
厚生労働省からの提供データより作成圏域広島大学病院 広島 中電病院 49県立広島病院吉島病院土谷総合病院広島赤十字・原爆病院翠清会梶川病院ＪＲ広島病院広島市立広島市民病院広島記念病院一陽会原田病院広島市立舟入病院広島市立安佐市民病院福島生協病院済生会広島病院マツダ病院JA吉田総合病院シムラ病院安芸太田病院光仁会梶川病院広島共立病院安芸市民病院草津病院太田川病院長崎病院広島西 JA廣島総合病院広島西医療センター呉 呉共済病院済生会呉病院中国労災病院呉医療センター広島中央 呉共済病院忠海分院東広島医療センター東広島記念病院尾三 公立みつぎ総合病院公立世羅中央病院三原城町病院三原市医師会病院JA尾道総合病院福山・府中 福山市民病院脳神経センター大田記念病院神石高原町立病院福山医療センター府中北市民病院備北 庄原市立西城市民病院三次地区医療センタービハーラ花の里病院市立三次中央病院庄原赤十字病院三次神経内科クリニック 花の里（山口県） 柳井医療センター（愛媛県） 道後温泉病院

資料３－２診療領域基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設等連携施設等連携施設等連携施設等 専攻医募集数圏域広島 　【連携施設等数：県内49，県外2】
内　　科内　　科内　　科内　　科

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１）

医療機関名（法人名等略） 医療機関名（法人名等略）

内科　-　1



圏域基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設等連携施設等連携施設等連携施設等 専攻医募集数圏域 医療機関名（法人名等略） 医療機関名（法人名等略）県立広島病院 広島 吉田総合病院 6広島赤十字・原爆病院ＪＲ広島病院医療法人一陽会原田病院広島市立舟入市民病院福島生協病院済生会広島病院マツダ病院広島西 廣島総合病院呉 済生会呉病院広島中央 県立安芸津病院尾三 公立みつぎ総合病院備北 市立三次中央病院広島赤十字・原爆病院 広島 中国電力株式会社中電病院 4県立広島病院広島中央 県立安芸津病院備北 総合病院庄原赤十字病院（福岡県） 九州大学病院広島市立広島市民病院 広島 ＪＲ広島病院 8広島市立舟入市民病院福島生協病院広島逓信病院（山口県） 岩国医療センター広島市立安佐市民病院 広島 JA吉田総合病院 5安芸太田病院広島共立病院広島大学病院北広島町豊平診療所備北 市立三次中央病院庄原赤十字病院(島根県） 公立邑智病院廣島総合病院 広島 野島内科医院 3吉田総合病院一陽会原田病院広島西 広島西医療センター呉医療センター 広島西 広島西医療センター 3呉 公立下蒲刈病院済生会呉病院広島中央 東広島医療センター呉共済病院 広島 広島赤十字原爆病院 4一陽会原田病院広島市立安佐市民病院土谷総合病院広島大学病院広島西 廣島総合病院呉 中国労災病院（愛媛県） 愛媛大学医学部附属病院中国労災病院 広島 広島大学病院 3呉 公立下蒲刈病院呉共済病院大谷リハビリテーション病院医療法人社団 有信会 呉記念病院尾三 尾道総合病院東広島医療センター 広島 広島大学病院 3呉 呉医療センター広島中央 県立安芸津病院広島中央 　【連携施設等数：県内3，県外-】

