 

現在，私は当院の基幹プログラムで，消化器内科を中⼼に研修を⾏っておりますが，希望すれば専⾨
以外の内科を研修することもできます。救急科の研修では，内科以外の疾患についても経験でき，その
後の⾃分に役に⽴つ様々なノウハウも得られます。 

また当院は急性期病院のため，1 年間の院外での研修で，内科医に必要な慢性期の疾患も勉強できま
す。 

ある程度研修は個⼈の希望を尊重してもらえるため，指導医・同期と相談しながら，⾃分に合った研
修を是⾮当院で⾏いましょう。 

卒後 4 年専攻医 槇⼭ 誠⼈ 

 
【連携施設】 

岩国医療センター（⼭⼝県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
福⼭市⺠病院（福⼭市） 
広島⼤学病院（広島市南区） 
岡⼭市⽴市⺠病院（岡⼭県） 
岡⼭⾚⼗字病院（岡⼭県） 
岡⼭医療センター（岡⼭県） 

倉敷中央病院（岡⼭県） 
川崎医科⼤学附属病院（岡⼭県） 
岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
広島逓信病院（広島市中区） 
福島⽣協病院（広島市⻄区） 
JR 広島病院（広島市東区） 
済⽣会広島病院（坂町）

  

広島市民病院内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター 安佐市民病院 

住所 ： 広島市安佐北区⻲⼭南⼀丁⽬２−１ 
担当 ： 事務室 総務課 ⼈事係 豊⽥ ⿇⾥ 
TEL ： 082-815-5211（代表） 
E-Mail ： toyota-m@hcho.jp 
URL ： https://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 8 名 

プログラムの特徴 

本プログラムは，広島県北⻄部地域の中⼼的な⾼度急性期病院である安佐市⺠病院を基幹施設とし
て，当院と強い診療連携体制をとる広島医療圏北部，備北医療圏および島根県南部の連携施設・特別連
携施設とで形成した内科専⾨研修です。広島県全体および隣接県の医療事情を理解し，地域の実情に合
わせた実践的な診療を修得することによって，広島県全域および隣接県の医療を⽀えることのできる有
能な内科専⾨医の育成を⾏います。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院の内科指導医は，それぞれのサブスペシャリティ専⾨医でありながら常に総合内科医としての責
務を果たすことをモットーとしています。⾼齢救急患者さんの多いこの地域では，連携施設・特別連携
施設とお互いの役割を理解して連携を深めており，若⼿医師の教育・⽀援にも⼒を⼊れています。安佐
市⺠病院は 434 床の総合病院でありながら，各診療科の垣根が低く，気軽に相談できる体制を維持して
おり，内科のなかでは専⾨診療科を超えた診療体制をとっています。メディカルスタッフとのチーム医
療体制も充実しています。内科専⾨医研修において必要な経験症例は内科全体で協⼒しながら指導を⾏
うこととしており，連携施設・特別連携施設とはネットカンファレンスや⼈事交流を⾏い，安⼼して充
実した専⾨医研修を受けることができます。 

診療統括部 統括部⻑補佐／内科専⾨研修プログラム責任者 加藤 雅也 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

広島市⽴安佐市⺠病院内科専⾨医研修プログラムに参加し,現在総合診療科で研修させていただいて
いる濵﨑政宏です。 

安佐市⺠病院は広島県広島市安佐北区に位置する,地域拠点病院で県北⻄部の医療を担っております。
当院は 2022 年 5 ⽉に移転し,最先端の設備,フレッシュな環境で研鑽を積む事ができます。診療科同⼠の
垣根も低く,それぞれの診療科の質の⾼い医療を学ぶ事ができます。 

また,⾼齢化社会が進⾏しており,慢性期の医療のニーズも⾼まっております。急性期治療を終えた患
者さんが必要とする医療についても,連携病院での研修で学ぶ事ができます。 

これからの時代に必要な医療について研修できる安佐市⺠病院内科専⾨医研修プログラムに参加し
てみませんか？ 

卒後 5 年専攻医 濵﨑 政宏 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 

【特別連携施設】 

安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
公⽴⾢智病院（島根県） 
北広島町豊平診療所（北広島町） 
 
 

  

北部医療センター安佐市民病院内科専門医研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島赤十字・原爆病院  

住所 ： 広島市中区千⽥町⼀丁⽬９−６ 
担当 ： 教育研修推進室 原野 彩夏 
TEL ： 082-241-3111（内線 3110） 
E-Mail ： kyouiku@hiroshima-med.jrc.or.jp 
URL ： https://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/ 
募集定員 ： 4 名 

プログラムの特徴 

内科専⾨研修で⼀般的に不⾜しがちとされる⾎液，リウマチ・膠原病，神経の症例も豊富にあり，幅
広い疾患を診療することができます。連携施設は県内では広島市内や中⼭間地等の６施設，県外では九
州⼤学病院をはじめとした福岡県ならびに⼤分県内の⼤・中規模病院の 10 施設のあわせて 16 施設で，
これらの施設での研修を組み合わせることにより，地域的・社会的背景の異なる多彩な症例や，先進医
療を経験することが可能です。また必要な条件を満たした場合には，３年⽬に当院でサブスペシャリテ
ィ研修に進むこともできます。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

新しい内科専⾨医制度は 3 年間のプログラム制であり，内科系の 70 疾患群のうち少なくとも 56 疾患
群を経験し，合計で 160 症例以上を経験することが必要とされています。内科系専⾨医を志す場合に
は，⾃⾝が⽬指すサブスペシャリティ分野以外の症例も必要とされるため負担が⼤きいのが実情です。
しかし，多岐にわたる症例を経験し，診療できるのが内科の魅⼒であるのもまた確かです。当院では内
科の全ての分野で豊富な症例と優れた指導医を有しており，内科医としての⾒識を深める充実した研修
を受けることができます。また最速でのサブスペシャリティ専⾨医資格の取得にも対応した研修制度を
取っています。負担の多い研修制度であるからこそ，内科を志す若い先⽣の研修を，ニーズに応じて全
⾯的にサポートしていきたいと考えています。 

リウマチ科部⻑ 澤部 琢哉 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私はサブスペシャリティとして⾎液内科診療に専従した研修を本年４⽉より広島⾚⼗字・原爆病院に
て開始しております。広島全域からご紹介いただき，多数の⾎液患者さんの診療にあたらせていただい
ています。指導医の温かいご指導をいただき，時に厳しいご鞭撻を賜りながら，充実した⽇々を過ごし
ております。夜間当直や救急当番においては，ジェネラリストとしての修練を積むことができます。夜
勤で疲れた時も看護師さんたちパラメディカルの⽅々のやさしい励ましの声で働く⼒をとりもどしま
す。カンファレンスや勉強会の機会も多く，勉学に励む⽇々です。数多くの⾎液患者さんが集まる広島
⾚⼗字・原爆病院で，私たちと楽しく⾎液内科を学びませんか？少しでも興味があればお気軽に⾒学に
いらしてください！ 

卒後 4 年専攻医 池⽥ 理⼀郎 

 
【連携施設】 

九州⼤学病院（福岡県） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 
中電病院（広島市中区） 
JCHO 九州病院（福岡県） 

北九州市⽴医療センター（福岡県） 
浜の町病院（福岡県） 
福岡⾚⼗字病院（福岡県） 
九州医療センター（福岡県） 
原三信病院（福岡県） 
九州⼤学病院別府病院（⼤分県） 
飯塚病院（福岡県） 
新⼩倉病院（福岡県） 

  

広島赤十字・原爆病院内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 

住所 ： 廿⽇市市地御前１丁⽬３−３ 
担当 ： 教育研修課 課⻑ 寺岡 みゆき 
TEL ： 0829-36-3111 
E-Mail ： hiro.kensyu@hirokouren.or.jp 
URL ： https://hirobyo.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

「広総内科専攻医プログラムもみじ 2023」は，広島県⻄医療圏の中⼼的な急性期病院である JA 広島
総合病院を基幹施設として，近隣医療圏の特徴ある医療施設と連携した地域に根ざしたプログラムで，
当地域の医療事情を理解し，地域の実情に合った実践的な先進医療を研修できます。基本的臨床能⼒獲
得後は個別のサブスペシャリティー技能も獲得可能で，内科専⾨医として広島県全域を⽀えることを可
能とする発展的な地域完結型プログラムです。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

「広総内科専攻医プログラムもみじ 2023」では，基幹施設である JA 広島総合病院での急性期医療の
みならず，各連携施設や特別連携施設での特徴ある医療を，それぞれの専攻医の希望に沿って経験習得
することができます。 

本プログラムは，サブスペシャリティーを平⾏して研修するサブスペ平⾏研修を基本としており，⾮
常に⾃由度が⾼くなっています。当初よりサブスペシャリティーを決定している⽅にとっても，広い分
野の症例を経験できるうえ，そのサブスペシャリティー領域について専⾨的に経験を積むことができま
す。サブスペ以外の内科全般については，⽇当直，および ER・総合診療科などの協⼒の下で経験を積ん
でいきます。本プログラムはサブスペ専⾨医試験を最短期間で受けることができるよう構成されていま
す。 

統括副院⻑，総合診療科主任部⻑ 溝岡 雅⽂ 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私は 2020 年度から「広総内科専攻医プログラムもみじ」に参加しています。2020 年，プログラムに
参加した年は新型コロナウィルスが猛威を振るい始めた年でした。私のサブスペシャリティーは呼吸器
内科であり，専攻医となった年から広島⻄部のコロナ感染症に携わってきました。コロナ肺炎は「肺炎」
ですが，他科との連携が必須になります。また，コロナ禍で呼吸器内科診療はもちろん，他科の診療に
制限かかかる中で，プログラムを通じて呼吸器疾患を問わず，⾮常に多くの疾患や症例を経験すること
が出来ました。まだ J-OSLER への登録は済んでいませんが，現時点で既に，必要な症例の数や種類は
到達出来ています。もみじプログラムの根底には，地域に根付いた医療，というものが感じられ，科の
垣根を越えて様々な疾患が経験できます。また，他科の医師や多職種からのサポートも⼤きく，安⼼感
をもって研修に望めていると実感しています。地域医療に興味がある⽅や，総合的な医療に興味がある
⽅には，是⾮もみじプログラムをお勧めしたいと思います。興味があれば是⾮⾒学に来られてみてくだ
さい。 

卒後 5 年専攻医 ⻑⾕川 博司 

 
【連携施設】 

広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
⼀陽会 原⽥病院（広島市佐伯区） 

【特別連携施設】 

慶広会 野島内科医院（広島市佐伯区） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 

  

広総内科専攻医プログラムもみじ 2023 
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基幹施設 ： 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

住所 ： 呉市⻘⼭町３−１ 
担当 ： 管理課 庶務係⻑ 中⼭ 裕⽂ 
TEL ： 0823-22-3111 
E-Mail ： 506-senmon@mail.hosp.go.jp 
URL ： https://kure.hosp.go.jp/ 
募集定員 ： 4 名 

プログラムの特徴 

広島県南部の呉⼆次医療圏唯⼀の三次救急病院であり，がんセンターでもある当院は広島県内に広範
囲の施設と連携を取り，幅広い内科研修を⾏うことができます。特に⾼齢化が著しい呉江⽥島地域での
研修を⾏うことにより地域の実情を理解し，地域の求める医療を実践します。内科のすべてのサブスペ
シャリティ領域の専⾨性も⾼く研修ができますので将来を⾒据え豊富な症例経験と研究の機会があり
ます。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は呉⼆次医療圏の「最後の砦」として救急医療を担いつつ，がんセンターとしての機能を有して
いるため，研修期間中にいわゆる common disease から希少疾患まで幅広い症例を経験することができ
ます。指導医から学ぶとともに，初期研修医や実習の学⽣への指導を通じて学びを深め，医師としての
プロフェッショナリズムを実践していきます。週 1 回の内科カンファレンスで全内科医が症例検討を⾏
っているほか，国内外の学会発表も盛んであり，発表者は回数に制限なく出張旅費，学会参加費が⽀給
されるのも特徴です。さらに内科専⾨研修終了に必須の JMECC をはじめ Autopsy Board,感染管理，臨
床倫理，医療安全などの講習会も開催しています。研修の進歩は専属の事務員が担当し，指導医の⾯談
もあり，サポートも万全です。 

副院⻑ 髙野 弘嗣 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院で内科専⾨研修を⾏うメリットは，①豊富で多様な症例経験ができる ②JMECC や CPC，専⾨医
共通講習の開催がある ③アカデミックな活動に関して⼿厚い⽀援が得られる ことだと思います。当院
は内科系外科系ほぼすべての診療科が揃った⼆次医療圏の中核を担う基幹病院であり，common 
disease から rare disease まで沢⼭の症例を経験できます。総合病院でありながら診療科同⼠の垣根が
低く，専攻科以外の内科症例・外科紹介症例の経験も容易です。また J-OSLER 修了に必要な諸講習が
当院で開催されるため，当院に勤務すればこれらに関する基準は達成できます。学会発表時の旅費・参
加費補助や論⽂執筆時の校正費・投稿費の補助は⾮常に⼿厚く，学術活動を⾏う上でも⾮常にメリット
があると⾝をもって感じています。歴史が息づく⾵光明媚な港町・呉で，ぜひ私たちと⼀緒に研修しま
しょう。 

卒後 3 年専攻医 奥﨑 体 

 
【連携施設】 

東広島医療センター（東広島市） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
県⽴広島病院（広島市南区） 

広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
済⽣会呉病院（呉市） 
【特別連携施設】 

公⽴下蒲刈病院（呉市） 

  

呉医療センター・中国がんセンター内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 

住所 ： 呉市広多賀⾕１−５−１ 
担当 ： 総務課 磯⾕ 亮太 
TEL ： 0823-72-7171 
E-Mail ： shomu-4@chugokuh.johas.go.jp 
URL ： https://www.chugokuh.johas.go.jp/ 
募集定員 ： 4 名 

プログラムの特徴 

・内科救急医療やプライマリ・ケアをはじめ，医師に必要とされる基本的な診療能⼒を修得すると共に，
患者の⾔葉に⽿を傾け，患者から信頼される医師を⽬指す。 

・内科的診断・治療のための検査・⼿技能⼒を修得する。 
・他の医療スタッフと共に患者中⼼のチーム医療が⾏える能⼒を修得する。 
・初診・⼊院から退院まで可能な範囲で経時的に，診断・治療の流れを通じて全⼈的医療を実践するこ

とを修得する。 
・地域のかかりつけ医と連携し，地域完結型の医療を学ぶ。 
・内科学の進歩に合わせた⽣涯学習を⾏うための⽅略の基本を修得すると共に，リサーチマインドの素

養を修得する。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私達の⽬指す内科専⾨医とは，幅広い医学的視野と⾼度の医療技能を共に持ち，患者さんに柔軟に対
応できる医師のことです。これらは『⼼』『知識』『技術・技能』『経験』で裏付けられた診断・治療能⼒
であります。当院内科後期研修ではどのサブスペシャリティ領域の志望であるかにかかわらず，診療守
備範囲の広い，⾼レベルで，包括的な内科診療を実践できる専⾨医となることを⽬標としています。 

副院⻑ 守屋 尚 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
呉共済病院（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
【特別連携施設】 

島の病院おおたに（江⽥島市） 
公⽴下蒲刈病院（呉市） 
呉記念病院（呉市） 

  

中国労災病院内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 

住所 ： 呉市⻄中央２−３−２８ 
担当 ： 総務課 主任 宮地 克典 
TEL ： 0823-22-2111（代表） 
E-Mail ： k-miyaji@kure-kyosai.jp 
URL ： https://www.kure-kyosai.jp/ 
募集定員 ： 4 名 

プログラムの特徴 

13 領域のうち，ほぼ全ての疾患群の症例を経験することができます。技術・技能評価⼿帳にある内科
専⾨医に必要な技術・技能（内視鏡，⼼カテを含む⾎管造影検査，透析，がん化学療法など）を，実際
の症例に基づきながら幅広く経験することができます。地域に根ざした医療，病診・病病連携なども経
験できます。在宅緩和ケア治療，終末期の在宅診療などがん診療に関連した地域医療・診療連携を経験
できます。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は地域医療の中核病院として内科の専⾨知識と技能を持った医師の下で⾼度医療を⽬指しています。 
また，広島⼤学病院・中国労災病院・安佐市⺠病院・広島⾚⼗字原爆病院・県⽴広島病院など，多く

の病院と連携を取り，充実した研修を⽬指しています。 
診療部⻑（内分泌・代謝内科分野責任者） 岡村 緑 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

広島県南⻄部に位置する呉共済病院は，全 33 科，397 床を擁する呉市の中核病院です。 
年間 2,500 台近くの救急⾞を受け⼊れる救急指定病院であり，軽症から重症まであらゆる救急患者に

対応します。初期研修で学んだ知識と⼿技を最⼤限臨床応⽤でき，⾃⼰の診療能⼒をさらに磨き，深め
ることができます。 

臨床，研究，指導に秀でた指導スタッフがとても充実しており，同じ診療科だけでなく，診療科の垣
根を越えて優しく丁寧な指導を受ける事ができる環境が整っており，⼀般臨床から専⾨分野まで隙のな
い後期研修⽣活を送ることができます。 

学会発表や論⽂を書きたい先⽣⽅にも最⾼の環境で，仕事もプライベートもどちらも充実できるシス
テム作りも進んでいます。ぜひとも当院内科プログラムにご参加ください。 

卒後 3 年専攻医 林 健太郎 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
愛媛⼤学医学部附属病院（愛媛県） 
中国労災病院（呉市） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院（広島市安佐北区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
⼀陽会 原⽥病院（広島市佐伯区） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
【特別連携施設】 

⼟⾕総合病院（広島市中区） 
  

呉共済病院内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 国立病院機構 東広島医療センター 

住所 ： 東広島市⻄条町寺家５１３ 
担当 ： 管理課 庶務班⻑ ⽮⽥部 如央 
TEL ： 082-423-2176 
E-Mail ： yatabe.yukihisa.tb@mail.hosp.go.jp 
URL ： https://higashihiroshima.hosp.go.jp 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

本プログラムは，広島中央医療圏で中⼼的な役割を担う急性期病院である東広島医療センターを基幹
施設とし，当院と強い診療連携体制にある近隣医療圏の連携施設とで内科専⾨医研修を⾏います。広島
県の医療事情を理解し，地域の実情に合わせた実践的な医療が⾏えるように訓練され，基本的臨床能⼒
獲得後は必要に応じた可塑性のある内科専⾨医として広島県を⽀えることのできる内科専⾨医の育成
を⾏います。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は広島中央医療圏の中核病院です。中央医療圏の広範囲から患者さんが集まるため多様な疾患群
の研修ができます。また，地域がん診療連携拠点病院の役割を担っていますので多様ながん患者さんも
経験できます。いずれにしても⼗分な症例を経験することができます。また，患者さん本位の誠実で親
切な⼼温まる医療を⽬指し，また⽇頃から研鑽し科学にもとづき納得できる先進医療を取り⼊れながら
安定的に安⼼で安全な医療を提供するという当院の理念の元で研修すれば，⼗分に納得される内科医師
となれると思われます。 

内科各分野の疾患は専⾨医のもとで治療を⾏い経験し学ことができます。サブスペシャリティの専⾨
医資格取得を念頭においた場合でも良い研修ができます。また，地域の医療機関なので⼀般内科の疾患
も診察する機会がたくさんあります。全⼈的な内科診療をできる内科専攻医を⽬指す先⽣⽅の応募をお
待ちしています。 

消化器内科部⻑ 濱⽥ 博重 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 

  

東広島医療センター内科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 

住所 ： 尾道市平原⼀丁⽬１０番２３号 
担当 ： ⼈事課 ⼈事課⻑ ⼭上 洋⼀郎 
TEL ： 0848-22-8111 
E-Mail ： ri.onomichi@hirokouren.or.jp 
URL ： https://onomichi-gh.jp/ 
募集定員 ： 6 名 

