
7．病院群の構成等 別表

単独・管理型病院の名称（所在都道府県）： 三重大学医学部附属病院 （三重県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

三重県 中勢・伊賀 三重大学医学部附属病院

(病院施設番号:０３０４５２)
宮城県 仙台 追加

仙台徳洲会病院
(病院施設番号:０３００６０）

岩手県 宮古
岩手県立宮古病院
(病院施設番号:０３０７８４)

三重大病院オーダーメードプログラム 26

秋田県 秋田周辺
秋田大学医学部附属病院
(病院施設番号:０３００６４）

北海道 日高
日高徳洲会病院
(病院施設番号:０３１０６１)

三重大病院小児科重点MMCプログラム 2

東京都 区中央部
東京大学医学部附属病院
(病院施設番号:０３０１８６)

北海道 南渡島
共愛会病院
(病院施設番号:０３１１２１)

三重大病院産婦人科重点MMCプログラム 2

東京都 北多摩南部
杏林大学医学部付属病院
(病院施設番号:０３０２４３)

山形県 最上
新庄徳洲会病院
(病院施設番号:０３１１２４)

神奈川県 横須賀・三浦 追加
湘南鎌倉総合病院
(病院施設番号:０３０２８０)

三重県 中勢伊賀
榊原温泉病院
(病院施設番号:０３１６９９)

神奈川県 湘南東部
湘南藤沢徳洲会病院
(病院施設番号:０３０２８２)

三重県 中勢伊賀
武内病院
(病院施設番号:０３１７００)

静岡県 西部
聖隷浜松病院
(病院施設番号:０３０３９２)

和歌山県 橋本
高野町立高野山総合診療所
(病院施設番号:０３１８６０)

愛知県 尾張西部
総合大雄会病院
(病院施設番号:０３０４２２)

三重県 中勢伊賀
津保健所
(病院施設番号:０３２８４０)

三重県 北勢
三重県立総合医療センター
(病院施設番号:０３０４４５)

三重県 南勢志摩
町立南伊勢病院
(病院施設番号:０３２８４８)

三重県 北勢
市立四日市病院
(病院施設番号:０３０４４６)

三重県 南勢志摩
鳥羽市立神島診療所
(病院施設番号:０３２８５０)

三重県 北勢
鈴鹿中央総合病院
(病院施設番号:０３０４４８)

鹿児島県 屋久島
屋久島徳洲会病院
(病院施設番号:０３３２７９)

三重県 中勢伊賀
国立病院機構三重中央医療センター
(病院施設番号:０３０４４９)

岩手県 宮古 追加 岩手県立山田病院
(病院施設番号:０３４２７６)

三重県 中勢伊賀
三重県立こころの医療センター
(病院施設番号:０３０４５０)

三重県 中勢伊賀
三重県赤十字血液センター
(病院施設番号:０３５０６９)

三重県 南勢志摩
市立伊勢総合病院
(病院施設番号:０３０４５３)

三重県 中勢伊賀
近畿健康管理センター
(病院施設番号:０３５１１６)

三重県 南勢志摩
松阪市民病院
(病院施設番号:０３０４５４)

愛知県 尾張西部
大雄会クリニック
(病院施設番号:０３６０３２)

三重県 南勢志摩
松阪中央総合病院
(病院施設番号:０３０４５５)

岩手県 宮古
岩手県済生会岩泉病院
(病院施設番号:０４１１６２)

三重県 南勢志摩
済生会松阪総合病院
(病院施設番号:０３０４５６)

三重県 東紀州
紀和診療所
(病院施設番号:０４１２３６)

三重県 南勢志摩
伊勢赤十字病院
(病院施設番号:０３０４５７)

三重県 中勢伊賀
三重県健康管理事業センター
(病院施設番号:０５６４０２)

大阪府 豊能
大阪大学医学部附属病院
(病院施設番号:０３０４９７)

三重県 東紀州
熊野保健所
(病院施設番号:０７６６６０)

研修プログラム基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設



所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

研修プログラム基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

大阪府 泉州
岸和田徳洲会病院
(病院施設番号:０３０５２２)

三重県 東紀州
きなん苑
(病院施設番号:０７６６６２)

奈良県 中和
奈良県立医科大学附属病院
(病院施設番号:０３０５８６)

愛知県 東三河北部
星野病院
(病院施設番号:０７６７１５)

和歌山県 和歌山
和歌山県立医科大学附属病院
(病院施設番号:０３０５８８)

三重県 南勢志摩
国民健康保険志摩市民病院
(病院施設番号:０９６０６５)

岡山県 県南西部
川崎医科大学附属病院
(病院施設番号:０３０６２２)