広島 　【連携施設等数：県内13，県外-】

　【連携施設等数：県内4，県外1】

　【連携施設等数：県内4，県外-】呉 　【連携施設等数：県内4，県外-】　【連携施設等数：県内7，県外1】
　【連携施設等数：県内6，県外-】

　【連携施設等数：県内4，県外1】
　【連携施設等数：県内7，県外1】

広島西

内科　-　2



圏域基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設等連携施設等連携施設等連携施設等 専攻医募集数圏域 医療機関名（法人名等略） 医療機関名（法人名等略）ＪＡ尾道総合病院 呉 中国労災病院 6広島中央 東広島記念病院尾三 公立世羅中央病院三原市医師会病院尾道市民病院公立みつぎ総合病院福山・府中 中国中央病院脳神経センター大田記念病院福山医療センター 広島 広島市立広島市民病院 3広島大学病院福山・府中 中国中央病院福山市民病院藤井病院脳神経センター大田記念病院福山循環器病院（岡山県） 川崎医科大学附属病院岡山大学病院倉敷中央病院福山市民病院 広島 広島大学病院 5福山・府中 藤井病院神石高原町立病院中国中央病院脳神経センター大田記念病院福山医療センター府中市民病院（岡山県） 井原市立井原市民病院倉敷中央病院津山中央病院川崎医科大学総合医療センター川崎医科大学附属病院中国中央病院 福山・府中 神石高原町立病院 4大田記念病院福山循環器病院府中市民病院市立三次中央病院 広島 安芸太田病院 3JA吉田総合病院尾三 公立みつぎ総合病院公立世羅中央病院福山・府中 神石高町立病院備北 庄原赤十字病院
備北 　【連携施設等数：県内6，県外-】　【連携施設等数：県内4，県外-】

　【連携施設等数：県内8，県外-】
福山・府中 　【連携施設等数：県内7，県外3】

　【連携施設等数：県内7，県外5】

尾三
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厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 土谷総合病院 30シムラ病院野村病院吉島病院県立広島病院広島記念病院済生会広島病院吉田総合病院たかの橋中央病院広島共立病院広島市立安佐市民病院広島市立広島市民病院ヒロシマ平松病院広島市立舟入市民病院JR広島病院マツダ病院中電病院安芸市民病院広島西 広島西医療センター廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院呉共済病院呉市医師会病院済生会 呉病院広島中央 東広島医療センター西条中央病院医療法人社団樹章会 本永病院県立安芸津病院井野口病院尾三 尾道総合病院公立世羅中央病院公立みつぎ総合病院福山府中 山陽病院福山循環器病院備北 市立三次中央病院（東京都） 国立成育医療研究センター（岡山県） 心臓病センター榊原病院（山口県） 柳井医療センター（愛媛県） 四国がんセンター広島市民病院 広島 広島逓信病院広島市立舟入市民病院備北 総合病院庄原赤十字病院（岡山県） 川崎医科大学附属病院

募集人数医療機関名（法人名等略）圏域
令和２年度専門研修プログラム申請状況（２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（２）診療領域 外　　　科外　　　科外　　　科外　　　科基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

4　【連携施設数：県内3，県外1】

広島 広島大学病院　【連携施設数：県内36，県外4】

外科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 広島大学病院 広島 県立広島病院 12広島市立　安佐市民病院広島赤十字・原爆病院土谷総合病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 JA尾道総合病院備北 市立三次中央病院（愛媛県） 四国がんセンター尾三 興生総合病院 1（岡山県） 岡山大学病院（山口県） 岩国医療センター

令和２年度専門研修プログラム申請状況（３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（３）診療領域 産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科　【連携施設数：県内10，県外1】
　【連携施設数：県内1，県外2】広島市立広島市民病院

医療機関名（法人名等略）圏域 募集人数基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

産婦人科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 県立広島病院 10広島赤十字・原爆病院広島市立安佐市民病院マツダ病院広島記念病院ＪＲ広島病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター呉共済病院中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院福山府中備北 市立三次中央病院（愛媛県） 四国がんセンター広島市民病院 （岡山県） 岡山大学病院 2(熊本県） 熊本大学附属病院

広島大学病院

　【連携施設数：県内-，県外2】

　【連携施設数：県内13，県外1】広島圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設
令和２年度専門研修プログラム申請状況（４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（４）診療領域 耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科 募集人数医療機関名（法人名等略）

耳鼻咽喉科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 8広島市立安佐市民病院マツダ病院JR広島病院梶川病院中電病院たかの橋中央病院広島西 広島西医療センター廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院福山府中 小畠病院福山医療センター備北 市立三次中央病院（愛媛県） 松山赤十字病院（大分県） 中津第一病院