プログラムの特徴 

以前から若⼿医師の育成には⼒を⼊れており，当院の卒業⽣がすでに多数臨床の第⼀線で活躍してい
ます。 

当地区は全国的に有名な「尾道⽅式」と呼ばれる地域医療連携が展開されており，地域全体で患者を
ケアできます。 

また，地域の特性を⼗分に活かし，コモンディジーズから三次救急の疾患，また地域医療から⾼度医
療までを内科の全領域で経験でき，将来臨床医・研究者・指導者としても第⼀線で活躍し続けられる⼈
材を育成します。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

尾道総合病院では，主に将来，消化器内科，呼吸器内科，腎臓内科，循環器内科の専⾨医を⽬指す先
⽣⽅に最適な研修プログラムをご⽤意しています。各領域には多数の指導医が熱意を持った指導を展開
しています。 

また厚労省指定のがん診療連携拠点病院として質の⾼いがん診療，地域救命救急センターとしての三
次救急医療を通じて，地域に根差したがん，救急医療を展開しており，地域医療圏から⼤きな信頼を得
ています。 

尾道地区は，従来から医師会全体の病診連携が⾮常に良好であり，“地域の先⽣⽅と創る”患者さんの
⽴場に⽴った良質な内科医療を経験することができます。専攻医の期間は，『内科専攻科』に所属し，各
科が横断的に育成するシステムとなっています。 

将来，患者さんの気持ちを理解できる内科専攻医を⽬指す先⽣⽅の応募をお待ちしています。 
消化器内科・内科専攻科主任部⻑ ⼩野川 靖⼆ 

 
【連携施設】 

中国労災病院（呉市） 
三原市医師会病院（三原市） 
尾道市⽴市⺠病院（尾道市） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
⼤⽥記念病院（福⼭市） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
【特別連携施設】 

東広島記念病院（東広島市） 
  

JA 尾道総合病院内科専門医研修プログラム 
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基幹施設 ： 国立病院機構 福山医療センター 

住所 ： 福⼭市沖野上町４−１４−１７ 
担当 ： 管理課 管理課⻑ 岡本 隆志 
TEL ： 084-922-0001（代表） 
E-Mail ： 507-HP@mail.hosp.go.jp 
URL ： https://fukuyama.hosp.go.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

国⽴病院機構福⼭医療センターは，広島県東部医療圏の中⼼的な機能を満たす病院の⼀つであり，広
島県指定がん診療連携拠点病院，エイズ治療拠点病院，地域医療⽀援病院等の認定施設として，連携施
設・特別連携施設とで内科専⾨研修を⾏い，必要に応じた可塑性のある地域医療にも貢献できる内科専
⾨医を⽬指します。また，サブスペシャリストから最新の医療を学ぶことにより，豊富で幅広い知識と
経験を積むことができます。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院での研修は，「⾃由」と「⾃主性」を重んじ，常に専攻医みずからが望むべき研修を受けられるよ
う配慮しています。専攻医それぞれの性格や資質・能⼒に応じた個別の研修ができるよう臨機応変にプ
ログラムなどを構成しています。病院の規模のわりには専攻医が多くなく，症例数も豊富なため充実し
た研修が受けられます。また，連携施設・特別連携施設ともそれぞれの施設が得意とする分野に関して，
当院では難しい研修において補っていただけるシステムとなっており，網羅的な研修，研鑽を積むこと
が可能です。このように，初期研修を終え内科医としての⼀歩をあゆみ出すには，当院での研修は⾮常
に適していると考えますので，ぜひ当院での研修を考えていただけたらありがたいと思います。 

プログラム統括責任者 豊川 達也 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私は岡⼭⼤学病院で初期研修を⾏っている際に「たすき掛け研修」として当院で 5 か⽉間研修させて
頂きました。その時に，当院の研修医の先⽣⽅が主体的に患者様を受け持って治療を進めていたり，上
級医の先⽣⽅のサポートのもとで⼿技をしていたりと，楽しそうに研修している姿を⾒て⾮常に魅⼒的
に感じました。実際，5 か⽉間という短期間ではありましたが，⾃分の希望に沿って充実した研修させ
て頂きました。 

このたすき掛け研修を終えた際に「またこの環境で働きたい」と思い，内科専攻医として採⽤して頂
きました。去年の 4 ⽉から働き始めて，内視鏡やエコー，外来や病棟管理など時間に追われていますが
充実した⽇々を過ごしています。是⾮⼀度⾒学にお越しください。⼼よりお待ちしております。 

卒後 4 年専攻医 住井 裕梨 

 
【連携施設】 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
広島⼤学病院（広島市南区） 
川崎医科⼤学附属病院（岡⼭県） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
福⼭市⺠病院（福⼭市） 
中国中央病院（福⼭市） 

岩国医療センター（⼭⼝県） 
岡⼭医療センター（岡⼭県） 
笠岡市⽴市⺠病院（岡⼭県） 
【特別連携施設】 

⼤⽥記念病院（福⼭市） 
紫苑会 藤井病院（福⼭市） 
福⼭循環器病院（福⼭市） 

  

福山医療センター内科専門医研修プログラム 
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基幹施設 ： 福山市民病院 

住所 ： 福⼭市蔵王町五丁⽬２３番１号 
担当 ： 経営企画部 病院総務課 主事 ⻄畑 直哉 
TEL ： 084-941-5151 
E-Mail ： shimin-byouin@city.fukuyama.hiroshima.jp 
URL ： https://www.fc-hosp.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

福⼭市⺠病院は救命救急センターを併設し，広島県東部から岡⼭県⻄部の中核となる急性期病院で
す。当院の役割は，「救急医療」，「がん診療」，「⾼度専⾨医療」であり，当地において，⼤学病院の代わ
りとなるべき病院です。よって，症例は⾮常に豊富で，特に消化器（肝・胆膵・消化管），循環器，呼吸
器，⾎液領域では充実した研修が可能です。また，連携施設への出向が 6 か⽉と短期間であることも特
徴です。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院の内科は，⼀般内科としての，肝臓・胆膵・消化管・呼吸器・⾎液・腎臓に加え，循環器内科，
神経内科，腫瘍内科に常勤の専⾨医を配し，糖尿病は週 3 回・膠原病は週 2 回の⾮常勤専⾨医で構成さ
れる総合内科です。各専⾨領域で救急・がん・⾼度専⾨診療に取り組んでいますが，各専⾨科の垣根は
低く協⼒しながら診療しています。⼤学病院のない当地の中核病院である性格上，症例は⾮常に豊富で，
コモンな救急疾患から稀な症例まで経験可能で，専攻医の数もそれほど多くないため，消化管・胆膵内
視鏡，気管⽀鏡，⼼臓カテーテルなど基本⼿技から⾼度専⾨⼿技まで，奪い合うことなく経験可能です。
学術活動においては，地⽅会の奨励賞，全国学会の主題発表，論⽂作成が専攻医の⽬標です。是⾮我々
と共に地域医療を⽀えながら研鑽し，専⾨医を取得して下さい。 

副院⻑ 兼 教育研修部⻑ 兼 医療⽀援センター⻑ 植⽊ 亨 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

私は消化器内科を専攻しており，初期研修から引き続き後期研修も当院で⾏っています。内科志望で
あれば J-OSLER で多彩な疾患を経験することが求められますが，⽇中の救急当番や初診外来は専攻医
が中⼼となって⾏っており，受け持った症例の多くは主治医として経験できるため，市中病院でありな
がら⾃院のみで完結することができます。また上級医の⼿厚いバックアップがあり，EUS・ERCP や
TACE・RFA など専⾨的な⼿技に関しても専攻医主体で経験することができます。指導医の豊富な経験
もありほぼ毎年，地⽅会の奨励賞を受賞しており，学術活動においても充実しております。専攻医とし
て主体的に診療に携わるようになり悩んでばかりの⽇々ですが，その都度様々な診療科の先⽣が気軽に
相談に乗ってくださるおかげで，⼀歩⼀歩前に進むことができています。是⾮⼀度⾒学にお越しくださ
い。⼼よりお待ちしております。 

卒後 3 年専攻医 島⽥ 佳祐 

 
【連携施設】 

川崎医科⼤学附属病院（岡⼭県） 
広島⼤学病院（広島市南区） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
川崎医科⼤学総合医療センター（岡⼭県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
⼤⽥記念病院（福⼭市） 
岡⼭⾚⼗字病院（岡⼭県） 
津⼭中央病院（広島県） 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
笠岡市⽴市⺠病院（岡⼭県） 
【特別連携施設】 

井原市⺠病院（岡⼭県） 
神⽯⾼原町⽴病院（神⽯⾼原町） 
紫苑会 藤井病院（福⼭市） 
府中市⺠病院（府中市） 

  

福山市民病院内科専門研修プログラム 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹施設 ： 公立学校共済組合 中国中央病院 

住所 ： 福⼭市御幸町上岩成１４８番１３ 
担当 ： 事務部庶務係 中藤 祐⼦ 
TEL ： 084-970-2121 
E-Mail ： medico@kouritu-cch.jp 
URL ： https://www.kouritu-cch.jp/resident/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

広島県東部 福⼭府中⼆次医療圏（⼈⼝約 52 万⼈）における地域の中核病院として，⻑年，内科学会
認定教育病院として，認定医，総合内科専⾨医の育成に⼒をいれてきました。内科分野の中では，⾎液，
呼吸器，消化器，腎臓，糖尿病，膠原病関連の患者さんが多い病院です。また，中規模病院であるため，
専⾨的な疾患だけではなく，common disease も数多く経験することが可能になります。将来，内科
Subspecialty 専⾨医に進むにしても，新しい内科専⾨医制度の⽬的である総合内科専⾨医として活躍で
きる医師になるための研修をしっかりとしていただきたいと考えています。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

総ベッド数は 237 床と中規模ですが，内科は 150 床前後と研修に⼗分な数となっています。呼吸器，
⾎液，消化器，腎，膠原病，糖尿病については，当院で必要な症例および⼿技を経験することができま
す。循環器，神経疾患についてはそれぞれの専⾨的な連携施設にて研修します。中規模病院ですので，
各科の垣根は低く，⾃由度の⾼いプログラムとなっています。 

病院⻑・呼吸器内科部⻑ ⽞⾺ 顕⼀ 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は福⼭市郊外の⾃然豊かな地域にある中規模病院ですが，腎臓，膠原病，⾎液，呼吸器などの分
野に関しては，備後地域随⼀の症例数を誇ります。⼀般的な市中病院ではなかなか経験することのでき
ない治療法や⼿技も多数経験でき，これらの分野に興味をお持ちの先⽣⽅にとって，当院での研修は⾮
常に充実したものになると思います。先⽣⽅とお会いできるのを楽しみにしております。 

卒後 5 年専攻医 内⽥ 成彦 

 
【連携施設】 

⼤⽥記念病院（福⼭市） 
福⼭循環器病院（福⼭市） 
【特別連携施設】 

神⽯⾼原町⽴病院（神⽯⾼原町） 
府中市⺠病院（府中市） 
紫苑会 藤井病院（福⼭市） 
寺岡記念病院（福⼭市） 

  

公立学校共済組合中国中央病院内科専門医制度研修プログラム 
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基幹施設 ： 市立三次中央病院 

住所 ： 三次市東酒屋町１０５３１番地 
担当 ： 病院企画課 主査 迫 あすか 
TEL ： 0824-65-0101 
E-Mail ： byouinkikaku@city.miyoshi.hiroshima.jp 
URL ： https://www.miyoshi-central-hospital.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

当院の内科研修プログラムは全国的に⾒ても有数の⾼齢化地域である＝⼈⼝構成については先進的
である，広島県備北医療圏を主な研修の場とするものです。 

地域医療を実践することで，患者から求められる医師の基礎を築いていきます。 
基幹病院である当院は，広⼤な医療圏からさまざまな急患を受け⼊れています。当直医としてこれら

の疾患の初期診療を⾏い，必要な場合は専⾨医と共に診療することで救急医療に対して⾃信を持てます。 

指導医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は広島県北地域の基幹病院です。県北の広範囲から救急患者が集まるため多様な疾患群の研修が
できます。⼀部は広島市内などの病院に搬送しますが，初期対応，初期治療を⾏って搬送する場合がほ
とんどですので，初期診療についての研修は可能です。 

さらに各分野の疾患について，かなり深く専⾨的な治療を経験して学ぶことができます。 
また地域の特性から，病院において common disease を診療する機会が多いことも特徴でしょう。 
当院で研修すれば，専⾨性を持ちながら多種多様な疾患にもかなりの程度まで対応でき，現在求めら

れている医師像に近づけるのではないかと考えています。 
さらに連携施設においては，⽣活に密着した研修を⾏うことで，⾼齢化社会における医療や介護・福

祉の役割など，今後⽇本全体で問題になっていく事柄について，⾝をもって学べます。 
副院⻑・内科主任医⻑ ⽥中 幸⼀ 

当該プログラム専攻医から内科専攻医希望者へのメッセージ 

当院での内科専攻医プログラムでは救急対応，内科全般，専攻科まで幅広く，様々な疾患に対応する
スキルを⾝につけることができます。当院は各診療科の垣根が低く，わからないことや困ったことがあ
れば他科の医師に気軽に相談できる環境であるため，働きやすい職場だと感じています。後期研修医プ
ログラムは初期研修と⽐較すると，より責任や判断⼒などが求められ，時には治療⽅針の決定に難渋す
ることがありますが，指導医や他科の先⽣⽅と相談しながらアセスメントすることができ，貴重な臨床
経験を積むことができるのが当院のプログラムの魅⼒であります。専攻開始して間もないですが，多種
多様な疾患に対する機会を得られ，⽇々成⻑できていると強く感じています。 

卒後 3 年専攻医 濱本 幸愛 

 
【連携施設】 

庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
神⽯⾼原町⽴病院（神⽯⾼原町） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 

JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
【特別連携施設】 

安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
庄原市⽴⻄城市⺠病院（庄原市） 

  

市立三次中央病院内科専攻医研修プログラム 
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小児科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： ⼩児科 教授 岡⽥ 賢 
TEL ： 082-257-5212 
E-Mail ： sokada@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 12 名 

プログラムの特徴 

本プログラムは広島⼤学を基幹病院とし，広島県内の病院で⼀般⼩児科診療・新⽣児診療・地域医療
の専⾨研修を⾏います。3 年間の広島県全域にわたる専⾨研修の中で，⼩児の１次から３次医療までを
経験し，⼩児科医として⽋くことのできない救急疾患の対応，急性疾患の管理を研修し，同時に専⾨分
野での先進・⾼度医療も経験できる研修プログラムとなっています。 

指導医から小児科専攻医希望者へのメッセージ 

本プログラムでは「⼩児医療の⽔準向上・進歩発展を図り，⼩児の健康増進および福祉の充実に寄与
する優れた⼩児科専⾨医を育成する」ことを⽬的とし，⼀定の専⾨領域に偏ることなく，幅広い研修が
可能です。専攻医は「⼩児科医は⼦どもの総合医である」という基本的姿勢に基づいて３年間の研修を
⾏い，「⼦どもの総合診療医」「育児・健康⽀援者」「⼦どもの代弁者」「学識・研究者」「医療のプロフェ
ッショナル」の５つの資質を備えた⼩児科専⾨医となることを⽬指して下さい。広島⼤学病院および広
島県内の専⾨研修連携病院では約 160 名の⼩児科医が診療しています。⼩児科専⾨医取得のためには，
各領域の経験を積むことが必要となりますが，本プログラムでは経験豊富な指導医の下で⼗分な臨床経
験を積むことが可能です。広島の⼦どものために⼀緒に頑張りましょう。 

教授 岡⽥ 賢 

当該プログラム専攻医から小児科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学病院の専⾨研修プログラムでは，3 年間で複数の病院での研修を⾏い，⼀般⼩児診療の他，
新⽣児医療や⼤学病院での専⾨性の⾼い医療など多岐にわたる分野の知識や技術を学ぶことができま
す。⼩児科医はこどもの総合医として，新⽣児期から思春期まで幅広い分野の疾患を診ることが求めら
れますので，⼩児科専攻医の時期に幅広い経験を積むことが⼤切です。私も 3 年間の研修を通じて各施
設で上級医の先⽣⽅のご指導の下に充実した研修をさせていただいています。⽇々の診療では，こども
たちが元気になり成⻑していく姿にやりがいと元気をいつももらっています。⼀緒に働く⼩児科医，ス
タッフもみんながこどもたちの健康を願い，協⼒しあって頑張っています。未来ある⼦ども達の健康を
守るため⼩児科医として⼀緒に働きませんか。 

卒後 5 年専攻医 横畑 宏樹 

 
【連携施設】 

広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
県⽴広島病院＜⼀般・新⽣児＞ 
（広島市南区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院 
（広島市安佐北区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
呉医療センター・中国がんセンター 
（呉市） 
中国労災病院（呉市） 

東広島医療センター（東広島市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
広島市⺠病院＜⼀般・新⽣児＞ 
（広島市中区） 
⼟⾕総合病院＜新⽣児＞ 
（広島市中区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
【その他の関連施設】 

広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
JR 広島病院（広島市東区） 

広島記念病院（広島市中区） 
中電病院（広島市中区） 
安芸市⺠病院（広島市安芸区） 
広島市こども療育センター 
（広島市東区） 
広島県⽴障害者リハビリテーショ
ンセンター医療センター 
（東広島市） 
わかば療育園（東広島市） 
重症⼼⾝障害児施設鈴が峰 
（広島市佐伯区）   

広島大学病院小児科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

・豊富な症例を偏りなく経験できる。（⾎液・腫瘍は，岡⼭⼤学病院や広島⼤学病院と提携して研修可
能。） 

・希望に応じ，循環器⼩児科（⼼エコー，⼼臓カテーテル検査/治療）や新⽣児科（新⽣児搬送，NICU
診療）で，より専⾨性の⾼い診療を経験することもできる。 

・連携施設（広島逓信病院・三原⾚⼗字病院・興⽣総合病院・福⼭市⺠病院）等で地域医療の研修を⾏
うことができる。（新型コロナウイルス感染の状況などで変更する場合があります。） 

・希望に応じ，⼩児外科医療の研修もできる。 
・約 20 名の⼩児科専⾨医（多くがサブスペシャリティの専⾨医も取得）により，丁寧な指導・教育が受

けられる。 
・院内のカンファレンス，抄読会のほか，学術集会や研究会での発表，論⽂の執筆を通じて，学術的な

スキルを⾝につけることができる。 

指導医から小児科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は，⼩児科専⾨研修基幹施設であり，総合周産期⺟⼦医療センターでもあります。広島市内・県
内はもとより中国地区⻄部からも多くの患者さんが来院される，地域の⼩児医療における中核病院で
す。⼀般⼩児内科医療を担う⼩児科のほか，循環器⼩児科（⼼臓カテーテル治療件数は全国トップクラ
ス），神経⼩児科があり専⾨的診療を⾏っています。新⽣児科や⼩児外科部⾨も充実しており，成⼈各科
との連携のもと，胎児期から成⼈期まで「成育医療」の観点から幅広く学んでいただける研修環境です。
⼩児科スタッフの多くは⼩児科専⾨医のほか，サブスペシャリティの専⾨医資格を持っており，興味の
ある専⾨領域に関してハイレベルな指導を受けていただくことが可能です。  

⼦どもを安⼼して⽣み，育てることができる社会の構築は，⽇本の喫緊の課題です。医療の分野でも
っとも深く関わるのは⼩児科医であり，私たち市⺠病院のスタッフには，公的・社会的な期待も寄せら
れています。研修医の皆さんには指導医との関わりの中で，医療へのスタンス，医師としてのフィロソ
フィーも学んでいただきたいと願っています。当院での研修を通じて，幅広く奥深い⼩児診療の魅⼒を
体感してください。スタッフ⼀同，皆さんを⼼から歓迎いたします。 