和歌山県 新宮
新宮市民国民健康保険直営熊野川
診療所
(病院施設番号:０９６３４４)

和歌山県 新宮
新宮市立医療センター
(病院施設番号:０３０７９５)

三重県 東紀州
長谷川内科
(病院施設番号:０９６４３５)

三重県 中勢伊賀
津生協病院
(病院施設番号:０３０８２０)

三重県 中勢伊賀
岩崎病院
(病院施設番号:１１６１８３)

三重県 南勢志摩
三重県立志摩病院
(病院施設番号:０３０９１１)

大阪府 豊能
戸川医院
(病院施設番号:１１６４８６)

三重県 北勢
鈴鹿回生病院
(病院施設番号:０３０９３０)

三重県 中勢伊賀
みえ医療福祉生活協同組合高茶屋
診療所
(病院施設番号:１１６５７３)

三重県 北勢
四日市羽津医療センター
(病院施設番号:０３０９５３)

三重県 南勢志摩
鳥羽市立桃取診療所
(病院施設番号:１２６９０８)

山形県 庄内 追加
庄内余目病院
(病院施設番号:０３１０６０)

鹿児島県 奄美
喜界徳洲会病院
(病院施設番号:１３７３６６）

大阪府 豊能
大阪府済生会千里病院
(病院施設番号:０３１０６９) (病院施設番号:)

三重県 北勢
桑名市総合医療センター
(病院施設番号:０３１１０９) (病院施設番号:)

和歌山県 橋本
橋本市民病院
(病院施設番号:０３１１１１) (病院施設番号:)

三重県 北勢
三重北医療センタ－いなべ総合病院
(病院施設番号:０３１６９５） (病院施設番号:)

三重県 北勢
鈴鹿厚生病院
(病院施設番号:０３１６９８) (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
国立病院機構三重病院
(病院施設番号:０３１７０３) (病院施設番号:)

三重県 南勢志摩
松阪厚生病院
(病院施設番号:０３１７０５） (病院施設番号:)



所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

研修プログラム基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

三重県 中勢伊賀
藤田医科大学七栗記念病院
(病院施設番号:０３１７０６） (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
名張市立病院
(病院施設番号:０３１７０７) (病院施設番号:)

三重県 東紀州
尾鷲総合病院
(病院施設番号:０３１７０９) (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
三重県立一志病院
(病院施設番号:０３２８４２) (病院施設番号:)

三重県 東紀州
岡波総合病院
(病院施設番号:０３５１１５) (病院施設番号:)

三重県 東紀州
紀南病院
(病院施設番号:０４０００５) (病院施設番号:)

愛知県 東三河南部
国立病院機構豊橋医療センター
(病院施設番号:０７０００９) (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
上野総合市民病院
(病院施設番号:０７００３８) (病院施設番号:)

和歌山県 新宮
那智勝浦町立温泉病院
(病院施設番号:０８６０２６) (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
遠山病院
(病院施設番号:０９００４２） (病院施設番号:)

三重県 北勢
亀山市立医療センター
(病院施設番号:１１００２２) (病院施設番号:)

三重県 中勢伊賀
永井病院
(病院施設番号:１４７８２５） (病院施設番号:)

(病院施設番号:) (病院施設番号:)

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

別紙参照

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。



別紙

地方にありかつ地域的特殊性や医療資源の偏在に対峙している地方大学や女性医師支援で成功をおさめている大学と国立大学同士の連携を深めることで、さまざまな医療問題に対するソリューションを学べる研修を行うことが

できる。なお、現在のところ残念ながら研修実績はないが、東日本大震災の際には三重大学・秋田大学・岡山大学の医療チームが連携して支援に当たったという効果が得られている。

主に選択科目において、高度な形成外科スーパーマイクロサージェリー研修を体験でき、その他にも整形外科・脳外科・耳鼻科・乳腺外科など、

さまざまなキャリアパス領域でインスピレーションを高める教育を研修医に対して行うことができるため。

三重県では体験できない都市型救急医療の現場を経験することで、研修医に対して幅の広い経験を積ますことができるため。

三重県では体験できない都市型医療の現場を経験することで、研修医に対して幅の広い経験を積ますことができるため。

二次から三次までをカバーできる高度救命救急センターにおいて、幅広くかつ厚みのある救急研修を研修医に対して行うため。

愛知県名古屋市と関連を持って生活する人口が多い三重県においては、医師も愛知県出身者が多く三重大学卒業生も愛知県でキャリアアップをしているものが多い。

このような現状の中で行政枠にとらわれず、愛知県と三重大学病院が共に若い医療人を育成することで、将来にわたって強い連携が期待できるため。

国内屈指の臨床・研究レベルにある集中治療を初期研修で体験することができ、

将来的に、マンパワー不足に悩まされている三重県の麻酔科の現状を打破する礎となることが期待できるため。

三重県では体験できない都市型医療の現場を経験することで、研修医に対して幅の広い経験を積ますことができるため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