令和２年度専門研修プログラム申請状況（５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（５）診療領域 泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科泌　尿　器　科 募集人数医療機関名（法人名等略）広島大学病院　【連携施設数：県内16，県外2】圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設連携施設連携施設連携施設医療機関名（法人名等略）広島

泌尿器科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 5広島市立広島市民病院広島市立安佐市民病院マツダ病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院興生総合病院備北 市立三次中央病院（滋賀県） 長浜赤十字病院（京都府） 京都第一赤十字病院京都第二赤十字病院京都医療センター市立福知山市民病院京都府立医科大学附属病院島根県立中央病院（岡山県） 倉敷中央病院広島 広島大学病院 3マツダ病院広島市立安佐市民病院呉 中国労災病院広島市立広島市民病院 広島 広島大学病院 2広島市立安佐市民病院（兵庫県） 兵庫県災害医療センター（岡山県） 岡山大学病院廣島総合病院 広島 広島大学病院 3広島市立舟入市民病院備北 市立三次中央病院（福井県） 福井県立病院（奈良県） 奈良県総合医療センター（岡山県） 倉敷中央病院福山市民病院 尾三 尾道総合病院 2福山府中 日本鋼管福山病院（山口県） 山口大学医学部付属病院（高知県） 高知医療センター

　【連携施設数：県内2，県外２】

圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

　【連携施設数：県内４，県外－】

広島 医療機関名（法人名等略）広島大学病院　【連携施設数：県内１１，県外8】

県立広島病院
　【連携施設数：県内３，県外3】

募集数

広島西
福山府中 　【連携施設数：県内２，県外2】

令和２年度専門研修プログラム申請状況（６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（６）診療領域 救　急　科救　急　科救　急　科救　急　科

救急科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 2宮本形成外科広島西 廣島総合病院（京都府） 京都大学医学部附属病院 1（島根県） 島根県立中央病院

令和２年度専門研修プログラム申請状況（７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（７）診療領域 形成外科形成外科形成外科形成外科 募集人数医療機関名（法人名等略）　【連携施設：県内３，県外-】広島 広島大学病院広島市民病院　【連携施設：県内-，県外2】
圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

形成外科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 広島市立リハビリテーション病院 4広島西 アマノリハビリテーション病院尾三 公立みつぎ総合病院 専攻医募集希望数医療機関名（法人名等略）圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設　【連携施設数：県内3，県外-】広島 広島大学病院

平成３１年度専門研修プログラム申請状況（８）平成３１年度専門研修プログラム申請状況（８）平成３１年度専門研修プログラム申請状況（８）平成３１年度専門研修プログラム申請状況（８）診療領域 リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 土谷総合病院 12吉島病院県立広島病院済生会広島病院吉田総合病院広島共立病院広島市立安佐市民病院広島市立広島市民病院広島市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ広島逓信病院JR広島病院マツダ病院中電病院安芸太田病院広島西 広島西医療センター廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院済生会 呉病院広島中央 東広島医療センター県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ県立安芸津病院尾三 尾道総合病院三原市医師会病院公立世羅中央病院三菱三原病院福山府中 府中北市民病院備北 市立三次中央病院庄原赤十字病院（愛媛県） 松山市民病院市立八幡浜総合病院松山赤十字病院（北海道） 北海道せき損センター 3（新潟県） 新潟労災病院（香川県） 香川労災病院（福岡県） 産業医科大学病院健愛記念病院戸畑共立病院北九州市立八幡病院産業医科大学若松病院北九州総合病院戸畑総合病院芦屋中央病院九州労災病院 門司メディカルセンター福岡新水巻病院小波瀬病院社会保険直方病院新小倉病院（大分県） 川嶌整形外科病院（長崎県） 長崎労災病院

令和２年度専門研修プログラム申請状況（９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（９）診療領域 整形外科整形外科整形外科整形外科医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設　【連携施設数：県内29，県外3】 募集人数医療機関名（法人名等略）圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設広島 広島大学病院