⼩児科主任部⻑（循環器⼩児科部⻑兼務） ⽚岡 功⼀ 

 
【連携施設】 

広島逓信病院（広島市中区） 
三原⾚⼗字病院（三原市） 
福⼭市⺠病院（福⼭市） 
興⽣総合病院（三原市） 
岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 

  

広島市民病院小児科研修医（専攻医）プログラム 
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基幹施設 ： 福山市民病院 

住所 ： 福⼭市蔵王町五丁⽬２３番１号 
担当 ： 経営企画部 病院総務課 主事 ⻄畑 直哉 
TEL ： 084-941-5151 
E-Mail ： shimin-byouin@city.fukuyama.hiroshima.jp 
URL ： https://www.fc-hosp.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

広島県東部の⼩児科研修（福⼭市⺠病院・福⼭医療センター）を 2 年間，岡⼭⼤学病院での研修を 1
年間⾏うプログラムです。福⼭市⺠病院は⼩児⼆次救急を 24 時間体制で⾏っており，⼩児の common 
disease を多数経験することが可能です。また，⼩児科の中でも専⾨性をもった医師（⼩児腎臓，⼩児
循環器，⼩児内分泌，⼩児糖尿病，⼩児神経，⼩児アレルギー）が揃っており，専⾨性の⾼い研修も可
能です。 

指導医から小児科専攻医希望者へのメッセージ 

⼩児科，特に市中病院の⼩児科は，いわゆる総合診療内科のような⽴場であり，幅広い分野の疾患を
最初から最後まで診療することになります。⼩児科医としてスタートをきる専攻医の時期には，まずは
⼩児の common disease を多数経験することはとても⼤切です。その後，専⾨性を⾼めていくのも良い
でしょう。福⼭市⺠病院は⼩児の⼆次救急を 24 時間 365 ⽇体制で⾏っており，症例が豊富です。救急
といえば，忙しいというイメージが強いですが，当院では⼩児科医の勤務はシフト制を取り⼊れており，
オン／オフのはっきりした研修⽣活を送ることができます。広島県東部にゆかりのある⽅もない⽅も，
是⾮，当院のプログラムで研修しませんか？お待ちしております。 

診療部次⻑ 兼 ⼩児科統括科⻑ 安井 雅⼈ 

 
【連携施設】 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 

  

福山市民病院小児科専門研修プログラム 
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皮膚科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： ⽪膚科 診療講師 森桶 聡 
TEL ： 082-257-5237 
E-Mail ： morioke-hma@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 8 名 

プログラムの特徴 

本プログラムは，科学的根拠に基づいた効果的で安全な標準的医療を患者の皆様に提供できる⽪膚科
専⾨医を育成することを⽬標としています。初期研修で⾝につけた総合的診療能⼒を背景に，⽪膚疾患
及び関連領域の専⾨知識・診療技能を習得することができます。頻度の⾼い⽪膚疾患はもちろんのこと，
より⾼度な専⾨性を発揮できる⽪膚アレルギー疾患，⽪膚腫瘍，⽪膚感染症，熱傷についても多くの症
例経験を積むことができます。 

指導医から皮膚科専攻医希望者へのメッセージ 

⽪膚科学は，⽪膚をキーワードに⼀般内科，外科的アプローチはもちろん，病理組織学，免疫学をは
じめとする幅広い学問分野の進展を受け，近年，論理的でダイナミックな診療科へと成⻑しています。
⼀⽅，臨床医学における分業・細分化と医療機器への依存性の進む中，視診，問診，触診という，直接
⼈と関わる診察様式を守り，最も医の原点に⽴脚した学問領域としての役割を担います。 

当科では，専攻期間中弛むことなく質の⾼い研鑽を積むことができるよう，専攻医を主たる対象とし
た検討会やセミナーを充実させています。⽪膚アレルギー，病理，膠原病，⽪膚外科等の領域での世界
トップクラスの研究者，あるいは優れた臨床⼒で⼈々を引きつけるリーダーから，⾃分の⼒に合ったさ
さやかな職場を求める⼈まで，誠実で意欲に溢れる⼈材を求めています。 

准教授／診療科⻑ ⽥中 暁⽣ 

当該プログラム専攻医から皮膚科専攻医希望者へのメッセージ 

⽪膚科は局所の⽪膚の変化を通して，全⾝の病態を解き明かしていく診療科です。問診と⽪疹の診察
を⾏い，ダーモスコピーや⽣検による組織像などを参考にしながら診断へと近づいていきます。その過
程で⽪膚疾患の病態の奥深さを感じることがしばしばあります。⽪膚疾患はアレルギー疾患や炎症性疾
患，感染症，⽪膚腫瘍など多様であり，治療も外⽤や内服，外科処置・⼿術，光線療法など多岐にわた
り，治療の過程で膠原病や循環器，糖尿病内科などの他科との連携が不可⽋です。⽪膚組織に捉われな
い俯瞰的な観点が⽪膚科医に求められると⾔えるでしょう。当プログラムでは 1 年⽬に⼤学病院で研修
を⾏い，重症例や希少疾患を含む様々な疾患，⽪膚科の基本的な検査，治療について学びます。2 年⽬
以降は主に市中病院で勤務しながら研鑽を積み，⽪膚科医としてキャリアアップしていきます。複数の
指導医の下で診療に励み，安⼼して研修できる環境が整っています。興味がある⽅は，ぜひ⼀度⾒学に
いらしてください。 

卒後 3 年専攻医 佐藤 秀貴 

 
【連携施設】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市
⺠病院（広島市安佐北区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
呉医療センター・中国がんセンター
（呉市） 

JR 広島病院（広島市東区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
中電病院（広島市中区） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
川崎医科⼤学附属病院（岡⼭県） 
【準連携施設】 

東広島医療センター（東広島市） 

中国労災病院（呉市） 
マツダ病院（府中町） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市）   

広島大学病院皮膚科研修プログラム 
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精神科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 精神科 神⼈ 蘭 
TEL ： 082-257-5208 
E-Mail ： rjin2n@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 9 名 

プログラムの特徴 

あらゆる精神科臨床場⾯において基本的な診療が適切にできる精神科ジェネラリストを育成するこ
とを⽬標としています。最初の２年半で⼤学病院，総合病院精神科，精神科専⾨病院において精神科の
基本を学びます。３年⽬下半期には，地域医療，社会復帰⽀援，⽼年期，児童・思春期，司法，総合病
院精神科，薬物・アルコール依存，気分障害リワークなど，専攻医の関⼼のある専⾨分野での研修を選
択することが可能です。 

指導医から精神科専攻医希望者へのメッセージ 

精神医学・医療はその領域が⾮常に幅広い学問・医療です。プライマリケアから精神科救急，社会復
帰，緩和ケアなど様々な領域でメンタルケアが求められており，国の地域医療計画においても，精神疾
患は対策を講ずべき重要な疾患と位置づけられています。このようなニーズのなか，当教室には，広島
県の地域医療を⽀えることから， 世界に向けて精神医学の新しい知⾒を発信することまで，多くの責務
があると考えています。精神医学に興味がある⼈はぜひ当科へお越しください。研修では，まず精神医
学・医療を幅広く学び，臨床経験を積んでいただきますが，その後も個⼈の希望， 適正に沿った専⾨性
を確⽴していただける環境があります。精神科医療を共に⽀え，発展させる意欲と情熱のある先⽣⽅と
⼀緒に働けることを楽しみにしております。 

医局⻑ 淵上 学 

当該プログラム専攻医から精神科専攻医希望者へのメッセージ 

⼊局 1 年⽬は⼤学病院で⼊院担当とリエゾン担当をローテーションし，週 1 回は他の関連病院で外来
診療を担当します。担当医として責任を持って病状の評価や⽅針の決定，治療の実施，病状説明に関わ
り多くのやりがいを感じることが出来ます。また多職種チームの中で連携を取りながら，患者さんを多
⽅⾯から総合的に考慮し，診療につなげる姿勢を勉強することが出来ます。指導医の先⽣⽅は疾患に関
する知識はもちろんのこと，本では学ぶ事の出来ない様々なケースの対応⽅法などを丁寧に指導して下
さいます。教室の雰囲気も⾮常に良く和気あいあいと⽇々楽しく，時に厳しい指導を受けながら充実し
た研修⽣活を送っております。是⾮⼀緒に研修し，精神科医療に携わっていけることを願っております。 

卒後 3 年専攻医 ⻑尾 崇弘 

 
【連携施設】 

呉医療センター・中国がんセンター 
（呉市） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院 
（広島市安佐北区） 
⼤慈会 三原病院（三原市） 
瀬野川病院（広島市安芸区） 
更⽣会 草津病院（広島市⻄区） 

和恒会 ふたば病院（呉市） 
賀茂精神医療センター（東広島市） 
緑誠会 光の丘病院（福⼭市） 
翠星会 松⽥病院（広島市南区） 
広島第⼀病院（広島市東区） 
メープルヒル病院（⼤⽵市） 
恵愛会 安佐病院（広島市安佐南区） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
⼩泉病院（三原市） 
 

広島市こども療育センター 
（広島市東区） 
せがわ会 千代⽥病院（北広島町） 
ナカムラ病院（広島市佐伯区） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
吉⽥会 吉⽥病院（江⽥島市） 
緑⾵会 ほうゆう病院（呉市） 
仁和会 児⽟病院（広島市安佐北区） 
呉みどりケ丘病院（呉市） 

  

精神科領域専門医研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島大学病院  

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
URL ： http://surgery.hiroshima-u.ac.jp/program/program/ 
募集定員 ： 30 名 
外科学（⼼臓⾎管外科・消化器外科・⼩児外科） 
担当 ： 医局⻑ 上村 健⼀郎 
TEL ： 082-257-5215 
E-Mail ： umk@hiroshima-u.ac.jp 
消化器外科・移植外科（消化器外科・移植外科） 
担当 ： 医局⻑ ⼩林 剛 
TEL ： 082-257-5222 
E-Mail ： tsukoba@hiroshima-u.ac.jp 
原医研腫瘍外科（呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科） 
担当 ： 医局⻑ 宮⽥ 義浩 
TEL ： 082-257-5869 
E-Mail ： ymiyata@hiroshima-u.ac.jp 

プログラムの特徴 

広島⼤学では広島で外科医を志す医師を対象とした「広島⼤学外科専⾨研修プログラム」です。この
プログラムは広島⼤学病院と広島県内の⼆次保険医療圏およびその他の医療圏からなる連携施設によ
り専⾨研修施設群を構成します。医療に求められる⼀般外科医療と，より専⾨性の⾼い医療の習得を⽬
的とした研修を⾏います。通常３年間で必要な症例をすべて経験し，「外科専⾨医」の習得をめざします。 

指導医から外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学外科専⾨研修プログラムでは専攻医が医師として必要な基本的診療能⼒および外科領域の
専⾨的診療能⼒を習得することを⽬的としています。そして知識・技能・態度と⾼い倫理性を備えるこ
とにより，患者に信頼され，標準的な医療を提供でき，プロフェッショナルとしての誇りを持ち，患者
への責任を果たせる外科専⾨医の育成を⽬指しています。そして外科領域全般からサブスペシャルティ
領域（消化器外科，⼼臓⾎管外科，呼吸器外科，⼩児外科，乳腺，内分泌外科）またはそれに準じた外
科関連領域の専⾨研修を⾏い，それぞれの領域の専⾨医取得へと連動出来るシステムになるようにプロ
グラムを作成しました。次世代を担う⾼いモチベーションを持つ外科医を育てることが我々の⽬標で
す。このプログラムを受ける先⽣⽅が，知識・技能と⾼い倫理性を備えた多くの患者さんに信頼される
外科医として⽻ばたくことを願っています。 

消化器外科・移植外科 教授 ⼤段 秀樹 

当該プログラム専攻医から外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学病院外科専攻医の佐々井 隆真と申します。卒後３年⽬は連携施設である広島市⽴安佐市⺠
病院でローテートしながら研修する形で消化器・呼吸器・乳腺・⼼臓⾎管など幅広い領域の経験をまん
べんなく積むことができました。４年⽬は JA 広島総合病院で研修し，１年間専⾨として希望している
呼吸器外科の研修させていただきました。⼿術・病棟管理だけでなく，初診から術後のフォローまで外
来を担当させていただけることもあり⾮常に有意義な研修を送ることができました。この春から主幹施
設である当院で，呼吸器外科と消化器外科（⾷道グループ）をローテーションし，より専⾨性の⾼い内
容を⽇々学んでいます。 

広島⼤学外科専⾨研修プログラム（Phoenix Surgeons Club：PSC）では，外科専⾨医取得の必要症例
を 3 年間の後期研修の間に，主体的に経験することができます。将来の希望分野がしっかり決まってい
る場合はその分野を重視した研修に適した関連病院で研修を⾏うことが可能です。専⾨領域など将来の
希望などが具体的に決まっていない場合でも興味のある領域をローテート研修した後に改めて進路を

広島大学外科専門研修プログラム 
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決定することも可能であり⼀⼈⼀⼈に合わせた柔軟性の⾼い研修となっています。PSC では，初期研修
医・学⽣向けに説明会や研修会などのイベントを定期開催しておりますので，興味のある⽅は是⾮ご連
絡ください。 

卒後 5 年専攻医 佐々井 隆真 

 
【連携施設】 

⼟⾕総合病院（広島市中区） 
⻄条中央病院（東広島市） 
シムラ病院（広島市中区） 
メディカルパーク 野村病院 
（広島市安佐南区） 
樹章会 本永病院（東広島市） 
吉島病院（広島市中区） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
四国がんセンター（愛媛県） 
東広島医療センター（東広島市） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
広島記念病院（広島市中区） 
呉共済病院（呉市） 
井野⼝病院（東広島市） 
済⽣会広島病院（坂町） 
済⽣会呉病院（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 

JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
たかの橋中央病院（広島市中区） 
中国労災病院（呉市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
ヒロシマ平松病院（広島市南区） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
JR 広島病院（広島市東区） 
福⼭循環器病院（福⼭市） 
マツダ病院（府中町） 
中電病院（広島市中区） 
⼼臓病センター榊原病院（岡⼭県） 
⾠川会 ⼭陽病院（福⼭市） 
柳井医療センター（⼭⼝県） 
呉市医師会病院（呉市） 
国⽴成育医療研究センター（東京都） 
安芸市⺠病院（広島市安芸区） 
三原市医師会病院（三原市） 
友愛医療センター（沖縄県） 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 4 名 

プログラムの特徴 

基幹病院の広島市⺠病院では外科専⾨医研修に必要とされる消化器外科，⼼臓⾎管外科，呼吸器外科，
乳腺外科，⼩児外科の 5 つの標榜科が揃っています。⼿術症例数は広島県下では最も多く，どの領域の
症例数も豊富です。消化器，呼吸器，乳腺のがん⼿術や⼩児・成⼈⼼臓⼿術など⾼難度の⼿術を多く経
験できる⼀⽅で，⾍垂炎，胆⽯症，気胸，ヘルニアなどの低難度⼿術や緊急⼿術となる救急疾患も多く
経験できます。これらの低難度⼿術や緊急⼿術を後期研修医が多く執⼑できることが特徴です。 

3 年間の研修のうち 2 年半は基幹病院の広島市⺠病院で⾏い，残り半年間は関連病院（広島市⽴⾈⼊
市⺠病院，広島逓信病院，庄原⾚⼗字病院，川崎医科⼤学附属病院）で選択研修を⾏うことになります。 

指導医から外科専攻医希望者へのメッセージ 

当プログラムのうち広島市⺠病院では各標榜外科間で柔軟かつ横断的な連携が⾏われており，臨床⼒
のある約 25 名の指導医による屋根⽡式の指導体制を整えています。⼿術症例は低難度⼿術から中・⾼
難度⼿術まで豊富であり，専攻医の熟達度に応じて多数の⼿術を経験できます。また⾃由度の⾼いプロ
グラムを組めることが魅⼒のひとつです。 

広島で外科医として働きたいという希望を持つ専攻医を，当プログラムに是⾮受け⼊れたいと考えて
います。3 年の間に外科医としての基礎能⼒を⾼めながら，⾃分の進路，⽅向性を考えていただければ
よいと思います。 

今まで培ってきた専⾨医教育をもとに総合⼒の⾼い外科専⾨医の育成に努めたいと考えています。意
欲のある専攻医のみなさんとともに働き，学べることを，指導医ほか職員⼀同楽しみにお待ちしています。 

特任病院⻑（兼）外科部⻑ 塩崎 滋弘 

当該プログラム専攻医から外科専攻医希望者へのメッセージ 

当プログラムの魅⼒は⾼難度の⼿術と低難度の⼿術の両⽅を経験可能であることです。 
当院はがん拠点病院であり，悪性腫瘍⼿術件数は⾮常に多いです。その中には他科との合同⼿術が必

要な複雑な症例もあります。若⼿の頃から⾼難度⼿術に触れることは⾮常に重要な事です。そして，習
熟度によっては執⼑の機会が与えられる場合があります。 

また，市内中⼼部という⽴地で救急医療が盛んであるという事もあり，⾍垂炎，胆嚢炎，気胸などの
common disease の⼿術，術前術後管理も学ぶことができます。そういった症例では若⼿外科医でも多
くの執⼑を経験させて頂いています。当院での外科研修を考えているみなさんとこの春から共に働く事
ができることを楽しみにしております。 

卒後 7 年・プログラム修了者（呼吸器外科専⾨医修練医） 岡⽥ 和⼤ 

 
【連携施設】 

庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
広島逓信病院（広島市中区） 
川崎医科⼤学附属病院（岡⼭県）   

広島市民病院群外科専門研修プログラム 
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整形外科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 整形外科 医局⻑ 横⽮ 晋 
TEL ： 082-257-5231 
E-Mail ： seikei@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 12 名 

プログラムの特徴 

本研修プログラムは広島⼤学病院および 33 連携施設（県内 29 施設，県外 4 施設）において実施さ
れ，都市のみでなく中⼭間部にも研修指定病院を有しており，ふるさと枠（地域枠）の勤務期間中も専
⾨研修を継続できます。また，先端的な基礎研究やプロスポーツ選⼿のメディカルサポートなどに関わ
る機会を持つとともに，国内外での学術活動にも積極的に参加して早期から経験を積んでいただき，社
会に貢献できる医師の育成を⽬指しています。 

指導医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

医療の進歩によって平均寿命が着実に伸びている⼀⽅で，「健康寿命」は男⼥とも約 10 年短く，⼈⽣
の最後の 10 年間は⽇常⽣活に制限のある状態での⽣活を強いられていることになります。このことは
少⼦⾼齢化社会の最⼤の問題である社会保障費の増⼤にも強く関連しています。この現状の中で，⾝体
の動きを司る運動器を扱う整形外科の仕事は「健康寿命」の延伸につながり，そのニーズは⾼まる⼀⽅
です。広島⼤学整形外科では診療による地域医療への貢献とともに，再⽣医療など新しい医療の開発に
積極的に取り組んでおり，臨床応⽤の実績も数多くあげています。様々な⾯で，これからの医療・社会
に貢献できるやりがいのある仕事ができると思います。 

助教 庄司 剛⼠ 

当該プログラム専攻医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

私は平成 26 年に広島⼤学を卒業後，初期研修，後期研修の計４年間を⼤阪で過ごしました。地元は
⿅児島で，⼤学は広島，就職は⼤阪と様々な都市を転々としており，今後の⾝の振り⽅の選択肢は無数
にありました。その中でなぜ私は広島を選んだのか。傍⽬⼋⽬という諺をご存知でしょうか？第三者の
⽅が当事者よりも物事を客観的に判断できるという意味です。私は海外留学，臨床・基礎研究に興味を
持っていたので，全てができる場所を探したところ，今になって，広島こそ⾃分のやりたいことがあり，
しかも国内トップレベルであることを知りました。傍⽬⼋⽬であるように，内からでは気づかない広島
の素晴らしさが分かりました。広島で医療を学んでいることに⾃信を持ってください。そして誇りを持
ってください。最⾼の環境に来れたことに私は満⾜しています。 