奈良県立医科大学附属病院

和歌山県立医科大学附属病院

岸和田徳洲会病院

秋田大学医学部附属病院

東京大学医学部附属病院

杏林大学医学部附属病院

湘南藤沢徳洲会病院

聖隷浜松病院

総合大雄会病院

大阪大学医学部附属病院



一次から三次までをカバーできる高度救命救急センターにおいて、幅広くかつ厚みのある救急研修を研修医に対して行うため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

三重県では体験できない都市型医療の現場を経験することで、研修医に対して幅の広い経験を積ますことができるため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

愛知県名古屋市と関連を持って生活する人口が多い三重県においては、医師も愛知県出身者が多く三重大学卒業生も愛知県でキャリアアップをしているものが多い。

このような現状の中で行政枠にとらわれず、愛知県と三重大学病院が共に若い医療人を育成することで、将来にわたって強い連携が期待できるため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

研修医に対して、被災地における復興に向かう地域医療を体験させるため（現時点では被災地とは言えないが復興の過程の医療を学ぶ貴重な機会となると考える）。

日本の中心部から遠く離れた僻地や離島で研修することにより、風土病など、日本に存在しながら通常の医学教育で学ぶことができない多様な医療を学ぶことができ、

裾野の広い医師を養成し国際的にも通用する医療人材を育成することができる。

日本の中心部から遠く離れた僻地や離島で研修することにより、風土病など、日本に存在しながら通常の医学教育で学ぶことができない多様な医療を学ぶことができ、

裾野の広い医師を養成し国際的にも通用する医療人材を育成することができる。

日本の中心部から遠く離れた僻地や離島で研修することにより、風土病など、日本に存在しながら通常の医学教育で学ぶことができない多様な医療を学ぶことができ、

裾野の広い医師を養成し国際的にも通用する医療人材を育成することができる。

新庄徳洲会病院

共愛会病院

川崎医科大学附属病院

新宮市立医療センター

大阪府済生会千里病院

橋本市民病院

国立病院機構豊橋医療センター

那智勝浦温泉病院

岩手県立宮古病院

静仁会静内病院



紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

愛知県名古屋市と関連を持って生活する人口が多い三重県においては、医師も愛知県出身者が多く三重大学卒業生も愛知県でキャリアアップをしているものが多い。

このような現状の中で行政枠にとらわれず、愛知県と三重大学病院が共に若い医療人を育成することで、将来にわたって強い連携が期待できるため。

愛知県名古屋市と関連を持って生活する人口が多い三重県においては、医師も愛知県出身者が多く三重大学卒業生も愛知県でキャリアアップをしているものが多い。

このような現状の中で行政枠にとらわれず、愛知県と三重大学病院が共に若い医療人を育成することで、将来にわたって強い連携が期待できるため。

紀伊半島にあって、県境を接しかつそのすべてが僻地地域である三重奈良和歌山の大学と地域の医療機関が連携することで、行政枠に縛られない地域医療を研修医に対して行うことができるため。

三重県では体験できない都市型医療の現場を経験することで、研修医に対して幅の広い経験を積ますことができるため。

日本の中心部から遠く離れた僻地や離島で研修することにより、風土病や熱帯病など、日本に存在しながら通常の医学教育で学ぶことができない多様な医療を学ぶことができ、

裾野の広い医師を養成し国際的にも通用する医療人材を育成することができる。

救急時には自衛隊ヘリによる搬送が行われるなど、三重県では体験することができない僻地や離島での医療を学ぶことができ、裾野の広い医師を養成し国際的にも通用する医療人材を育成することができる。

日本の中心部から遠く離れた僻地で研修することにより、通常の医学教育で学ぶことができない多様な医療を学ぶことができ、裾野の広い医師を養成することができる。

救急科・総合診療科において、日本有数の症例を有する施設であり、又、教育病院としても確固とした地位を築いているために、研修医の臨床能力を高めることができる。

東北の中心である仙台で一次救急から三次救急まで携わることが出来、研修医の救急に対する対応力を高め、視野を広げることができる。

仙台徳洲会病院

喜界徳洲会病院

戸川医院

屋久島徳洲会病院

高野山町立高野山診療所

大雄会クリニック

星野病院

熊野川診療所

湘南鎌倉総合病院

岩手県済生会岩泉病院