広島 浜脇整形外科病院　【連携施設数：県内-，県外18】

整形外科　-　1



圏域（北海道） 地域医療機能推進機構 登別病院 2（山口県） 山口赤十字病院下関市立市民病院（福岡県） 九州大学病院九州医療センター福岡東医療センター九州がんセンター福岡県立粕屋新光園福岡市立こども病院福岡市民病院福岡赤十字病院浜の町病院千早病院九州中央病院福岡整形外科病院福岡豊栄会病院溝口外科整形外科病院佐田厚生会 佐田病院原三信病院諸岡整形外科病院福岡みらい病院小倉医療センター九州労災病院九州病院北九州市立総合療育センター北九州市立医療センター福岡県済生会八幡総合病院JR九州病院製鉄記念八幡病院飯塚病院田川市立病院総合せき損センター古賀病院21小倉記念病院西尾病院（佐賀県） 佐賀県医療センター好生館佐賀整肢学園こども発達医療センター唐津赤十字病院（長崎県） 佐世保共済病院（大分県） 大分赤十字病院別府医療センター九州大学病院別府病院（宮崎県） 社会医療法人泉和会 千代田病院県立宮崎病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設連携施設連携施設連携施設 募集人数圏域 医療機関名（法人名等略） 医療機関名（法人名等略）広島 広島赤十字・原爆病院　【連携施設数：県内-，県外44】

整形外科　-　2



圏域（北海道） えにわ病院 5（福岡県） 福岡大学病院福岡大学筑紫病院久恒病院福岡山王病院福岡徳洲会病院福岡リハビリテーション病院福岡和白病院飯塚市立病院川崎病院昭和病院戸畑共立病院白十字病院福西会病院聖峰会マリン病院南川整形外科病院福岡青洲会病院ヨコクラ病院福岡歯科大学医科歯科総合病院諸岡整形外科病院佐田整形外科病院高木病院黒﨑整形外科医院（佐賀県） 佐賀県医療センター好生館やよいがおか鹿毛病院（長崎県） 長崎県対馬病院長崎県壱岐病院（熊本県） 熊本整形外科病院（大分県） 大分整形外科病院（宮崎県） 飯田病院（沖縄県） 豊見城中央病院広島 広島大学病院 2土谷総合病院吉島病院県立広島病院済生会広島病院吉田総合病院広島共立病院広島市立安佐市民病院広島市立広島市民病院広島市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ広島逓信病院JR広島病院マツダ病院中電病院安芸太田病院広島西 広島西医療センター廣島総合病院呉 中国労災病院済生会 呉病院広島中央 東広島医療センター県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ県立安芸津病院尾三 尾道総合病院三原市医師会病院公立世羅中央病院三菱三原病院福山府中 府中北市民病院備北 市立三次中央病院庄原赤十字病院（愛媛県） 市立八幡浜総合病院松山市民病院松山赤十字病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設広島 シムラ病院　【連携施設数：県内-，県外32】 医療機関名（法人名等略）

呉 呉医療センター　【連携施設数：県内29，県外3】

労働者健康安全機構総合せき損センター
連携施設連携施設連携施設連携施設 募集人数圏域 医療機関名（法人名等略）

整形外科　-　3



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 中電病院 8広島市立安佐市民病院ＪＲ広島病院県立広島病院マツダ病院土谷総合病院広島西 広島西医療センターJA廣島総合病院呉 呉医療センター・中国がんセンター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 JA尾道総合病院公立みつぎ総合病院備北 市立三次中央病院庄原赤十字病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設広島大学病院　【連携施設数：県内15，県外-】広島
令和２年度専門研修プログラム申請状況（１０）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１０）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１０）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１０）診療領域 皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科医療機関名（法人名等略）圏域 募集人数