卒後 8 年専攻医 橋⼝ 直史 

 
【連携施設】 

埼⽟医科⼤学総合医療センター（埼⽟県） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
松⼭⾚⼗字病院（愛媛県） 
中国労災病院（呉市） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 
マツダ病院（府中町） 

広島県⽴障害者リハビリテーションセン
ター医療センター（東広島市） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 
済⽣会広島病院（坂町） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
三原⾚⼗字病院（三原市） 
⼟⾕総合病院 広島⼿の外科・微⼩外科研
究所（広島市中区） 
東広島医療センター（東広島市） 
中電病院（広島市中区） 
松⼭市⺠病院（愛媛県） 

広島大学整形外科専門研修プログラム 
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市⽴⼋幡浜総合病院（愛媛県） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
JR 広島病院（広島市東区） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 

安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
広島逓信病院（広島市中区） 
三原市医師会病院（三原市） 
府中北市⺠病院（府中市） 
吉島病院（広島市中区） 
済⽣会呉病院（呉市） 
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2 型基幹病院：国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

住所 ： 呉市⻘⼭町３−１ 
担当 ： 整形外科 科⻑ ⼭崎 琢磨 
TEL ： 0823-22-3111（内線：7041） 
E-Mail ： yamasaki.takuma.uf@mail.hosp.go.jp 
URL ： https://kure.hosp.go.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

当センターの整形外科専⾨医は 6 名（うち指導医 6 名）で，整形外科における専⾨分野として，⾻軟
部腫瘍外科，股関節外科，膝関節外科，脊椎外科を掲げています。また，四肢の⾻折はもちろん⾻盤⾻
折や多発外傷などの重度外傷症例も多く扱っており，幅広い領域の研修が可能です。また，連携施設は
広島⼤学病院を中⼼とした 32 施設で，整形外科領域の研究や地域医療の研修も⾏えるようプログラム
を組んでいます。 

指導医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

整形外科では運動器の多くの疾患を治療対象としており，主に外傷などの急性疾患と⾻・関節・脊椎
疾患などの慢性疾患を扱っています。外科系の救急患者の多くが運動器の外傷により来院し，初期対応
から⼿術治療あるいはリハビリテーションまで専⾨的な知識・技術が必要となります。また，運動器の
慢性疾患では新⽣児から⾼齢者まで幅広い年齢層を対象としており，個々の患者さんに⻑期にわたって
寄り添った診療ができるため，きっとやりがいを感じていただける分野であると⾃負しております。 

当センターは呉港を⾒下ろす好⽴地にあり，前⾝である呉海軍病院の創設より 130 年を超える由緒あ
る⾼度総合医療施設として，地域はもとより近県の医療を担っています。短期間でも構わないので，皆
さんと⼀緒に診療に携われる⽇を楽しみにしています。 

整形外科科⻑ ⼭崎 琢磨 

 
【1型基幹病院】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
【連携施設】 

広島県⽴障害者リハビリテーションセン
ター医療センター（東広島市） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
松⼭⾚⼗字病院（愛媛県） 
松⼭市⺠病院（愛媛県） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
マツダ病院（府中町） 
中電病院（広島市中区） 
JR 広島病院（広島市東区） 
済⽣会広島病院（坂町） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
中国労災病院（呉市） 

県⽴広島病院（広島市南区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
県⽴安芸津病院（東広島市） 
公⽴世羅中央病院（世羅町） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
⼟⾕総合病院 広島⼿の外科・微⼩外科研
究所（広島市中区） 
三菱三原病院（三原市） 
東広島医療センター（東広島市） 
市⽴⼋幡浜総合病院（愛媛県） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
広島逓信病院（広島市中区） 
三原市医師会病院（三原市） 
府中北市⺠病院（府中市） 
広島市⽴リハビリテーション病院（広島市
安佐南区） 
吉島病院（広島市中区） 
済⽣会呉病院（呉市） 

  

呉医療センター・中国がんセンター整形外科専門研修プログラム 
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2 型基幹病院： 広島赤十字・原爆病院 

住所 ： 広島市中区千⽥町⼀丁⽬９−６ 
担当 ： 整形外科 有⾺ 準⼀，⼟井 俊郎，福徳 款章 
TEL ： 082-241-3111 
E-Mail ： fukutoku@hiroshima-med.jrc.or.jp 
URL ： https://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

このプログラムでは九州⼤学と連携しながら，地域医療に貢献できるプライマリ・ケアから外科的治
療，その後療法を含むリハビリテーション，並びに社会復帰につなげるための療養・介護を含む⽼⼈医
療をシームレスに担える，幅広い視野をもった整形外科医を育てることを⽬標とします。 

指導医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⾚⼗字・原爆病院整形外科研修プログラムを修了した専攻医は，あらゆる運動器に関する科学的
知識と，幅広い基本的な臨床能⼒（知識・技能・態度）が⾝についた整形外科専⾨医となることができ
ます。当院のプログラムは九州⼤学整形外科と連携し，専⾨的な研修も出来るように配慮されています。
九州⼤学は，脊椎，股関節，膝関節・スポーツ医学，上肢・⼿外科，⾜の外科，⼩児整形外科，⾻軟部
腫瘍，リウマチ，⾻代謝，リハビリテーションなどの診療・研究グループがあります。連携施設として，
それぞれに特⾊をもった 40 以上の関連病院があり，当プログラムもそれら施設と連携し研修すること
により，臨床・研究を偏りなく学ぶことができます。多くの⼿術症例を経験・執⼑し，研修終了後に⾃
⽴した整形外科医として診療が出来ることを⽬指します。 

副院⻑，整形外科部⻑ 有⾺ 準⼀ 

 
【1型基幹病院】 

九州⼤学病院（福岡県） 
【連携施設】 

JR 九州病院（福岡県） 
JCHO 登別病院（北海道） 
福岡市⽴こども病院（福岡県） 
総合せき損センター（福岡県） 
下関市⽴市⺠病院（⼭⼝県） 
九州がんセンター（福岡県） 
九州医療センター（福岡県） 
九州中央病院（福岡県） 
九州労災病院（福岡県） 
県⽴宮崎病院（宮崎県） 
原三信病院（福岡県） 
古賀病院 21（福岡県） 
溝⼝外科整形外科病院（福岡県） 
佐賀県医療センター好⽣館（佐賀県） 

佐世保共済病院（⻑崎県） 
⼭⼝⾚⼗字病院（⼭⼝県） 
諸岡整形外科病院（福岡県） 
⼩倉医療センター（福岡県） 
製鉄記念⼋幡病院（福岡県） 
⼤分⾚⼗字病院（⼤分県） 
⽥川市⽴病院（福岡県） 
唐津⾚⼗字病院（佐賀県） 
福岡県こども療育センター新光園
（福岡県） 
飯塚病院（福岡県） 
福岡市⺠病院（福岡県） 
福岡整形外科病院（福岡県） 
福岡⾚⼗字病院（福岡県） 
北九州市⽴医療センター（福岡県） 
北九州市⽴総合療育センター 
（福岡県） 

JCHO 九州病院（福岡県） 
浜の町病院（福岡県） 
佐賀整肢学園こども発達医療センター
（佐賀県） 
佐⽥厚⽣会佐⽥病院（福岡県） 
福岡豊栄会病院（福岡県） 
別府医療センター（⼤分県） 
福岡みらい病院（福岡県） 
九州⼤学病院別府病院（⼤分県） 
千早病院（福岡県） 
福岡東医療センター（福岡県） 
⼩倉記念病院（福岡県） 
済⽣会⼋幡総合病院（福岡県） 
医療法⼈⼀寿会⻄尾病院（福岡県） 
社会医療法⼈泉和会 千代⽥病院
（宮崎県） 

  

広島赤十字・原爆病院整形外科専門研修プログラム 
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2 型基幹病院： 医療法人社団曙会 シムラ病院 

住所 ： 広島市中区⾈⼊町３―１３ 
担当 ： 管理部 総務課 岸本 ⻯⼠ 
TEL ： 082-294-5151 
E-Mail ： info@shimura.or.jp 
URL ： http://www.shimura.or.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

当院は広島市内の救急病院で⼀般的な整形外傷を多く経験できます。また，脊椎疾患， 
⾻粗鬆症，スポーツ障害など専⾨分野の研修も可能です。 

指導医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

⼀般的な整形外傷や整形疾患を多く診て，基本的な知識や技術を習得します。複数の指導医のバック
アップ体制のもと，主治医として積極的に症例に関わり，診療能⼒を向上させます。また，整形外科各
領域の専⾨医と協働し，専⾨分野の知識も深めます。 

副院⻑ 池尻 好聰 

当該プログラム専攻医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島市内の救急病院であり，数多くの救急⾞を受け⼊れておりますが，それに限らず外来診療におい
ても多くの患者様が受診され，⼀般外傷だけでなく各関節の変性疾患，脊椎疾患，⾻粗鬆症，スポーツ
障害など専⾨分野に関しても研修でき，⼿術においても様々症例を経験することが出来ます。各専⾨分
野の整形外科常勤医師による指導が充実しており，⽇常診療，⼿術，リハビリテーションなど様々な⾯
で学ぶことができ，良質な研修が出来るプログラムになっています。 

卒後 5 年専攻医 伴 卓郎 

 
【1型基幹病院】 

福岡⼤学病院（福岡県） 
【連携施設】 

福岡⼤学筑紫病院（福岡県） 
えにわ病院（北海道） 
⼤分整形外科病院（⼤分県） 
熊本整形外科病院（熊本県） 
佐賀県医療センター好⽣館（佐賀県） 
総合せき損センター（福岡県） 
久恒病院（福岡県） 
福岡⼭王病院（福岡県） 
福岡徳洲会病院（福岡県） 
福岡リハビリテーション病院（福岡県） 
福岡和⽩病院（福岡県） 
豊⾒城中央病院（沖縄県） 
【連携施設（地域医療研修施設）】 

飯塚市⽴病院（福岡県） 
⻑崎県壱岐病院（⻑崎県） 

川崎病院（福岡県） 
シムラ病院（広島市中区） 
昭和病院（福岡県） 
⼾畑共⽴病院（福岡県） 
⻑崎県対⾺病院（⻑崎県） 
⽩⼗字病院（福岡県） 
やよいがおか⿅⽑病院（佐賀県） 
福⻄会病院（福岡県） 
マリン病院（福岡県） 
南川整形外科病院（福岡県） 
ヨコクラ病院（福岡県） 
福岡⻭科⼤学医科⻭科総合病院（福岡県） 
飯⽥病院（宮崎県） 
福岡⻘洲会病院（福岡県） 
諸岡整形外科病院（福岡県） 
⾼⽊病院（福岡県） 
佐⽥整形外科病院（福岡県） 

  

シムラ病院整形外科専門研修プログラム 
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2 型基幹病院： 医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院 

住所 ： 広島市中区⼤⼿町４丁⽬６−６ 
担当 ： 管理部 事務部⻑ ⽔橋 渡 
TEL ： 082-240-1166 
E-Mail ： mizuhashi@hamawaki.or.jp 
URL ： http://www.hamawaki.or.jp/ 
募集定員 ： 1 名 

プログラムの特徴 

当院は整形外科専⾨病院です。外傷，関節，脊椎を 3 つの柱とし，スポーツ整形，リウマチ，⼿の外
科等年間約 1,900 例の⼿術を施⾏しています。 

さらに，産業医科⼤学，⼤阪⼤学と連携しながら，地域医療に貢献できる急性期から回復期，維持期
の医療と介護の幅広い視野をもった整形外科医を育てることを⽬標とします。 

指導医から整形外科専攻医希望者へのメッセージ 

整形外科専⾨医 9 名，⿇酔科専⾨医 4 名，内科専⾨医 1 名より専攻医をサポートさせて頂きます。整
形外科専⾨医は，脊椎，膝関節，股関節，肩・肘・⼿関節，リウマチ，外傷をそれぞれ専⾨とし，質の
⾼い医療を提供しています。 

専攻医の皆さんにも，救急外来をはじめ，⼊院から⼿術，退院後の外来フォローまで指導医の元担当
して頂きます。専攻医の皆さんが，これから整形外科領域の中でも特にどの分野を専⾨にしていくか検
討するためにも，幅広い疾患の治療や⼿術を経験することが可能です。我々と⼀緒に，忠恕の⼼（真⼼
と思いやり）を持って地域医療に貢献しましょう。 

院⻑ ⼤⽯ 陽介 

 
【1型基幹病院】 

⼤阪⼤学医学部附属病院（⼤阪府） 
産業医科⼤学病院（福岡県） 
【連携施設】 

⼤阪医療センター（⼤阪府） 
⼤阪急性期・総合医療センター（⼤阪府） 
JCHO ⼤阪病院（⼤阪府） 
市⽴池⽥病院（⼤阪府） 
第⼆⼤阪警察病院（⼤阪府） 
星ヶ丘医療センター（⼤阪府） 
⾏岡病院（⼤阪府） 
関⻄労災病院（兵庫県） 
協⽴病院（兵庫県） 
健愛記念病院（福岡県） 
⼾畑共⽴病院（福岡県） 

北九州市⽴⼋幡病院（福岡県） 
産業医科⼤学若松病院（福岡県） 
川嶌整形外科病院（⼤分県） 
⻑崎労災病院（⻑崎県） 
北海道中央労災病院（北海道） 
北九州総合病院（福岡県） 
⼾畑総合病院（福岡県） 
芦屋中央病院（福岡県） 
⾨司メディカルセンター（福岡県） 
福岡新⽔巻病院（福岡県） 
⾹川労災病院（⾹川県） 
⼩波瀬病院（福岡県） 
直⽅病院（福岡県） 
新⼩倉病院（福岡県） 
北海道せき損センター（北海道） 

  

浜脇整形外科病院専門研修プログラム 
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産婦人科 
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基幹施設（総合型指導施設）： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 産婦⼈科 教授 ⼯藤 美樹 
TEL ： 082-257-5262 
E-Mail ： sanfu@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 12 名 

プログラムの特徴 

専攻医に必要な基礎知識や診療技術，地域医療をはじめ，専⾨領域である 4 分野（腫瘍，周産期，⽣
殖内分泌，⼥性ヘルスケア）を基幹施設である広島⼤学病院および連携 12 施設で研修します。地域医
療を経験できる施設は 8 施設あり，婦⼈科腫瘍では腹腔鏡⼿術の研修も積極的に⾏います。周産期医療
では NICU の研修も含み，⽣殖医療は県⽴広島病院で研修します。基礎から先進的医療まで⽬標に沿っ
て幅広く研修が可能です。 

指導医から産婦人科専攻医希望者へのメッセージ 

現代では産科・婦⼈科ともに，⼥性のライフステージにあわせた診療が求められています。標準的な
医療とともに，患者の QOL を考慮した治療の選択が可能な医療を⽬指しています。腹腔鏡⼿術やロボ
ット⼿術を積極的に⾏い，がんゲノム医療を含めた悪性腫瘍に対する個別化医療，出⽣前診断や胎児治
療，若年悪性腫瘍患者に対する卵⼦・卵巣凍結を含めた妊孕性温存など，先進的な医療にも取り組んで
います。広島県の妊産婦死亡率・周産期死亡率は国内でも最も安全なレベルの周産期体制を維持してい
ます。また広島⼤学病院はがんゲノム医療拠点病院として機能しています。広島⼤学産婦⼈科専⾨研修
プログラムでは，熱意ある指導医が，意欲にみちた皆さんの研修とキャリア形成をサポートします。県
内の産婦⼈科医療をますます盛り上げられるよう，⼀緒に歩んでいきましょう。 

講師 古宇 家正 

当該プログラム専攻医から産婦人科専攻医希望者へのメッセージ 

卒後 5 年⽬専攻医の藤⽥真理⼦です。私は JA 尾道総合病院で初期，後期研修を⾏い，現在は広島⼤
学病院で研修を⾏っています。広島⼤学産婦⼈科研修プログラムには，様々な特徴を持つ連携施設があ
り，多くの施設で経験を積むことが出来ます。⼀つの施設の産婦⼈科医師の数は多くはありませんが，
その分熱⼼に指導して下さり，多くの症例を経験出来ます。また，若⼿医師の活動が盛んなことも魅⼒
です。オンラインで集まって勉強会や相談会を定期的に⾏っています。⽇頃の仕事の悩みや疑問を気軽
に相談出来ます。産婦⼈科は忙しくてきついというイメージを持っていましたが，やりがいを持って，
いきいきと働かれている先⽣が多くイメージが変わりました。皆さんと⼀緒に広島県の産婦⼈科医療を
盛り上げていけるのを楽しみにしています。 

卒後 5 年専攻医 藤⽥ 真理⼦ 

 
【連携施設（連携型）】 

広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
四国がんセンター（愛媛県） 

中国労災病院（呉市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 
東広島医療センター（東広島市） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 

  

広島大学産婦人科専門研修プログラム 
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基幹施設（総合型指導施設）： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 1 名 

プログラムの特徴 

広島市⺠病院専⾨研修プログラムでは広島市⽴広島市⺠病院産婦⼈科を基幹施設とし，連携施設（岡
⼭⼤学病院，興⽣総合病院，岩国医療センター）とともに研修施設群を形成して専攻医の指導にあたり
ます。 

連携施設にはそれぞれ得意とする産婦⼈科診療内容があり，基幹施設を中⼼として連携施設をローテ
ートする事で⽣殖医療，婦⼈科腫瘍，周産期，⼥性のヘルスケアの４領域を万遍なく⼗分に研修する事
が可能です。 

指導医から産婦人科専攻医希望者へのメッセージ 

広島市⺠病院産婦⼈科は，産婦⼈科専攻医指導施設，総合周産期⺟⼦医療センター，婦⼈科腫瘍学会
専⾨医制度指定修練施設，産婦⼈科内視鏡学会認定研修施設，⼥性ヘルスケア認定研修施設などに認定
されています。年間分娩数は約 900 件，⼿術件数は約 1,500 件です。当科で分娩する妊婦さんの多くは，
何らかのリスクを有しているいわゆるハイリスク妊婦さんですので，他院では経験できない様々な症例
を短期間で習得することが可能です。 

また，当科では低侵襲⼿術である腹腔鏡下⼿術を積極的に取り⼊れています。今後，腹腔鏡下⼿術は
必須の⼿技となりますが，当プログラムでは後期研修医の間に腹腔鏡下⼦宮全摘術の術者が可能になる
様に指導いたします。産婦⼈科は，⼥性の⼀⽣をトータルでサポートする科です。私たちと⼀緒に，楽
しく研修をしていきましょう。 

産科上席主任部⻑・婦⼈科主任部⻑ 児⽟ 順⼀ 

当該プログラム専攻医から産婦人科専攻医希望者へのメッセージ 

2020 年 4 ⽉から当該プログラムでの研修を開始し，連携施設である岡⼭⼤学附属病院，興⽣総合病
院で半年ずつ研修を⾏いました。岡⼭⼤学附属病院では⽣殖医療や基礎研究に触れ，興⽣総合病院では
多くの分娩介助を経験し，地域医療と⾼次医療機関の連携を学びました。2020 年 4 ⽉より広島市⺠病
院での研修を開始し，主治医や執⼑を担当する機会が増え，⽇々多くのことを学び，反省しながら次に
繋がるよう奮闘する⽇々を送っています。当院は総合周産期⺟⼦医療センターに認定されており，様々
なハイリスク妊娠・分娩を数多く経験できます。また⼿術件数も⾮常に多く，熟練した指導医のもと，
執⼑に関しては，現在まで帝王切開術 100 件，腹腔鏡下⼿術 100 件，開腹⼿術 50 件を経験しました。
週に 1 回の抄読会や学会発表も積極的に⾏っています。 

産婦⼈科とても楽しいです！みなさんと⼀緒に研修できる⽇をお待ちしています。 
卒後 5 年専攻医 保﨑 憲⼈ 

 
【連携施設（連携型）】 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
興⽣総合病院（三原市） 
岩国医療センター（⼭⼝県） 

  

広島市立広島市民病院産婦人科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 眼科 診療講師 ⼾⽥ 良太郎 
TEL ： 082-257-5247 
E-Mail ： ganka@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 7 名 

プログラムの特徴 

当プログラムは１年⽬に広島⼤学病院眼科で基本的な診療知識や技術を習得し，２年以降に関連病院
群で得られた知識，技術を臨床応⽤できるよう計画しています。研修期間中は，希望により研究や留学
も可能です。緑内障⼿術や⾓膜移植件数は⽇本有数で，臨床症例が豊富なことも特徴です。男⼥共同参
画は，⼥性⽐率が⿇酔科，⽪膚科に次いで多い診療科です。⼥性医師への合理的配慮を⾏い，産休や育
休後の復帰率は 100％です。 

指導医から眼科専攻医希望者へのメッセージ 

眼科の魅⼒は，内科的，外科的な治療を⾃科で完結出来ることです。精密組織なので，検査機器は多
いですが，逆⼿に取れば，新しい検査機器の開発も⾏えます。広⼤眼科の魅⼒は，⼈材が豊富である点
です。複数の合併症を持つ症例は，緑内障，網膜，⾓膜グループ間で相談しながら治療します。最先端
かつ適切な治療法を⽴案できるように互いに切磋琢磨しています。我々はステップアップしようとする
医師をサポートする組織です。向上⼼を持って頑張りましょう。 

助教／診療講師 ⼾⽥ 良太郎 

当該プログラム専攻医から眼科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学眼科は緑内障，網膜，⾓膜，眼形成の専⾨クリニック制です。各グループを３カ⽉ごとに研
修しますので，網羅的ではなく，専⾨性の⾼い研修ができます。⼿術は１年⽬から執⼑します。男⼥の
医師数のバランス取れています。⼥性医師は復帰後の診療と⼿術⽔準を維持することも⽬的とした研修
内容です。興味ある先⽣は，是⾮⾒学にいらしてください。 

卒後 3 年専攻医 岸 泰正 

 
【連携施設 Aグループ 地域の中核病院】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
済⽣会呉病院（呉市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院（広島市安佐北区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
⽊村眼科内科病院（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
【連携施設 Bグループ 地域医療を担う病院】 

JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
吉島病院（広島市中区） 
マツダ病院（府中町） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
福島⽣協病院（広島市⻄区） 
ツカザキ病院（兵庫県） 
JR 広島病院（広島市東区）   

広島大学眼科専門研修プログラム 
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耳鼻咽喉科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： ⽿⿐咽喉科学・頭頸部外科学 講師 ⽯野 岳志 
TEL ： 082-257-5252 
E-Mail ： tishino@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 10 名 

プログラムの特徴 

当プログラムは 4 年間で専⾨医として必要充分な知識と技術を獲得できることはもちろん，広島⼤学
を中⼼に広島県下の関連病院にご協⼒いただくことにより，どの領域においても豊富な症例を経験する
ことが可能となり，総合的な⽿⿐咽喉科・頭頸部外科医を育成することができます。さらに募集⼈数は，
プログラム全体での受け⼊れ可能な上限を考慮し余裕をもって設定しています。症例不⾜に陥る⼼配が
なく，安⼼して研修することができます。 

指導医から耳鼻咽喉科専攻医希望者へのメッセージ 

⽿⿐咽喉科・頭頸部外科は「⼩さな宇宙」と呼べるほど，多種多様な専⾨領域をカバーしています。
すなわち，1)アレルギー・免疫学，⿐科⼿術，2)⽿科学・平衡感覚，3)顔貌，コズメティクス，4)甲状腺
疾患，扁桃疾患，内分泌外科，5)コミュニケーション，⾳声⾔語，嚥下・咀嚼，6)頭頸部悪性腫瘍(頭頸
部外科)，などサブスペシャリティーの進路選択にも多くのオプションが⽤意されています。外科的技量
はもとより内科的診断能⼒も要求される多彩な疾患を守備範囲にしています。「感覚器外科・腫瘍外科と
して多種多彩な専⾨分野と境界領域 −ヒトの五感のうち三感を守備範囲−」，といえます。また昨年よ
り，⽇本⽿⿐咽喉科頭頸部外科学会と専⾨学会名称も正式に変更されました。 

本プログラムでは，広島県各地区の基幹関連病院と連携して，質の⾼い研鑽を積むことができるよう
に組んでいます。将来の広島県の⽿⿐咽喉科診療を我々と共に⽀え，発展させる意欲と情熱のある先⽣
⽅と⼀緒に働ける⽇を⼼待ちにしております。 

教授 ⽵野 幸夫 

当該プログラム専攻医から耳鼻咽喉科専攻医希望者へのメッセージ 

⽿⿐咽喉科・頭頸部外科は⽿⿐科⼀般診療に加え，異物や急性喉頭蓋炎等の救急疾患や頭頸部癌⼿術
等，専⾨性が⾼く症例が多様な診療科です。そのため，⾃分の興味に沿って将来の専⾨分野を探すこと
ができます。また，内科的・外科的治療も⾏っており，診断から治療まで携わることができるのも特徴
の⼀つです。幅広い知識が必要なため毎⽇が学びの連続であり，⽇々成⻑を感じることができる教室で
す。熱⼼な指導医のもと，専攻直後から執⼑をさせていただく機会も多く，積極的に診療に関わること
ができます。⼥性医師は出産や育児等のイベントで⼤変な時期もあるとは思いますが，⽿⿐科の良い点
として，ライフステージに応じて働き⽅を合わせやすく，医師として⻑く活躍できることだと思います。 

広島県の⽿⿐咽喉科医療を⼀緒に盛り上げていきましょう。 
【教室 HP】https://jibika.hiroshima-u.ac.jp/ 

卒後 3 年専攻医 都留 裕梨 

 
【連携施設】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
呉医療センター・中国がんセンター
（呉市） 

広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
東広島医療センター（東広島市） 
呉共済病院（呉市） 
マツダ病院（府中町） 

中国労災病院（呉市） 
JR 広島病院（広島市東区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
四国がんセンター（愛媛県） 
東京医科⼤学病院（東京都） 

  

広島大学の耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 1 名 

プログラムの特徴 

⾼度専⾨治療であるがん拠点病院として頭頸部癌に対し，放射線科・形成外科・腫瘍内科並びに緩和
ケアチーム，栄養サポートチーム，摂⾷嚥下機能チームなどの院内各部⾨と連携を図り，チーム医療に
当たっています。⼀⽅で⽿科，⿐科，咽頭などの症例も豊富で⼿術室で⾏う⼿術件数が 700 件と多く，
幅広い分野を学ぶことができます。広島市こども療育センターの嘱託医を兼務しているため，⼩児例も
多数で，⼈⼯内⽿⼿術も中四国有数の症例数です。5 名の⾔語聴覚⼠が在籍し，⽿⿐咽喉科検査や⾳声
障害や嚥下障害のリハビリにも幅広く対応しています。4 年間の研修を終えた際には様々な症例に対応
できる⽿⿐科医に成⻑していただけることを⽬標として，きめ細かな指導を⼼がけています。 

指導医から耳鼻咽喉科専攻医希望者へのメッセージ 

広島市⺠病院⽿⿐咽喉科頭頸部外科専⾨研修プログラムでは，専⾨研修基幹施設である広島市⺠病院
と関連研修施設である岡⼭⼤学病院，熊本⼤学病院において，それぞれの特徴を活かした⽿⿐咽喉科・
頭頸部外科の専⾨研修を⾏い，⽇⽿⿐が定めた研修到達⽬標や症例経験基準に掲げられた疾患や⼿術を
経験します。 

4 年間の研修期間の内，1〜3 年⽬は広島市⺠病院にて⽿⿐咽喉科の基本的知識，診療技術を習得しま
す。4 年⽬は選択性となり，連携施設である岡⼭⼤学病院，熊本⼤学病院，福⼭市⺠病院で研修を積ん
でいただくか，引き続き広島市⺠病院で研修を⾏います。各専⾨分野の⾼度な⼿術，頭頸部悪性腫瘍に
対する⼿術，放射線化学療法，緩和医療など主治医として担当して頂きます。少しでも興味がある⽅は
是⾮⼀度 ⾒学にいらしてください。 

⽿⿐咽喉科主任部⻑ 江草 憲太郎 

当該プログラム専攻医から耳鼻咽喉科専攻医希望者へのメッセージ 

⽿⿐咽喉科・頭頸部外科は⽿，⿐，咽喉と専⾨分野が多岐に分かれており，それに伴う診療技術も必
要となります。当院の⽿⿐咽喉科・頭頸部外科の後期研修医として働いてから約４ヶ⽉が経ちました。
はじめの頃は⿎膜を観察，⿐鏡，喉頭ファイバーを使う診察はままならない状態でしたが，たくさんの
症例の診察をさせていただき，徐々に上達していくのがわかるようになりました。 

当病院は診療所からの紹介や院内の他科からの紹介が多く，様々の症例に関わることができます。扁
桃周囲膿瘍や中⽿炎などの Common disease から嚥下機能検査，悪性腫瘍などの専⾨領域など様々な
疾患の診療に関わることが出来ます。⼿術件数も多いので⼝蓋扁桃摘出術などは早いうちから執⼑をす
ることが出来ます。早い段階で主治医として診断治療を⾏うことができ，刺激的な毎⽇を過ごすことが
できます。興味のある⽅は是⾮⼀度⾒学に来てください。 

卒後 6 年専攻医 ⽵本 玲⼦ 

 
【連携施設】 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
熊本⼤学病院（熊本県） 
国際医療福祉⼤学 成⽥病院（千葉県） 

  

広島市民病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門研修プログラム 
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泌尿器科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 腎泌尿器科学 教授 ⽇向 信之 
TEL ： 082-257-5242 
E-Mail ： hinata@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 8 名 

プログラムの特徴 

本プログラムでは，基幹施設である広島⼤学病院において⾼度な医療に携わり，本邦の先進的な医療
を経験し学ぶことができます。地域医療を担う連携病院での研修では，泌尿器科専⾨医として必要な⼀
般的および専⾨的な実診療での修練を積みます。知識・技能を磨くのみならず，広島県の医療事情に対
する深い理解を有した，広島県全域を⽀える真の泌尿器科エキスパートを育成することを⽬指しており
ます。 

指導医から泌尿器科専攻医希望者へのメッセージ 

⼈の⼿ではほとんど不可能な精緻な動きを実現するロボット⼿術を，⽇本はもとより世界においても
リードしてきたのが腎泌尿器科です。これから到来するであろう本格的な「ロボット⼿術時代」に対応
するためにも，質の⾼いトレーニングを積んだ⼈材の育成が急務だといえます。そこで本科では，ロボ
ット⼿術の免許取得者が 11 ⼈，安全に指導できると認定された指導医（プロクター）が 6 ⼈という環
境の中，できるだけ若⼿のうちから⼿術⽀援ロボットに触れる機会を設け，経験を積めるよう万全なバ
ックアップ体制を整えています。本科の魅⼒はこれにとどまりません。例えば，分業することなく⼀⼈
の患者さんを治療の最初から最後まで診るケースが多いため，医師としてのやりがいを感じられる場⾯
がたくさんあります。また，⼀⼝に腎泌尿器科と⾔っても，癌，感染症，排尿障害，結⽯，男性不妊，
⼥性泌尿器科，⼩児泌尿器科など，その領域は多岐にわたります。⾃⾝の個性や得意なことを⽣かし，
⻑く活躍できるフィールドがきっと⾒つかるはずです。本科の理念は「和を以って，ともに未踏の⾼み
をめざす」。臨床医としても，研究者としても，⼈間としても成⻑できる環境で，新しくクリエイティブ
なことに挑戦しませんか？腎泌尿器の神髄を学び，⼀緒に未来を切り拓いてくれる仲間を待ち望んでい
ます。 

教授 ⽇向 信之 

当該プログラム専攻医から泌尿器科専攻医希望者へのメッセージ 

卒後 4 年⽬の坂本と申します。現在，広島⼤学病院で泌尿器科専⾨研修を⾏っております。泌尿器科
の魅⼒は内科的，外科的両⽅のアプローチがあることだと思います。悪性腫瘍に対する⼿術療法や化学
療法などは勿論，排尿障害の内科的治療など，尿路関連疾患を幅広く診療します。また⼿術に関しても，
ロボット⼿術や腹腔鏡⼿術，開腹⼿術など様々な⼿技を経験することができます。⼀連の診断，治療を
⾃科のみで完結できるため，責任や勉強することは多いですが，その⼀⽅でやりがいも⾮常に多い分野
であると感じております。広島⼤学では若⼿に積極的に⼿技や⼿術の機会を与える⽅針で，私⾃⾝多く
の症例経験を積むことができており，⾮常に充実した研修を過ごすことができております。泌尿器科を
めざす⼈が⼀⼈でも増えればと楽しみにお待ちしております。 

卒後 4 年専攻医 坂本 勇樹 

 
【連携施設（診療拠点病院）】 

JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
中津第⼀病院（⼤分県） 
たかの橋中央病院（広島市中区） 

マツダ病院（府中町） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
⼩畠病院（福⼭市） 

広島大学泌尿器科専門研修プログラム 
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中国労災病院（呉市） 
松⼭⾚⼗字病院（愛媛県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JR 広島病院（広島市東区） 

中電病院（広島市中区） 
東広島医療センター（東広島市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
【連携施設（地域中核病院）】 

光仁会 梶川病院（広島市⻄区） 
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脳神経外科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 脳神経外科 教授 堀江 信貴 
TEL ： 082-257-5225 
E-Mail ： horie@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 6 名 

プログラムの特徴 

広島⼤学脳神経外科では，専攻医は専⾨医試験までの 4 年間を⼤学病院を含めた基幹・連携施設で研
修します。悪性・良性脳腫瘍，脳⾎管障害(⾎管内治療を含む），てんかん外科，脊髄・脊椎外科や頭蓋
底外科といった疾患単位の診療グループと技術や⼿技単位のグループを構成しています。さらに，⼩児
神経外科に関しても，それぞれの領域中に経験できますので，あらゆる領域をオールラウンドに経験す
ることができます。 

指導医から脳神経外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学脳神経外科学教室は 1974 年に開講された歴史ある教室です。当教室およびその関連施設が
推進している脳神経外科専⾨医教育プログラムは，毎年優れた脳神経外科のスペシャリストを輩出して
います。常に新しい治療法を取り⼊れ，脳⾎管内⼿術や内視鏡⼿術をはじめとした低侵襲⼿術を積極的
に進めています。 

脳神経外科学は学問としても⾶躍的な進歩を遂げており，神経解剖・機能，遺伝⼦診断，神経放射線，
電気⽣理など多くの領域で⽇々新しい知⾒が得られています。従いまして 10 年後 20 年後の脳神経外科
診療は全く別次元のものになる可能性もあり，どこよりも刺激的かつ魅⼒的な学問であることも断⾔で
きます。 

教授 堀江 信貴 

当該プログラム専攻医から脳神経外科専攻医希望者へのメッセージ 

みなさんの専攻を決める上で譲れない条件とは何でしょうか？やりがいがあること・給料・⾼い
QOL...それぞれの考え⽅があってよいと思います。私の条件は「楽しいこと」でした。研修医でローテ
ートした脳神経外科がどの科よりもとにかく楽しく，進路を変更して脳神経外科に進むことを決めまし
た。特に魅⼒的だと感じたのは扱う領域の多彩さです。脳外科⼿術のアプローチは現在，開頭⼿術・⾎
管内⼿術・内視鏡⼿術の 3 本柱となっています。解剖学的知識や⼿術⼿技など，習得すべきことは⼭ほ
どありますが，その分「飽きない」魅⼒が脳外科の仕事にはあると思っています。興味がある⽅は思い
切って⾶び込んで来てください。⼀緒に脳神経外科を盛り上げていきましょう！ 

卒後 4 年専攻医 安岡 悠希 

 
【連携施設】 

呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
東広島医療センター（東広島市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
島根県⽴中央病院（島根県） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
松江⾚⼗字病院（島根県） 
松⼭⾚⼗字病院（愛媛県） 
中国労災病院（呉市） 

⼭⽥記念病院（三原市） 
五⽇市記念病院（広島市佐伯区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
マツダ病院（府中町） 
荒⽊脳神経外科病院（広島市⻄区） 
【関連施設】 

国⽴循環器病研究センター（⼤阪府） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
たかの橋中央病院（広島市中区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市）   

脳神経外科専門研修広島大学大学院医系科学研究科プログラム 
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放射線科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 放射線診断科 診療准教授 ⽴神 史稔 
   放射線治療科 講師 ⻄淵 いくの 
TEL ： 082-257-5257（診断），082-257-1545（治療） 
E-Mail ： hiroshima-pro@hiroshima-u.ac.jp（共通） 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 10 名 

プログラムの特徴 

広島県内の主要総合病院を擁し，⾼度な放射線科の診療技術の速やかな習得が⽬標です。診断，治療
とも必要⼗分な経験症例を通して，疾患への理解を深めつつ臨床に即した実践的な研修が可能です。他
科との意⾒交換も積極的に⾏い，⾼いコミュニケーション能⼒やプレゼンテーション能⼒の習得も可能
です。さらに，進路に関しては，専⾨医取得を⽬指すと同時に，⼤学院⽣として早期より医学研究を進
めるなど幅広い対応が可能です。 

指導医から放射線科専攻医希望者へのメッセージ 

放射線による診断・治療は悪性腫瘍を中⼼に現代医療で必要不可⽋の領域です。放射線科専⾨医の取
得後は診断・治療領域の知⾒をさらに深め，より⾼次の専⾨医資格を取得できます。診断専⾨医の責務
は，⾼度に進歩した画像内の膨⼤な情報を紐解き，依頼医師の正しい診断を援護することです。さらに，
適正な画像検査を安全に実施するため，他の医療従事者と協⼒して病院全体の医療の質を⾼める責任も
あります。治療専⾨医の責務は「切らずに治す」がん治療を⽬指して，⾼精度放射線治療などの最新技
術を⽤いた治療の推進や，多施設臨床試験を通じたエビデンスを確⽴することです。放射線検査・治療
の有⽤性を今以上に⾼め，診療現場に適切に反映するには，さらに多くの優秀な放射線科専⾨医が必要
です。未来の放射線診療を⼀緒に⽀えていきましょう。 
 放射線診断科 診療准教授 ⽴神 史稔 
 放射線治療科 講師 ⻄淵 いくの 

当該プログラム専攻医から放射線科専攻医希望者へのメッセージ 

広島放射線科専⾨研修プログラムでは画像診断法（X 線，超⾳波，CT，MRI，核医学），IVR，放射線
治療並びに放射線の安全管理の知識を習得することができます。放射線診断医・治療医として⼤学病院
もしくは市中病院で勤務しつつ，研修プログラム 4 年⽬の放射線科認定医，6 年⽬の放射線診断・治療
専⾨医を⽬指します。希望があれば，学会発表や，認定医・専⾨医取得前でも⼤学院⽣として研究に従
事することも可能です。⽇々の業務は，診断医であれば主に CT や MRI の撮影内容の指⽰・読影・IVR，
治療医であれば放射線治療計画，外来・⼊院患者対応，Tumorboard への参加などを⾏います。研修施
設は充実しており，画像診断や放射線治療に興味がある先⽣⽅には充実した研修になることと思いま
す。広島の放射線診療を⽀える仲間が増えてくれることを願います。 