皮膚科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 12広島市立舟入市民病院土谷総合病院広島市立広島市民病院広島市立安佐市民病院広島赤十字・原爆病院広島西 廣島総合病院呉 中国労災病院呉医療センター広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院備北 市立三次中央病院総合病院庄原赤十字病院広島市立広島市民病院 広島 広島逓信病院 2尾三 総合病院三原赤十字病院興生総合病院福山・府中 福山市民病院（岡山県） 岡山大学病院福山市民病院 福山・府中 福山医療センター 2日本鋼管福山病院（岡山県） 岡山大学病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 連携施設連携施設連携施設連携施設医療機関名（法人名等略）
令和２年度専門研修プログラム申請状況（１１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１１）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１１）診療領域 小　　児　　科小　　児　　科小　　児　　科小　　児　　科 募集人数医療機関名（法人名等略）圏域広島

　【連携施設数：県内2，県外1】

　【連携施設数：県内13，県外－】広島大学病院

　【連携施設数：県内4，県外1】福山・府中

小児科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 広島大学病院 広島 県立広島病院 10　【連携施設等数：県内16，県外－】 広島赤十字・原爆病院広島市立安佐市民病院広島市立広島市民病院JR広島病院中電病院土谷総合病院広島がん高精度放射線治療センター広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター呉市医師会病院中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院備北 市立三次中央病院

募集数医療機関名（法人名等略）
広島原爆障害対策協議会健康管理増進センター

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１２）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１２）診療領域 放射線科放射線科放射線科放射線科圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

放射線科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 9広島市立広島市民病院広島市立安佐市民病院広島市立舟入市民病院瀬野川病院草津病院ナカムラ病院千代田病院安佐病院広島市こども療育センター松田病院児玉病院広島第一病院広島西 メープルヒル病院呉 ふたば病院医療法人緑風会 ほうゆう病院吉田病院呉医療センター・中国がんセンター広島中央 賀茂精神医療センター尾三 三原病院小泉病院福山府中 光の丘病院広島 広島大学病院 3瀬野川病院草津病院松田病院広島第一病院広島西 メープルヒル病院呉 ふたば病院広島中央 賀茂精神医療センター尾三 三原病院福山府中 光の丘病院

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１３）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１３）診療領域 精　　神　　科精　　神　　科精　　神　　科精　　神　　科

広島 広島市立広島市民病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設　【連携施設数：県内22，県外－】医療機関名（法人名等略）圏域広島 広島大学病院

　【連携施設数：県内10，県外－】

募集数

精神科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成圏域広島 県立広島病院 7広島赤十字・原爆病院広島市立安佐市民病院マツダ病院広島記念病院吉島病院中電病院福島生協病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院済生会呉病院木村眼科内科病院備北 市立三次中央病院（兵庫県） ツカザキ病院

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設
令和２年度専門研修プログラム申請状況（１４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１４）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１４）診療領域 眼　　　科眼　　　科眼　　　科眼　　　科広島大学病院　【連携施設数：県内14，県外1】 募集数医療機関名（法人名等略）広島圏域

眼科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 12広島赤十字・原爆病院広島市立安佐市民病院土谷総合病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院備北 市立三次中央病院広島市民病院 呉 呉共済病院 6尾三 興生総合病院総合病院三原赤十字病院尾道市立市民病院（東京都） 昭和大学病院（岡山県） 岡山大学病院（山口県） 国立病院機構岩国医療センター（高知県） 高知大学医学部附属病院

広島大学病院　【連携施設数：県内10，県外-】広島
　【連携施設数：県内4，県外4】

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１５）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１５）

基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設診療領域 麻　　酔　　科麻　　酔　　科麻　　酔　　科麻　　酔　　科 募集人数医療機関名（法人名等略）圏域

麻酔科　-　1



厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 県立広島病院 6広島赤十字・原爆病院広島市立安佐市民病院マツダ病院五日市記念病院荒木脳神経外科病院たかの橋中央病院広島西 廣島総合病院呉 呉医療センター中国労災病院広島中央 東広島医療センター尾三 尾道総合病院山田記念病院備北 市立三次中央病院（大阪府） 国立循環器病研究センター（島根県） 島根県立中央病院松江赤十字病院（愛媛県） 松山赤十字病院

広島大学大学院脳神経外科学　【連携施設・関連施設数：県内14，県外4】 募集数医療機関名（法人名等略）広島圏域
令和２年度専門研修プログラム申請状況（１６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１６）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１６）診療領域 脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設　・　関連施設（※）連携施設　・　関連施設（※）連携施設　・　関連施設（※）連携施設　・　関連施設（※）
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厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 中電病院 5広島市立安佐市民病院ＪＲ広島病院県立広島病院広島赤十字・原爆病院広島市立広島市民病院吉島病院広島記念病院広島共立病院済生会広島病院マツダ病院JA吉田総合病院土谷総合病院福島生協病院広島西 廣島総合病院広島西医療センター呉 呉医療センター・中国がんセンター呉共済病院中国労災病院呉市医師会病院広島中央 東広島医療センター尾三 JA尾道総合病院備北 市立三次中央病院庄原赤十字病院（兵庫県） 神戸大学医学部付属病院（山口県） 柳井医療センター広島市立広島市民病院 広島 広島赤十字・原爆病院 1広島市立安佐市民病院尾三 JA尾道総合病院（岡山県） 岡山大学病院（山口県） 岩国医療センター

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１７）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１７）診療領域 病　　理病　　理病　　理病　　理医療機関名（法人名等略）圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

　【連携施設数：県内３，県外２】

広島大学病院　【連携施設数：県内24，県外2】広島 募集数
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厚生労働省からの提供データより作成
圏域広島 広島市立広島市民病院 1呉 呉医療センター基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１８）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１８）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１８）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１８）診療領域 臨　床　検　査臨　床　検　査臨　床　検　査臨　床　検　査 募集人数医療機関名（法人名等略）圏域広島 広島大学病院　【連携施設数：県内2，県外-】
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厚生労働省からの提供データより作成圏域広島大学病院 広島 シムラ病院 6安芸太田病院光仁会梶川病院中電病院県立広島病院吉島病院広島市立広島市民病院広島記念病院一陽会原田病院広島市立安佐市民病院広島共立病院JR広島病院はしもと内科ほーむけあクリニック坪田内科広島西 アマノリハビリテーション病院廣島総合病院広島西医療センター呉 呉市医師会病院済生会呉病院中国労災病院呉共済病院呉医療センター広島中央 東広島医療センター尾三 公立みつぎ総合病院JA尾道総合病院備北 庄原市立西城市民病院市立三次中央病院庄原赤十字病院県立広島病院 広島 安芸太田病院 3雄鹿原診療所広島中央 県立安芸津病院広島市立安佐市民病院 広島 広島大学病院 2安芸太田病院雄鹿原診療所備北 市立三次中央病院三次地区医療センター西城市民病院庄原赤十字病院三次市作木診療所(島根県） 公立邑智病院広島共立病院 広島 広島大学病院救命救急センター 2雄鹿原診療所福山・府中 城北診療所呉医療センター 広島 広島大学病院 2呉 呉市医師会病院青山病院島の病院おおたに広島中央 県立安芸津病院福山医療センター 福山・府中 福山市民病院 2藤井病院神石高原町立病院城北診療所藤井病院 福山・府中 福山市民病院 2庄原赤十字病院 広島 広島大学病院 1広島赤十字・原爆病院備北 西城市民病院　【連携施設数：県内1，県外-】
　【連携施設数：県内3，県外-】

備北

広島

福山・府中呉

令和２年度専門研修プログラム申請状況（１９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１９）令和２年度専門研修プログラム申請状況（１９）診療領域   総　合　診　療　科  総　合　診　療　科  総　合　診　療　科  総　合　診　療　科

　【連携施設数：県内3，県外-】

　【連携施設数：県内3，県外-】　【連携施設数：県内8，県外1】
　【連携施設数：県内５，県外-】　【連携施設数：県内4，県外-】

募集人数医療機関名（法人名等略）圏域 基幹施設基幹施設基幹施設基幹施設 医療機関名（法人名等略）連携施設連携施設連携施設連携施設　【連携施設数：県内29，県外-】

総合診療科　-　1
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