卒後 4 年専攻医 三好 章太 

 
【連携施設】 

広島市⺠病院（広島市中区） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
中国労災病院（呉市） 

呉医療センター・中国がんセンター
（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
東広島医療センター（東広島市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 
JR 広島病院（広島市東区） 

広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
中電病院（広島市中区） 
広島県⽴広島がん⾼精度放射線治
療センター（広島市東区） 

【関連施設】 

呉市医師会病院（呉市）   

広島放射線科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 福山市民病院 

住所 ： 福⼭市蔵王町五丁⽬２３番１号 
担当 ： 経営企画部 病院総務課 主事 ⻄畑 直哉 
TEL ： 084-941-5151 
E-Mail ： shimin-byouin@city.fukuyama.hiroshima.jp 
URL ： https://www.fc-hosp.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

本プログラムは，福⼭市⺠病院放射線科を専⾨研修基幹施設として，岡⼭市⽴市⺠病院放射線科，岡
⼭医療センター放射線科，福⼭医療センター放射線科，中国中央病院放射線科を専⾨研修連携施設とし
て加えた専⾨研修施設群を統括する専⾨研修プログラムです。 

専⾨研修施設群では，研修施設それぞれの特徴を⽣かし，専⾨研修カリキュラムに掲げられた⽬標に
則って放射線科領域専⾨研修を⾏います。 

 
【連携施設】 

岡⼭市⽴市⺠病院（岡⼭県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
中国中央病院（福⼭市） 
岡⼭医療センター（岡⼭県） 

  

福山市民病院放射線科専門研修プログラム 
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麻酔科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： ⿇酔科 講師 三好 寛⼆ 
TEL ： 082-257-5267 
E-Mail ： h-miyoshi@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 12 名 

プログラムの特徴 

広島県内の主要な病院を連携施設に加え，⼼臓⾎管⿇酔，⼩児・産科⿇酔，救急・集中治療，ペイン
クリニック・緩和医療など，各サブスペシャルティを網羅したバランスの取れた病院群で構成したプロ
グラムとなっています。広島市中⼼部から県内各地区までバラエティに富んだ連携施設で幅広い経験を
積むことができます。専⾨医取得後の進路についても柔軟に対応します。専攻医全員とても仲良く楽し
い雰囲気の中で研修を進めています。 

指導医から麻酔科専攻医希望者へのメッセージ 

⿇酔科の主な仕事は，⼿術を受ける患者さんの周術期管理で，患者さんの命を預かる，責任の重い仕
事です。新⽣児から 100 歳を超える⾼齢者や様々な合併症をもつ患者さんの全⾝管理を⾏いますので，
⿇酔科医には幅広い知識と経験が要求されます。さらに，⿇酔科医にはチーム医療の中核として，複雑
化する医療現場の中で，外科系医師や看護師など多くのスタッフと連携してスムーズな医療を展開する
働きも求められています。また，⿇酔科は周術期管理のほかに，集中治療や救急・災害医療，またペイ
ンクリニックや緩和ケアなども⾏っていますので，将来，⾃分の得意とする分野で活躍することができ
ます。 

当プログラムでは熱⼼な指導医が専攻医の先⽣⽅がチームの⼀員として幅広い分野で活躍できるよ
うにサポートしていきます。⼀緒に頑張りましょう！ 

⿇酔科講師 三好 寛⼆ 

当該プログラム専攻医から麻酔科専攻医希望者へのメッセージ 

後期研修を開始して 2 年⽬となりますが，毎⽇充実した研修を⾏えています。広島⼤学のプログラム
では，ほとんどが⼤学病院で研修をスタートするので，同期と助け合いながら楽しく研修をすることが
できました。また指導医の先⽣⽅もとても優しく，丁寧にご指導してくださるため，相談もしやすく，
とても有難いです。⼤学病院ですので，多くの症例を経験でき，⿇酔科専⾨医の取得に必要な症例数も
満たすことができます。私⾃⾝，⼦育て中のため，⼦育てと仕事の両⽴で悩んだこともありましたが，
先⽣⽅が柔軟に対応してくださり，両⽴することができています。患者様と関わる時間は他科と⽐較し
短いですが，「よく眠れたよ。ありがとう。」とおっしゃっていただいた時は嬉しく，やりがいを感じて
います。皆様と⼀緒に働けることを楽しみに待っています。 

卒後 7 年専攻医 舩⽊ 明莉 

 
【連携施設A】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
広島市⽴北部医療センター安佐市
⺠病院（広島市安佐北区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
呉医療センター・中国がんセンター
（呉市） 

JA 尾道総合病院（尾道市） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
中国労災病院（呉市） 
東広島医療センター（東広島市） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
⼟⾕総合病院（広島市中区） 
マツダ病院（府中町） 

JR 広島病院（広島市東区） 
広島県⽴障害者リハビリテーション
センター医療センター（東広島市） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
中電病院（広島市中区） 

【連携施設B】 

広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
  

広島大学麻酔科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 17 名（申請中の⼈数のため，変更となる可能性があります） 

プログラムの特徴 

当院⿇酔科は，⿇酔管理・周術期管理・集中治療を⼀連の重症患者における⽣体管理学として⼀括し，
⼀元管理を⾏っています。 

４年間の⿇酔科専⾨医研修期間中にＥＲ勤務，6 ヶ⽉連続の集中治療室専従を含む集中治療専⾨医取
得を視野にいれた集中治療に関する研修を，また同時に⼼臓⾎管⿇酔専⾨医取得を視野に⼊れた⼼臓⼿
術の⿇酔管理，術後管理についての研修を⾏っていきます。 

指導医から麻酔科専攻医希望者へのメッセージ 

⿇酔を軸とした ICU 管理，ICU をベースにした⿇酔管理は，重症患者管理のみならず通常の周術期管
理においても⾮常に優れたシステムであるという事を私は⽇々実感しています。当院⿇酔科では，⿇酔
周術期管理，集中治療担当医制を通じて主体性をもって関連領域と連携できるコミュニケーション能
⼒，管理運営能⼒を習得することに重点を置き，更に救命センター・RRS 運⽤で応⽤能⼒を磨いていま
す。 

当院は⼿術症例も多くその種類も多岐にわたっているので知識，技術の習得も容易ですが，個⼈の技
術を超えた状況ではチームをまとめる能⼒が⽋かせません。是⾮われわれスタッフとともに研修するこ
とによって患者さんに最適な医療を提供できる実感を共有してほしいと思っています。 

⿇酔科主任部⻑ 藤中 和三 

当該プログラム専攻医から麻酔科専攻医希望者へのメッセージ 

現在，後期研修医として 2 年⽬になりました。広島は初めての⼟地で，⼊職当初は不安もありました
が，当科は雰囲気も良く，熱⼼な指導もあり，今となってはこのプログラムを選んで本当に良かったと
思っています。 

症例数は⾮常に多く，成⼈⼼臓⿇酔のほか，⼩児⼼臓⿇酔も早くから経験でき，⿇酔科医としてはじ
めの⼀歩を踏み出す場としては，事⽋きません。 

また私は ICU 診療にも興味があったのですが，ここでは ICU ⼊室症例は⿇酔科医が ICU 退室まで担
当医となり(勿論，後期研修医も！)治療にあたっています。「分からないことは気軽に質問して良い」と
いう⼟壌ができており，この点に関するストレスは全くありません。 

⿇酔と ICU の両⽅を⾏う分，忙しさはありますが，毎⽇出来ることが増えていくのは楽しいです。超
急性期医療を⼀緒に頑張ってみませんか？ 

卒後 4 年専攻医 杉村 和律 

 
【連携施設A】 

岩国医療センター（⼭⼝県） 
呉共済病院（呉市） 
興⽣総合病院（三原市） 
尾道市⽴市⺠病院（尾道市） 

岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
⾼知⼤学医学部附属病院（⾼知県） 
昭和⼤学病院（東京都） 
【連携施設B】 

三原⾚⼗字病院（三原市） 
  

広島市立広島市民病院麻酔科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

住所 ： 呉市⻘⼭町３−１ 
担当 ： ⿇酔科 科⻑ 讃岐 美智義 
TEL ： 0823-22-3111 
E-Mail ： msanuki@ff.iij4u.or.jp 
URL ： https://kure.hosp.go.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

本研修プログラムでは，地域医療およびがん診療に特化した専⾨研修基幹病院での研修を特徴とし，
⼼臓⾎管⿇酔，⼩児⿇酔，集中治療などのサブスペシャリティーにも配慮したオールマイティーな⿇酔
科医をめざす。 

研修終了後は，広島県の地域医療の担い⼿として県内の希望する施設で就業が可能である。 

指導医から麻酔科専攻医希望者へのメッセージ 

本プログラムでは，⿇酔科の基本から応⽤まで幅広く習得ができる様に，当院，広島⼤学病院，東京
⼥⼦医⼤病院，千葉こども病院，宇部興産中央病院をローテーションします。研修先の各病院では，ほ
ぼすべての⿇酔をカバーし，経験症例のミニマムはもちろん⼼臓⾎管⿇酔，⼩児⿇酔，集中治療をはじ
め，末梢神経ブロックに関しても本格的な研修が可能です。初年度に当院での研修を配置して，⿇酔の
基本から応⽤までを，マンツーマンでみっちり伝授します。将来，デキる⿇酔科医になりたい⽅，ぜひ，
ご応募ください。 

⿇酔科科⻑ 讃岐 美智義 

 
【連携施設A】 

東京⼥⼦医科⼤学病院（東京都） 
広島⼤学病院（広島市南区） 
宇部興産中央病院（⼭⼝県） 
【連携施設B】 

千葉県こども病院（千葉県） 
  

呉医療センター・中国がんセンター麻酔科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 病理診断科 教授 有廣 光司 
TEL ： 082-257-5590 
E-Mail ： arihiro@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

本プログラムでは，連携施設群は広島市内では 15 分以内，近郊あるいは隣接市では 30 分前後の範囲
に位置し，互いにコンパクトな位置関係にあり⾼い利便性が特徴の⼀つです。全臓器の疾患と移植医療
に関する検体を⽇常的に扱い，general pathology を⼗分習得して，どの分野でもレベルの⾼い能⼒を⾝
につけた病理専⾨医と細胞診専⾨医になれます。更に subspecialty として研究対象における専⾨性を⽬
指せることも魅⼒です。 

指導医から病理専攻医希望者へのメッセージ 

病理診断学のみならず，医療全体が⼤きく変化しようとしていることを実感します。それは⼈⼯知能
が様々な分野で取り⼊れられ，デジタル技術の進歩と相まって益々便利で無駄無く迅速に医療が⾏える
環境が現れようとしているからです。さらに，本学はがんゲノム医療拠点病院に指定され，中四国のが
んゲノム医療を推進する重責を担います。このような時代にこそ『本物の』病理医が必要です。その⼀
端としては，臨床や病理に関する知識のみならず，患者や他の医療者との円滑な関係性において医療全
体を進めて⾏ける協働性であり，⾝近な問題から医療全体にまで及ぶかもしれない難問まで常に問題意
識を持ち，解決しようとする研究⼒や突破⼒でしょう。本プログラムは AI やデジタル病理など現代の病
理において重要になるツールに触れつつ，⼈体病理の基本の基も押さえようという欲張りな内容です。
是⾮私たちの仲間になってください。 

病理診断科 教授 有廣 光司 

当該プログラム専攻医から病理専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学病院の病理専⾨プログラムで研修中の広島⼤学⼤学院 病理学研究室の中桐と申します。当
プログラムは広島⼤学病院および連携施設で病理専攻医としての研鑽を積むと同時に広島⼤学⼤学院
に⼊学して学位の取得を⽬指すこともできます。病理診断は全⾝のあらゆる臓器が対象になり，病理専
⾨医として活躍するためには広範な知識・技能の習得が求められます。当プログラムでは，⽇常的に遭
遇するコモンな症例から珍しいレアな症例まで幅広い症例を経験する機会に恵まれており，経験豊富な
指導医から丁寧な指導を受けることで，病理医として確実にステップアップすることができます。病理
学・病理診断に少しでも興味があれば，お気軽にご相談ください。 

卒後 4 年専攻医 中桐 徹也 

 
【連携施設1群】 

呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
神⼾⼤学医学部附属病院（兵庫県） 
【連携施設2群】 

呉共済病院（呉市） 
東広島医療センター（東広島市） 
JR 広島病院（広島市東区） 

広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
中国労災病院（呉市） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
【連携施設3群】 

⼟⾕総合病院（広島市中区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
済⽣会広島病院（坂町） 

広島大学病理専門研修プログラム 
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庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
柳井医療センター（⼭⼝県） 
広島記念病院（広島市中区） 
中電病院（広島市中区） 
吉島病院（広島市中区） 

呉市医師会病院（呉市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
マツダ病院（府中町） 
JA 吉⽥総合病院（安芸⾼⽥市） 
福島⽣協病院（広島市⻄区） 
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臨床検査 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 検査部 准教授・部⻑ 横崎 典哉 
TEL ： 082-257-5541 
E-Mail ： yokoichi@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 1 名 

プログラムの特徴 

本専⾨研修プログラムでは，広島⼤学病院と広島市⺠病院および呉医療センター・中国がんセンター
において研修が⾏われるが，広島⼤学病院においては地域の最重点基幹病院であるとともに県内で最初
に ISO15189 認定を取得した医療施設として臨床検査⼀般について幅広くかつ国際標準に沿った検査を
研修できる。また，多くの臨床研究の題材を有するためリサーチマインドを持った臨床検査医を⽬指す
ことができる。 

指導医から臨床検査専攻医希望者へのメッセージ 

臨床検査医学は医療のインフラを守る重要な役割をしています。 
研究の領域としても，基礎研究と実臨床をつなぐ可能性を無限に秘めた領域でもあります。 
また，社会保険的にも臨床検査技師が条件に充⾜する⼈数が勤務している病院の場合，専属で臨床検

査に従事する医師を雇⽤した場合（検体検査管理加算Ⅳ），病院にとってかなりの収益が上がることもあ
り，今後需要が伸びる可能性もある領域です。 

臨床検査医学に興味のある⽅はどうぞ声をかけてください。 
部⻑ 横崎 典哉 

 
【連携施設】 

広島市⺠病院（広島市中区） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 

  

広島大学病院臨床検査専門研修プログラム 
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救急科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： ⾼度救命救急センター 講師 太⽥ 浩平 
TEL ： 082-257-5456 
E-Mail ： kota@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 5 名 

プログラムの特徴 

広島⼤学病院救急科研修プログラムは，広島県内のみならず京都・岡⼭・島根・滋賀にわたる計 18 の
多施設で構成されているのが特徴です。このため，ER 型の救急医療から⾼度救急医療まで多彩な研修
を⾏うことができます。ドクターヘリ，災害医療（DMAT），ECMO など専⾨性の⾼い医療も研修するこ
とができます。若⼿医師・⼥性医師が多い環境ですので，リラックスした雰囲気の中で研修を⾏うこと
ができます。 

指導医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

救急医療の最も魅⼒的な点は，すべての年齢の患者，すべての臓器にわたり，内因性・外因性を問わ
ず広く診断・治療できることにあると思います。救急患者さんを⽬の前にしたとき，たとえどんな病態
であろうと，冷静・的確・迅速な判断をし，処置・治療を⾏い，その結果，患者さんがメキメキと改善
する姿を⾒るのは，何にも代えられない達成感と充実感を得られます。そのためには，スピード感と正
確性を備えた診断⼒と，確実な処置を⾏える技術⼒を，普段から養っておくことが重要です。また，救
急医療ではドクターヘリ・災害医療など院外における活躍の場も多いのが特徴です。少数の医師で多数
傷病者を救命するためには，特殊な訓練が必要です。当プログラムではこれらの訓練を⾏うための環境
が⼗分に整っています。ぜひ⼀緒に充実した仕事をしましょう！ 

准教授 ⼤下 慎⼀郎 

当該プログラム専攻医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

⾼度救命センターである当院には昼夜問わず様々な患者が運ばれてきます。疾患は敗⾎症，外傷，呼
吸不全と様々ですが，共通点しているのは重症度が⾼いという点です。当科ではそれらの患者を初療か
ら対応し，集中治療のフェーズはもちろん安定後は転院まで担当します。これらのどのフェーズにおい
ても後期研修医には役割があり，チームの⼀員として⽇々の診療にあたります。救急と集中治療という
幅広い分野を経験することで，⽇々刺激を受け，医師として成⻑できるはずです。⼀⽅で，重症度の⾼
い患者を対応することは楽なことではありません。当科では完全シフト制を採⽤しているため，⾃⾝の
時間もしっかりと持つことができます。救急・集中治療に興味のある⽅はぜひ⼀度⾒学にお越しください。 

卒後 7 年専攻医 松本 丈雄 
 

当院の専⾨研修プログラムの特徴は、⾃⾝の⽬標や課題に応じて、フレキシブルな研修ができる点に
あります。広島⼤学病院での研修は、3 次救急の初療や、⼊院後の集中治療が主体となります。多様な
病態について、⽇々ディスカッションをしながら診療を⾏えることは、若⼿医師にとっても恵まれた環
境であると思います。 

私⾃⾝は卒後 4 年⽬に市中病院で⿇酔科研修を⾏い、再び広島⼤学病院へ戻りましたが、⿇酔管理を
学ぶ機会があったことで、臨床の奥深さを改めて感じています。救急や集中治療の分野は、全⾝の問題
に携わることができ、決して飽きることのない領域だと思っています。 

当院の救急集中治療科は⼥性医師も多く、とても雰囲気のよい職場です。興味を持ってくださった先
⽣、是⾮⼀度、⾒学に来て頂けると嬉しいです。 

卒後 7 年専攻医 森尾 友⾹ 

 

広島大学病院救急科専門研修プログラム 
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【連携施設】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
呉医療センター・中国がんセンター（呉市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院（広島市安佐北区） 
中国労災病院（呉市） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 
マツダ病院（府中町） 
京都医療センター（京都府） 
京都第⼆⾚⼗字病院（京都府） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
⻑浜⾚⼗字病院（滋賀県） 
京都第⼀⾚⼗字病院（京都府） 
島根県⽴中央病院（島根県） 
京都府⽴医科⼤学病院（京都府） 
【関連施設】 

市⽴三次中央病院（三次市） 
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基幹施設 ： 県立広島病院 

住所 ： 広島市南区宇品神⽥１−５−５４ 
担当 ： 事務局 総務課 参事 仁⽥ 千枝 
TEL ： 082-254-1818（代表） 
E-Mail ： hphsoumu@pref.hiroshima.lg.jp 
URL ： http://www.hph.pref.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

⾼度急性期病院を担う当院の特性を活かし，他領域の専⾨医と協働した救急診療を経験でき，病院前
救護（ドクターヘリ，ドクターカー等）への参加も可能です。⼀次・⼆次救急患者の受け⼊れも多く，
軽症から重症まで幅広く経験を積むことが可能です。 

経験豊富で熱意ある指導医が多数在籍する当プログラム体制のもと，救急科専⾨医の専⾨性の核⼼で
ある「様々な傷病，緊急度の救急患者に，適切な初期診療を⾏える」能⼒の修得が可能です。 

指導医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

救急医療は医の原点であり，地域に根差し，地域の医療を⽀えることが⼤切な使命の⼀つです。当院
では地域の救急患者を常時受け⼊れると同時に，ドクターカー，ドクターヘリなどの病院前救急診療に
も⼒を注ぎ，基幹災害拠点病院としての活動を含めて，広島県内の救急・災害医療体制の向上に努めて
います。当院での研修を通して，救急医になるための多様な診療経験を積むことが可能です。 

⼀⽅で，救急医療に魅⼒を感じながらも，⼀⽣の⽣業として選択することに不安に感じている若い先
⽣も少なくないと思います。当院の救急科には様々なバックグラウンドの指導医が在籍しており，全国
各地の連携施設での研修と併せ，希望に応じてサブスペシャリティの修練にも柔軟な対応が可能です。 

救急患者に対する初療のみならず，集中治療をはじめとした重傷患者管理を⾏える総合的な能⼒を備
えた専⾨医を⽬指し，さらには⾃⾝の将来を⾒据えた研修の場として，当院のプログラムに是⾮参加し
てください。 

救命救急センター⻑ 楠 真⼆ 

当該プログラム専攻医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

県⽴広島病院救急科専攻医 1 年⽬の塚本です。私は外科専⾨研修プログラムを修了した後に，外傷を
はじめとして様々な重傷患者を診られる医師になるために，当院で改めて救急科の研修をしています。
当院の救急科は，内科・外科・整形外科・⿇酔科など，様々なサブスペシャリティを持った医師を擁し
ており，多様性に富んでいます。それぞれの得意分野を持ち寄って，ONE TEAM で⽇々の診療に取り組
んでいます。また，当院は症例数も多く，外因・内因を問わず様々な疾患や⼿技を経験することができ
ます。 

救急科専⾨医として多くの症例を経験したい⽅から，私のように外科と救急科のダブルボードを⽬指
したい⽅まで，経歴を問わずお勧めできるプログラムだと思います。 

卒後 6 年専攻医 塚本 ⼤樹 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
中国労災病院（呉市） 
マツダ病院（府中町） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
広島市⺠病院（広島市中区） 

神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院（兵庫県） 
公⽴豊岡病院組合⽴豊岡病院（兵庫県） 
北九州総合病院（福岡県） 
獨協医科⼤学埼⽟医療センター（埼⽟県） 
愛媛⼤学医学部附属病院（愛媛県） 
東京ベイ・浦安市川医療センター（千葉県） 
⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院（⼤阪府） 

  

県立広島病院救急科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 PHS 6123 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

将来 ER フィジシャンになることを⽬標とする研修プログラムです。救急医療の構成要素である救急
外来診療・救命センター病棟管理・災害医療・プレホスピタルケアー全般を 3 年間で習得します。ER 診
療は当院で，救命医療は⾼度救命救急センターである岡⼭⼤学病院・広島⼤学病院・兵庫県災害医療セ
ンター等の内から選択し研修します。地域医療研修のため 6 ヶ⽉間 広島市⽴北部医療センター安佐市
⺠病院または友愛医療センター（沖縄県）等で研修します。 

指導医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

ER 診療は医療的な知識はもちろんのこと，医療を取り巻く社会情勢・社会問題，⼈の⽣き⽅に関する
深い理解が必要とされます。単に知識・技術を習得するだけでなく，マネージメント能⼒ コミュニケー
ション能⼒ 教育⼒を⾼めることを学びますが，最も⼤切なことが⼈間性を鍛え上げる事です。救命セン
ターでは主治医として重症患者治療を⾏う事が出来ます。研修終了はゴールでなくスタートです。死ぬ
まで学び続ける意欲が必要です。そんな⼈を求めています。今年の標語は「知識から⾒識へ」です。 

救急科主任部⻑ 内藤 博司 

当該プログラム専攻医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

私は初期研修終了後，当院で ER 研修をスタートし，兵庫県災害医療センター・安佐市⺠病院にて研
修し 3 年間のプログラムを終了しました。現在広島市⺠病救急科にてスタッフとして働いています。広
島市⺠病院 ER は広島で最も多くの患者を受け⼊れており，経験できる症例数は中四国有数です。研修
開始当初はその患者数に圧倒される⽇々でしたが，優しい指導医や看護師の⽅々に助けられながら⽇々
楽しく診療しております。軽症患者から重症患者まで幅広く診療に当たるのが当院の研修の特徴で，
⽇々新しいことを勉強するにはもってこいの環境です。学会発表や論⽂にも積極的に取り組ませていた
だいています。プログラムによる研修で ER，救命センターにおける重症管理，災害医療，ICLS 等オフ
ザジョブトレーニングなど救急に関するすべてを学ぶことが可能です。そんな素敵な広島市⺠病院救急
科で救急科の研修を始めましょう。 

卒後 6 年専攻医 井上 史也 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
兵庫県災害医療センター（兵庫県） 
神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院（兵庫県） 
県⽴広島病院（広島市南区） 

【関連施設】 

広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院
（広島市安佐北区） 
福井県⽴病院（福井県） 
友愛医療センター（沖縄県） 
松江⾚⼗字病院（島根県） 
TMG あさか医療センター（埼⽟県） 
広島市⽴⾈⼊市⺠病院＜⼩児＞（広島市中区） 

  

広島市立広島市民病院救急科研修プログラム 
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基幹施設 ： 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 

住所 ： 廿⽇市市地御前１丁⽬３−３ 
担当 ： 教育研修課 課⻑ 寺岡 みゆき 
TEL ： 0829-36-3111 
E-Mail ： hiro.kensyu@hirokouren.or.jp 
URL ： https://hirobyo.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

広島市内の病院群は，救急においても機能分化が進んでおり，症例が偏りがちです。当院は地域で唯
⼀の地域救急救命センターですので，⼆次〜三次救急患者が満遍なく集まります。⼆次〜三次の救急医，
集中治療医，病棟総合医としての能⼒を養うことができます。 

今後は⼀次救急や⼩児救急にも⼒を注いでいきたいと思っており，救急医としていろんな症例を幅広
く経験することが可能です。 

指導医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

2025 年には団魂の世代が後期⾼齢者となり，社会保障費はますます国の財政を圧迫します。厚⽣労働
省は地域完結型の医療を実現すべく，地域医療構想を掲げています。⾼度急性期病床は⼤幅に削られ，
回復期や在宅医療の需要が増加します。 

⼀⽅，⾼齢者が増えれば当然，救急患者も増加します。患者を中核病院に集めるのか，様々な病院に
分散させるのか，病院ごとの機能分化など，どのような救急医療体制を⽬指すかは地域によって特⾊が
⽣まれるでしょう。そうすると，地域や施設によって，救急医へのニーズは多様化する可能性があります。 

当院は地域で唯⼀の急性期病院ですので，多種多様な役割が求められます。軽症から重症まで診れる
急性期ジェネラリストの育成を⼼がけております。ぜひ，⼀緒に広島⻄部地区の地域医療を⽀えていき
ましょう！！ 

救急・集中治療科主任部⻑ 吉⽥ 研⼀ 

当該プログラム専攻医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

当院は地域の中核病院であり，軽症から重症まで偏りなく経験できるのが魅⼒です。業務としては救
急外来，ICU，HCU を担当しますが，専攻医の希望を考慮しつつ⽇々の役割を分担してくださいます。
私は 1 次 2 次救急の診療について学びたかったので，主に救急外来診療に従事させていただきました。 

また専攻医期間でもかなりの裁量をもたせてもらえるため，バックアップがある状況下で危機感を持
ちつつしっかり考え診療したことが，⾃分の⼒になったと感じております。⾃分のした診療についても
しっかりフィードバックしていただけるので，各症例での学びを次の診療に⽣かすことができます。 

当院での後期研修に興味がある⽅は，ぜひ⼀度，⾒学に来てください。 
卒後 4 年専攻医 ⽊村 圭那 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
福井県⽴病院（福井県） 
名古屋掖済会病院（愛知県） 
島根県⽴中央病院（島根県） 

奈良県総合医療センター（奈良県） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
浦添総合病院（沖縄県） 
【関連施設】 

広島市⽴⾈⼊市⺠病院（広島市中区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 

  

広島総合病院救急科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 福山市民病院 

住所 ： 福⼭市蔵王町五丁⽬２３番１号 
担当 ： 経営企画部 病院総務課 主事 ⻄畑 直哉 
TEL ： 084-941-5151 
E-Mail ： shimin-byouin@city.fukuyama.hiroshima.jp 
URL ： https://www.fc-hosp.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

当院は広島県東部に位置する唯⼀の救命救急センターです。そのため院外⼼肺停⽌，重症多発外傷，
重症熱傷，急性中毒，重症敗⾎症等，様々な重症患者の診療を⾏っています。その様な重症患者の初療
からその後の集中治療まで，⾃信と責任を持って⾏える医師を育成することが本プログラムの⽬標で
す。研修期間中の病院連携に関しては備後地区，中国四国地区の⼤学や各地の救急医療の仲間たちと連
携して，ドクターヘリやドクターカーなどを含めた国内研修を⾏います。 

指導医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

救急科を⽬指す君へ 〜 救急医療というとよくわからないと思います。必要と思うけど何をするの？
そう考えるのは無理ないと思います。しかし，重篤な病態の典型例が多発外傷です。そんな時，脳外科
が先？整形が先？外科が先？⼤体ショックだし全⾝⿇酔ができるの？こんな混乱が起きます。我々救急
科は初期蘇⽣・治療を⾏い，限られた時間で治療戦略の決定を⾏います。つまり各科を有機的に統合す
る横⽷であり，各科は縦⽷です。深く専⾨性を追求して深く掘り下げていく医師を“I”字型の医師といい
ます。広く総合的な知識を持ち，他科の診療も理解しながら専⾨性を追求する医師を“T”字型医師といい
ます。救急科はこの“T”字型医師です。限られた時間内に治療戦略を決定し，患者を救命する。全⾝管理
のエキスパート，蘇⽣のエキスパートで，各科へのコマンダーとして治療を牽引していくのが仕事です。
だからこそ今，最も必要な医師です。救急科で⾃分の能⼒を発揮して，地域の⼈々を救ってください。
君なら必ず患者を救える！ 

救命救急センター 副センター⻑ 柏⾕ 信博 

当該プログラム専攻医から救急科専攻医希望者へのメッセージ 

私は 2 年間の初期臨床研修に引き続き，現在は当院救命救急センターで後期研修を⾏っております。
当院は年間約 3500 台の救急⾞の受け⼊れを⾏っており，広島県東部から岡⼭県⻄部における 3 次救急
医療体制の中⼼的な役割を担っております。3 年⽬から多発外傷，⾼エネルギー外傷，重症感染症，中
毒など豊富な症例を経験することができます。当直は 2 ⼈体制であり上級医の指導の下，安⼼して研修
に励むことができます。 

救急医療特に 3 次救急に興味のある先⽣はぜひ⼀度当院に⾒学にいらしてください。 
お待ちしております。 

卒後 3 年専攻医 ⾼野 裕太 

 
【連携施設】 

⼭⼝⼤学医学部附属病院（⼭⼝県） 
岡⼭⼤学病院（岡⼭県） 
⾼知医療センター（⾼知県） 
【関連施設】 

JA 尾道総合病院（尾道市） 
⽇本鋼管福⼭病院（福⼭市） 

  

備後の地で地域に根ざした救急診療を学ぶプログラム 
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形成外科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 形成外科 診療講師 永松 将吾 
TEL ： 082-257-5187 
E-Mail ： keisei@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

当プログラムは広島⼤学病院を中⼼に様々な規模の総合病院・個⼈病院と連携体制を取っており，全
て広島県内の施設で研修を完了する事が出来ます。 

⼤学病院や総合病院では，⼿術⽤顕微鏡下の⾎管吻合を駆使した遊離組織移植など，複雑な再建を要
するチーム医療や珍しい疾患を経験します。また症例豊富な個⼈病院では形成外科領域の common 
disease への対応を習得し，顎顔⾯外科や美容外科領域の経験も積むことが可能です。 

指導医から形成外科専攻医希望者へのメッセージ 

広島県では，形成外科の認知度，普及が全国に⽐べて⼤変遅れています。逆に広島県では，形成外科
は今後伸びしろの⼤きい分野と⾔えます。 

当プログラムでは，⼤学病院以外にも県内様々な施設での研修を通して形成外科医としての経験値を
⾼め，様々な働き⽅を実感する事が出来るでしょう。さらに今後は県内各地への形成外科の普及を⾒据
え，中⼭間地施設との連携も⾏っていく予定です。 

形成外科が普及することは，広島県内全体の医療レベルの向上につながります。郷⾥である広島のた
め，熱意と好奇⼼，向上⼼を持って形成外科に取り組んで下さる皆さんの参加をお待ちしております。 

診療講師 永松 将吾 

当該プログラム専攻医から形成外科専攻医希望者へのメッセージ 

⼤分⼤学を卒業後，ふるさとの広島で初期研修を修了し，研修中に外科系への思いが強くなりました。
形成外科の魅⼒は，⾚ちゃんからお年寄りまで，頭の先から⾜の⽖まで扱う分野が幅広いこと，⼿術結
果が直接⽬で⾒て分かることです。しかし，その魅⼒は同時に緊張する場⾯でもあります。⾚ちゃんに
メスを⼊れる瞬間や，術後に患者さんがご⾃⾝の体を初めて⾒る瞬間など，とてもシビアです。⼀⽅で
我が⼦の先天的なハンディキャップが解消された時の親御さんの安堵の表情や，術後のご⾃⾝の体に⾃
信たっぷりで退院する姿を⾒る時は，とてもやりがいを感じます。現在は関連病院で形成外科⼀般診療
に従事しながらふるさと・地域の皆様のために努めております。ぜひ，私たちと⼀緒に広島の形成外科
を充実させ，患者さんやご家族の笑顔を増やしませんか。 

卒後 7 年専攻医 内⽊ 敏雄 

 
【連携施設】 

県⽴広島病院（広島市南区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
呉共済病院（呉市） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
宮本形成外科（広島市南区） 
岡⼭形成外科（広島市中区） 
公⽴世羅中央病院＜予定＞（世羅町） 

  

広島大学病院形成外科専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

住所 ： 広島市中区基町７−３３ 
担当 ： 事務室総務課⼈事係（研修管理委員会） 中島・有⾺・⻑⾕川・児⽟ 
TEL ： 082-221-2291 
E-Mail ： hiro-kensyu@hcho.jp 
URL ： https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

広島市⺠病院形成外科を基幹病院として，島根県⽴中央病院形成外科，倉敷中央病院形成外科，京都
⼤学医学部附属病院形成外科と連携したプログラムです。 

当院は年間の⼿術件数約 1,800 件，うち全⿇⼿術は 600 件を超え，唇顎⼝蓋裂をはじめとした⼩児先
天異常，乳腺外科や⽿⿐科の再建⼿術，眼瞼下垂，顔⾯⾻折など多くの症例を経験出来ます。連携施設
も充実しており，切断肢再接着などの⼿の外科・マイクロサージャーリーについては島根県⽴中央病院
で，四肢切断や潰瘍は倉敷中央病院で修練することが可能で，中国地⽅圏内で研修を完結させることも
可能です。診療所の連携施設である⼼⽯形成外科では，レーザー治療やコモンな⽪膚外科治療を経験す
ることができます。アカデミックな教育や研究に興味があれば京都⼤学病院での研修もでき，希望とや
る気に応じたプログラムを組むことができます。 

指導医から形成外科専攻医希望者へのメッセージ 

当院では，多くの場合⼤学病院にしか集まらないような⼩児先天異常の⼿術が全国トップレベルであ
る⼀⽅，再建やそのほかの⼿術も数多く⾏っています。そのため⼤学病院に集まるような珍しい疾患の
勉強と，⼀般市中病院でのような若⼿が率先して執⼑する症例との双⽅をバランス良く経験できるのが
当院の特徴です。 

症例数が多い分，形成外科としては忙しい部類に⼊る病院ですが，たくさんの経験をしたいやる気の
ある若い先⽣にはうってつけの病院だと思います。是⾮来てください。 

形成外科主任部⻑ ⽊村 得尚 

 
【連携施設】 

京都⼤学医学部附属病院（京都府） 
島根県⽴中央病院（島根県） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
⼼⽯形成外科（広島市中区） 

  

広島市立広島市民病院形成外科専門研修プログラム 
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リハビリテーション科 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： リハビリテーション科 教授 三上 幸夫 
TEL ： 082-257-5566 
E-Mail ： mikamiy@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 8 名 

プログラムの特徴 

⽇本は世界で最も⾼齢化が進み，病気の治療だけでなく，⽣活の維持・改善や社会参加も求められま
す。19 専⾨領域の中でリハビリテーション科は唯⼀⽣活を評価して改善できるので，⾼齢化社会の解決
策と期待されています。当プログラムでは，急性期病院だけでなく，回復期リハ病院や地域包括ケア病
院，在宅医療を経験し，介護保険や⾏政にも関わります。⽣活を診るため広島の各地を周るため，地域
枠の⽅も⼤歓迎です。 

指導医からリハビリテーション科専攻医希望者へのメッセージ 

⾼齢化社会を乗り切るため病院機能の差別化が進⾏しています。今後，⼤学病院の様な急性期病院は
減少し，その代り 24 時間 365 ⽇運営されます。⼀⽅，⾃宅に戻るため⽣活の再構築と維持が求められ，
回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟は増加します。リハビリテーション医療は，医師だ
けでなく理学療法⼠や作業療法⼠，⾔語聴覚⼠など多職種が介⼊しますが，⼈間とその⽣活を評価する
ために多⾯的な介⼊が必要なことを⽰しています。「⽣活を診る」ことは，病気の診断と治療と異なる特
別な知識が必要です。リハビリテーション医は専⾨職の情報を統括し，⽬的を設定して調和を持って遂
⾏させる指揮者の様な役割があります。患者だけでなく⾃らの⽣活の質も考慮しながら，⾼齢化社会を
切り開くリハビリテーション医は，これからの社会に最も必要です。 

教授 三上 幸夫 

当該プログラム専攻医からリハビリテーション科専攻医希望者へのメッセージ 

リハビリテーション科の専⾨性とは何でしょうか。リハ科は疾患・外傷により⽣じた患者さんの「機
能障害」およびその先の「活動」を診る科です。患者さんが退院後に快適に⽣活をするためには何が必
要か，どんな医療資源を使うべきかを，多職種との連携のもと提供することで，患者さんの ADL や⽣活
に密に関わることが出来るのが魅⼒の 1 つだと考えています。また，回復期・⽣活期においては主治医
として様々な患者さんを診療していく中で，幅広く内科的な管理をする能⼒が⾝に付きます。さらに，
外勤先では整形外科外来を担当することもでき，内科に留まらない知識を習得することも可能です。⾼
齢化社会が進⾏していくなかで，今後さらに需要が⾼まっていく科です。患者さんの急性期治療の先に
ある ADL や⽣活に興味がある⽅，総合的に診療できるジェネラリストになりたい⽅，是⾮⼀緒にリハ
ビリテーション科で働いてみませんか。 

卒後 5 年専攻医 近本 哲⼠ 

 
【連携施設】 

公⽴世羅中央病院（世羅町） 
メリィホスピタル（広島市安佐南区） 
⼤⽥記念病院（福⼭市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
広島中央リハビリテーション病院（広島市中区） 
和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院（和歌⼭県） 
那智勝浦町⽴温泉病院（和歌⼭県） 

福⼭リハビリテーション病院（福⼭市） 
吉備⾼原医療リハビリテーションセンター
（岡⼭県） 
ちゅうざん病院（沖縄県） 
⻄広島リハビリテーション病院 
（広島市佐伯区） 
呉中通病院（呉市） 

  

広島大学病院リハビリテーション科専門研修プログラム 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合診療 
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基幹施設 ： 広島大学病院 

住所 ： 広島市南区霞１−２−３ 
担当 ： 総合内科･総合診療科 助教 ⼩林 知貴 
TEL ： 082-257-5555 
E-Mail ： koba1976@hiroshima-u.ac.jp 
URL ： https://mkensyu.hiroshima-u.ac.jp/ 
募集定員 ： 6 名 

プログラムの特徴 

当院の総合診療専⾨医研修プログラムは原則 3 年間で，3 年間の間に，総合診療専⾨研修【Ⅰ】（診療
所・⼩病院）と【Ⅱ】（総合内科），内科，⼩児科（3 ヶ⽉），救急科（3 ヶ⽉）の研修を⾏います。総合
診療はカバーする領域が多岐にわたるため，専攻医の多様なニーズに合わせた，きめ細かいカリキュラ
ムの設定が可能です。総合診療医として外来や病棟管理に必要な臨床能⼒や，医学教育，マネジメント
⽅法などを学びます。まずは内科を全般的に広く学びその後専⾨研修を⾏いたい，将来的に開業をした
い，研究・留学をしたい，医学教育をしたい，開業前に研修したい，⼦育てをしながら研修をしたい⽅
などぜひ当プログラムで研修していただければと思います。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

2018 年より 19 番⽬の基本領域として新たに『総合診療専⾨医』ができました。われわれの研修プロ
グラムでは，診療所や総合病院で必要とされる臨床推論能⼒や診療スキル（超⾳波検査，内視鏡検査，
メンタルヘルス等）の取得を 3 年間の研修で⽬指します。総合診療専⾨医研修ではさまざまな疾患の診
断や治療のみではなく，⼩児から⾼齢者のおける，複雑な患者問題解決のための⼿法である患者中⼼の
医療や社会⼼理的なアプローチの理論，疾病予防のためのヘルスメンテナンスなども学びます。また，
全ての医師が⾝につけておくべき能⼒である，コミュニケーションや⽣涯学習，研究・教育といった分
野も学ぶことができます。当研修プログラムでは専攻医⼀⼈ひとりにメンターをつけ，将来像を考慮し
たニーズにあわせた研修を⾏なっていますので，興味のある⽅は是⾮⼀度⾒学にきていただくか連絡を
いただければと思います。 

助教 ⼩林 知貴 

当該プログラム専攻医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

広島⼤学病院の総合診療専⾨研修プログラムは，diversity（多様性）を尊重し，家庭医，病院総合診
療医，公衆衛⽣などさまざまなキャリアを応援してもらえる環境です。1 ⼈ 1 ⼈のキャリアに真摯に寄
り添ってくれる，そんな雰囲気があります。また，⼤学病院のみでなく多数の市中病院でも経験を積む
ことができ，幅広い環境で医師として成⻑できると感じています。総合診療は新しく加わった領域であ
り，⾝近にロールモデルがいない中では確かに選択しにくい分野だと思いますが，現在の複雑な世の中
で，社会の医療に対するニーズが多様化している現状では，総合診療医にしかできないことがあると，
研修がすすむほどに実感しています。ぜひ私たちと⼀緒に働きましょう。 

卒後 3 年専攻医 佐川 俊介 

 
【連携施設】 

広島市⽴北部医療センター安佐市
⺠病院（広島市安佐北区） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
県⽴広島病院（広島市南区） 
広島⻄医療センター（⼤⽵市） 
吉島病院（広島市中区） 
公⽴みつぎ総合病院（尾道市） 

⻘崎いぶきクリニック（広島市南区） 
⼀陽会 原⽥病院（広島市佐伯区） 
アマノリハビリテーション病院
（廿⽇市市） 
安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
庄原市⽴⻄城市⺠病院（庄原市） 
広島市⺠病院（広島市中区） 
JA 尾道総合病院（尾道市） 

シムラ病院（広島市中区） 
JA 広島総合病院（廿⽇市市） 
広島共⽴病院（広島市安佐南区） 
はしもと内科（広島市中区） 
ほーむけあクリニック（広島市中区） 
呉共済病院（呉市） 
⾼橋内科⼩児科医院 
（広島市安佐南区）   

広島大学病院総合診療専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 県立広島病院 

住所 ： 広島市南区宇品神⽥１−５−５４ 
担当 ： 事務局 総務課 参事 仁⽥ 千枝 
TEL ： 082-254-1818（代表） 
E-Mail ： hphsoumu@pref.hiroshima.lg.jp 
URL ： http://www.hph.pref.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 3 名 

プログラムの特徴 

当プログラムの⽬的は，専⾨領域の各科と協働した全⼈的医療を展開しつつ，地域密着型の連携施設
での診療等を通じ，キャリアパスの形成や地域医療に携わる実⼒を付けることです。 

急性期医療等を提供する地域医療⽀援病院の特性を活かし，専⾨科の協⼒を得て，必要な疾患や症例
を経験できるようバックアップ体制を構築しています。 

充実した指導体制と研修環境のもと，患者中⼼の医療・ケア，連携重視のマネジメント等の資質・能
⼒を効果的に修得できます。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

急速な⾼齢化に伴い，地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みが進められる中，医師にはプライ
マリ・ケアを実践できる⼈材としてだけでなく，地域の多職種等との連携においても重要な役割を担う
ことが求められています。 

そのため，⼈⼝規模や医療資源が異なる地域での保健・医療・介護・福祉等の様々な分野での活動を
通じて，異なるニーズに的確に対応できる専⾨医の育成が不可⽋な状況にあります。 

当院は広島県の中核病院として⾼度専⾨医療等を担う⼀⽅，地域医療を持続的に⽀え，住⺠の皆さん
が安⼼して暮らせる環境を整備していく役割を果たしていく必要があります。 

当院プログラムを通じて，地域医療の発展に貢献できる総合診療専⾨医を⽬指しませんか。 
総合診療科・感染症科部⻑ 宮本 真樹 

 
【連携施設】 

県⽴安芸津病院（東広島市） 
安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
北広島町雄⿅原診療所（北広島町） 

  

県立広島病院総合診療専門研修プログラム 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹施設 ： 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター 安佐市民病院 

住所 ： 広島市安佐北区⻲⼭南⼀丁⽬２−１ 
担当 ： 事務室 総務課 ⼈事係 豊⽥ ⿇⾥ 
TEL ： 082-815-5211（代表） 
E-Mail ： toyota-m@hcho.jp 
URL ： https://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

当プログラムでは地域で楽しく誇りを持って働き続けることをモットーに，当院では朝は全員回診，
地域の病院ともウエブで繋げ，毎週みんなで話しあいながら診療をしています。また地域の特性から，
疾患に偏りなく受診されるため，疾患頻度に応じて救急患者を対応することができます。 

初期診療を担当することで，急性期の循環管理やコモンな疾患（肺炎，感染症，⼼不全）の管理，⾼
齢者の医療・介護の垣根のない⽀える終末期医療まで経験し，それぞれに⻑けた技能をもつスタッフが
指導しています。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

今，社会で必要とされている医療とはなんでしょうか。限られた医療資源の中で，最適な医療を提供
すること，つまりあらゆる救急の初療から慢性期の管理まで総合的に対応する医師が求められていま
す。このことが⼦ども〜⾼齢者が住み慣れた場所で安⼼した⽣活を提供することにつながります。 

本プログラムの⽬標は急性期の初療から病棟管理〜慢性期の管理・外来診療まで⼀⼈の⼈の責任を持
って最期までみれる医師，あらゆる状況・社会背景にも多職種で協⼒して対応できる誇りを持った医師
を養成することです。急性期病院では内科系救急診療の初療，診断，病棟管理，そして地域では在宅医
療を指導しています。 

技術⾯では，限られた資源の中でプライマリケア医が診療所〜病院とどこでも使⽤できるデバイスと
して超⾳波の指導に⼒を⼊れており，腹部〜⼼臓超⾳波まで横断的に指導しています。ぜひ，仲間に⼊
って⼀緒に楽しく仕事しましょう。 

内科・総合診療科 主任部⻑／総合診療専⾨研修プログラム責任者 原⽥ 和歌⼦ 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
市⽴三次中央病院（三次市） 
庄原⾚⼗字病院（庄原市） 
安芸太⽥病院（安芸太⽥町） 
三次地区医療センター（三次市） 
庄原市⽴⻄城市⺠病院（庄原市） 
公⽴⾢智病院（島根県） 
北広島町雄⿅原診療所（北広島町） 
三次市作⽊診療所（三次市） 
⽇⽐野病院（広島市安佐南区） 

  

藝州ネットワーク総合診療専門研修プログラム 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹施設 ： 広島医療生活協同組合 広島共立病院 

住所 ： 広島市安佐南区中須⼆丁⽬２０−２０ 
担当 ： 事務⻑室 皆川 ⼤樹 
TEL ： 082-879-1111 
E-Mail ： doctor@hiroshimairyo.or.jp 
URL ： https://hiroshimairyo.or.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

当プログラムでは，患者を⽣活と労働の場で捉え全⼈的な医療が提供できるよう養成することを第⼀
⽬標とし，総合診療医に必要な技術や役割を⾝につけることはもちろん，⼈間味あふれる医師として成
⻑する事を重視しています。 

地域の⼆次救急医療を担う医療機関，クリニックや在宅施設での研修や⾼度救命救急を担う専⾨医療
機関での研修を通じてまんべんなく⾝につけることができ，全科的な能⼒を⾝につけられるよう，レジ
デントのニーズにも考慮したプログラムを作成しています。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

当プログラムでは，広島市最⼤のベッドタウンである安佐南区において，急性期から回復期・終末期
医療を担い，外来から⼊院，退院後の⽣活⽀援や地域の医療機関との連携など中⼼的役割を担っている
広島共⽴病院を基幹病院としています。 

総合診療Ⅰにおいては北広島町の雄⿅原診療所にて６ヶ⽉の地域研修を⾏い，県北部の医療リソース
の少ない地域でのプライマリケアと在宅医療を学ぶことが出来ます。 

救急研修は広島⼤学と連携し３ヶ⽉間３次救急医療の最前線で経験を積んで頂きます。 
総合内科医に必要なプライマリな臨床能⼒から，⾼度急性期医療まで幅広く⾝につけることができま

すので，是⾮当プログラムにご参加下さい。 
内科部⻑ 鷹屋 直 

当該プログラム専攻医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

広島共⽴病院総合診療科専攻医の橋本です。 
私は初期研修を当院で修了しました。⼀⼈の患者さんに救急外来から⼊院，退院後の外来まで携わる

ことが出来る点に魅⼒を感じ，引き続き専⾨研修を⾏っています。 
当院は決して⼤規模な病院ではありませんが，その分 Common Disease を中⼼に幅広く研鑽を積む

ことが出来ます。 
また，上級医や他科の医師，コメディカル等とも距離が近く気軽に相談が出来るので働きやすく感じ

ています。 
将来病院総合医を⽬指す⽅にとっても，家庭医を⽬指す⽅にとっても魅⼒的なプログラムだと思いま

すので，是⾮⼀度⾒学にいらして下さい。 
卒後 5 年専攻医 橋本 泰志 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院 救命救急センター（広島市南区） 
北広島町雄⿅原診療所（北広島町） 
城北診療所（福⼭市） 

 
 
  

広島医療生協総合診療研修プログラム 
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基幹施設 ： 国立病院機構 福山医療センター 

住所 ： 福⼭市沖野上町４−１４−１７ 
担当 ： 管理課 管理課⻑ 岡本 隆志 
TEL ： 084-922-0001（代表） 
E-Mail ： 507-HP@mail.hosp.go.jp 
URL ： https://fukuyama.hosp.go.jp/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

当院は，広島県東部医療圏の中⼼的な機能を満たす病院の⼀つであり，広島県指定がん診療連携拠点
病院，エイズ治療拠点病院，地域医療⽀援病院等の認定施設です。当院・連携施設・特別連携施設とで
3 年間の総合診療専⾨研修を⾏い，地域で⽣活する⼈々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に
対応でき，幅広い疾病管理能⼒を習得し，⽣涯を通して包括的・継続的に診療できる総合診療専⾨医を
育成します。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

当院での研修は，「⾃由」と「⾃主性」を重んじ，常に専攻医みずからが望むべき研修を受けられるよ
う配慮しています。専攻医それぞれの性格や資質・能⼒に応じた個別の研修ができるよう臨機応変にプ
ログラムなどを構成しています。病院の規模のわりには専攻医が多くなく，症例数も豊富なため充実し
た研修が受けられます。また，連携施設・特別連携施設ともそれぞれの施設が得意とする分野に関して，
当院では難しい研修において補っていただけるシステムとなっており，網羅的な研修，研鑽を積むこと
が可能です。このように，初期研修を終え総合診療科医としての⼀歩をあゆみ出すには，当院での研修
は⾮常に適していると考えますので，ぜひ当院での研修を考えていただけたらありがたいと思います。 

教育・研修部⻑ 豊川 達也 

 
【連携施設】 

紫苑会 藤井病院＜総合診療専⾨医研修 1＞（福⼭市） 
城北診療所＜総合診療専⾨医研修 1＞（福⼭市） 
神⽯⾼原町⽴病院＜総合診療専⾨医研修 1＞（神⽯⾼原町） 
福⼭市⺠病院＜救急部⾨＞（福⼭市） 

  

福山医療センター総合診療専門医研修プログラム 
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基幹施設 ： 総合病院庄原赤十字病院 

住所 ： 庄原市⻄本町⼆丁⽬７番１０号 
担当 ： 総務課 研修係⻑ ⾜⽻ 晶⼦ 
TEL ： 0824-72-3111 
E-Mail ： soumu@shobara.jrc.or.jp 
URL ： http://www.shobara.jrc.or.jp/ 
募集定員 ： 1 名 

プログラムの特徴 

このプログラムは病院，診療所などで活躍する⾼い診療・治療能⼒を持つ総合診療専⾨医を養成する
ために，ＥＲ型救急や急性期専⾨各科を有する地域拠点病院の中で，専⾨各科と協働し全⼈的医療を展
開しつつ，⾃らのキャリアパスの形成や地域医療に携わる実⼒を⾝に着けていくことを⽬的としていま
す。庄原市，そこに居住する地域住⺠，各種団体，ボランティアや当院の全職員等の理解と協⼒のもと
で研修できる環境を整えています。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

当院は広島県北部の中国⼭地の⼭あいに位置する地域中核病院です。近隣には他に急性期医療を担う
病院は少なく，また近隣の医院・診療所の数も多くありません。そのため，当院は急性期医療の提供と
同時に，地域の『かかりつけ医』としての役割を果たしながらこれまで診療を⾏ってきております。こ
のような環境にある当院での研修の特徴を挙げるとすれば，外来初診・⼊院治療・リハビリ/退院調整，
退院後の定期フォローまで，1 ⼈の『主治医』として責任を持って 1 ⼈の患者さんに関わり続けること
ができることです。このような経験は総合診療医としての⼟台を作っていく上で⼤変有意義なものにな
ると思います。⽇々，『地域のための医療』をみんなでがんばっている病院です。地域医療の現場も感じ
られます。ぜひ県北で⼀緒にがんばりましょう。 

総合診療科部⻑ ⾇⽥ 裕道 

 
【連携施設】 

広島⼤学病院（広島市南区） 
広島⾚⼗字・原爆病院（広島市中区） 
庄原市⽴⻄城市⺠病院（庄原市） 

  

庄原赤十字病院総合診療専門研修プログラム 
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基幹施設 ： 医療法人紫苑会 藤井病院 

住所 ： 福⼭市鞆町鞆３２３番地 
担当 ： 総務課 喜多 菜々美 
TEL ： 084-982-2431 
E-Mail ： fujii.hp.kenshu@gmail.com 
URL ： http://fujii.dr-clinic.jp/hospital/ 
募集定員 ： 2 名 

プログラムの特徴 

歴史ある街「鞆の浦」にある藤井病院での研修が中⼼のプログラムです。指導は卒後 9〜18 年⽬の救
急専⾨医，総合内科専⾨医，家庭医療専⾨医が担います。⼊院外来含めフィードバックを重視し，振り
返りを⾏います。定員も少⼈数なので専攻医の希望やニーズに合わせて細かい研修内容を組み⽴てるこ
とが可能な，⽐較的⾃由度の⾼いプログラムです。家庭医療専⾨研修プログラムもあるため連動させる
ことも可能です。 

指導医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

こんにちは。私たちは備後地区で総合診療がしたい，地域医療に携わりたいという仲間を募集してい
ます。地元の⽅でもそうでなくても⼤歓迎です！全国的にも総合診療専⾨医はまだ新しい分野であり，
福⼭含め備後地区においても浸透していないのが現状ではないでしょうか。総合診療・家庭医療は病気
ではなく⼈間を診る，個⼈だけでなく家族も診る，そしてその地域も診るという幅も厚みもある分野で
す。今後⽇本に必要となる分野であり，広がっていく分野だと思います。私は現在卒後 9 年⽬で，2019
年度に家庭医療専⾨医取得しました。2022 年度は当プログラムにも新たな総合診療専攻医が 1 名⼊り，
さらに活気づいてきています。ジェネラリストの集まる藤井病院で，私たちと楽しく総合診療を学びま
せんか？少しでも興味があればお気軽に⾒学にいらしてください！ 

総合診療科部⻑ 平岩 千尋 

当該プログラム専攻医から総合診療専攻医希望者へのメッセージ 

はじめまして，家庭医療専⾨研修プログラム 専攻医 1 年⽬ 辻健太郎です。藤井病院のプログラムで
は地域に寄り添いながらしっかり総合診療・家庭医療を学ぶことができます。藤井病院では訪問診療を
しっかり⾏うことができ，外来診療，病棟管理など総合診療・家庭医療に必要な知識経験も学べます。
外部病院は⾃分が希望した倉敷中央病院と提携を組んでいただきました。プログラムの⾃由度も⾼く，
⾃分に合った研修をできると思います。そして，外部病院に⾏っている間でも⽉ 1 回 WEB で振り返り
をしていただけるので，経験した症例をより深く学べることができ，⼼配なことなどを相談できます。
少しでも総合診療・家庭医療に興味のある⽅はぜひ藤井病院に⾒学に来てください！総合診療・家庭医
療を楽しく学んで⾏きましょう！ 

卒後 3 年専攻医 辻 健太郎 

 
【連携施設】 

福⼭市⺠病院（福⼭市） 
倉敷中央病院（岡⼭県） 
福⼭医療センター（福⼭市） 
広島市⽴北部医療センター安佐市⺠病院（広島市安佐北区） 

  

備後地区総合診療専門研修プログラム 



 

ＭＥＭＯ 

  



 

ＭＥＭＯ 

  



 

ＭＥＭＯ 

 


	広島県専門研修プログラム案内（令和５年度）
	広島県の専⾨研修
	目次
	内 科
	広島大学病院
	県立広島病院
	広島市民病院
	安佐市民病院
	広島赤十字・原爆病院
	ＪＡ広島総合病院
	呉医療センター・中国がんセンター
	中国労災病院
	呉共済病院
	東広島医療センター
	ＪＡ尾道総合病院
	福山医療センター
	福山市民病院
	中国中央病院
	市立三次中央病院

	小児科
	広島大学病院
	広島市民病院
	福山市民病院

	皮膚科
	広島大学病院

	精神科
	広島大学病院

	外 科
	広島大学病院
	広島市民病院

	整形外科
	広島大学病院
	呉医療センター・中国がんセンター
	広島赤十字・原爆病院
	シムラ病院
	浜脇整形外科病院

	産婦人科
	広島大学病院
	広島市民病院

	眼 科
	広島大学病院

	耳鼻咽喉科
	広島大学病院
	広島市民病院

	泌尿器科
	広島大学病院

	脳神経外科
	広島大学病院

	放射線科
	広島大学病院
	福山市民病院

	麻酔科
	広島大学病院
	広島市民病院
	呉医療センター・中国がんセンター

	病 理
	広島大学病院

	臨床検査
	広島大学病院

	救急科
	広島大学病院
	県立広島病院
	広島市民病院
	ＪＡ広島総合病院
	福山市民病院

	形成外科
	広島大学病院
	広島市民病院

	リハビリテーション科
	広島大学病院

	総合診療
	広島大学病院
	県立広島病院
	安佐市民病院
	広島共立病院
	福山医療センター
	庄原赤十字病院
	藤井病院



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


