
令和３年度　県内の専門研修プログラムの連携施設について

２　救急科

基幹施設 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 別府医療センター 帆秋病院

募集定員（希望） 35人 3人 5人 8人 3人 5人 1人 4人

研修期間 3年間 3年間 3年間 3年間 3年間 3年間 3年間 3年間

大分県立病院 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分大学医学部付属病院 大分大学医学部附属病院
大分赤十字病院 豊後大野市民病院 アルメイダ病院 アルメイダ病院 別府医療センター 衛藤病院 大分県立病院 大分県立病院
大分医療センター 杵築市立山香病院 新別府病院 厚生連鶴見病院 中津市民病院 大分丘の上病院 衛藤病院 九州大学病院
アルメイダ病院 国東市民病院 大分中村病院 西田病院 九州大学病院 佐藤病院 大分丘の上病院 九州医療センター
大分岡病院 姫島村診療所 大分赤十字病院 中津市民病院 九州病院 帆秋病院 佐藤病院 福岡県立精神医療センター太宰府病院

大分中村病院 長崎大学病院 コスモス病院 産業医科大学病院 杵築市立山香病院（関連施設） 大分県こころとからだの相談支援センター 帆秋病院
大分三愛メディカルセンター 長崎原爆病院 大分岡病院 別府医療センター（関連施設） 国東市民病院（関連施設） 別府医療センター 大分県こころとからだの相談支援センター

天心堂へつぎ病院 長崎みなとメディカルセンター 別府医療センター 西別府病院（関連施設） 豊後大野市民病院（関連施設） 鶴見台病院 鶴見台病院
大分健生病院 大阪府済生会千里病院 豊後大野市民病院（関連施設） 向井病院 向井病院
有田胃腸病院 福岡東医療センター 大分赤十字病院（関連施設） 山本病院 山本病院
佐賀関病院 大分こども病院（関連施設） 宇佐病院 宇佐病院
湯布院病院 杵築市立山香病院（関連施設） 大貞病院
津久見中央病院 別府発達医療センター（関連施設） 産業医科大学病院
別府医療センター 国東市民病院（関連施設）
新別府病院 大分健生病院（関連施設）
厚生連鶴見病院
西別府病院
国東市民病院
杵築市立山香病院
長門記念病院
豊後大野市民病院
みえ病院
大久保病院
済生会日田病院
中津市民病院
高田中央病院
コスモス病院
宇佐高田医師会病院
大分循環器病院
南海医療センター
佐伯中央病院
姫島村診療所
国立循環器病研究センター

西田病院
産業医科大学病院
昭和大学病院
昭和大学藤が丘病院
昭和大学江東豊洲病院
昭和大学横浜市北部病院

計 39 施設 計 8 施設 計 10 施設 計 15 施設 計 8 施設 計 13 施設 計 11 施設 計 5 施設

１　内科 ３　小児科

連携施設

４　精神科

資 料 １－４
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基幹施設 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 大分中村病院 大分整形外科病院 別府医療センター 大分大学医学部附属病院 大分県立病院

募集定員（希望） 10人 2人 6人 2人 2人 2人 10人 3人

研修期間 3年間 3年間 3年9か月 3年9か月 4年間 4年間 3年間 3年間

大分県立病院 大分赤十字病院 大分県立病院 高田中央病院 大分赤十字病院 九州大学病院別府病院 大分県立病院 大分大学医学部付属病院
大分赤十字病院 別府医療センター 大分医療センター 大分循環器病院 別府医療センター 大分赤十字病院 アルメイダ病院 中津市民病院
大分医療センター 中津市民病院 アルメイダ病院 黒木記念病院 若宮病院 大分整形外科病院 セント・ルカ産婦人科 大川産婦人科
アルメイダ病院 九州大学病院 大分岡病院 佐伯中央病院 福岡大学病院 若宮病院 中津市民病院 セント・ルカ産婦人科
大分岡病院 大分大学医学部付属病院 明野中央病院 大分大学医学部付属病院 福岡大学筑紫病院 九州大学病院 大川産婦人科
大分中村病院 湯布院病院 川嶌整形外科病院 福岡リハビリテーション病院 九州医療センター 大分医療センター
大分三愛メディカルセンター 津久見中央病院 飯塚市立病院 福岡市立こども病院
天心堂へつぎ病院 厚生連鶴見病院 長崎県対馬病院 福岡赤十字病院
大分こども病院 新別府病院 長崎県壱岐病院 浜の町病院
有田胃腸病院 別府発達医療センター 佐賀県医療センター好生館

むねむら大腸肛門クリニック 中村病院 唐津赤十字病院
コスモス病院 サンライズ酒井病院 佐世保共済病院
津久見中央病院 南海医療センター 山口赤十字病院
別府医療センター 豊後大野市民病院 県立宮崎病院
厚生連鶴見病院 大久保病院 登別病院
新別府病院 大分三愛メディカルセンター 広島赤十字・原爆病院
野口病院 内田病院 下関市立市民病院
中村病院 コスモス病院
国東市民病院 熊本整形外科病院
南海医療センター
西田病院
豊後大野市民病院
大久保病院
日田中央病院
中津市民病院
中津胃腸病院
酒井病院
佐藤第一病院
和田病院
戸畑総合病院
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
埼玉石心会病院
脳神経疾患研究所総合南東北病院

計 34 施設 計 5 施設 計 19 施設 計 6 施設 計 9 施設 計 17 施設 計 6 施設 計 4 施設

連携施設

５　外科 ６　整形外科 ７　産婦人科

2



９　皮膚科 10　眼科 11　耳鼻咽喉科 12　泌尿器科 13　脳神経外科 14　放射線科

基幹施設 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院

募集定員（希望） 14人 1人 5人 4人 3人 5人 2人 4人

研修期間 4年間 4年間 5年間 4年間 4年間 4年間 4年間 3年間

大分県立病院 大分大学医学部付属病院 大分県立病院 大分県立病院 大分県立病院 大分赤十字病院 大分県立病院 大分県立病院
大分赤十字病院 別府医療センター 天心堂へつぎ病院 別府医療センター 大分医療センター 永冨脳神経外科病院 大分赤十字病院
大分医療センター アルメイダ病院（準連携施設） 別府医療センター 九州大学病院 アルメイダ病院 一ノ宮脳神経外科病院 厚生連鶴見病院
アルメイダ病院 大分健生病院（準連携施設） 新別府病院 久留米大学病院 大分三愛メディカルセンター 別府医療センター 新別府病院
大分岡病院 高田中央病院（準連携施設） 豊後大野市民病院 福岡大学病院 津久見中央病院 厚生連鶴見病院（関連施設） 九州大学病院
別府医療センター アルメイダ病院(関連施設) 豊永耳鼻咽喉科医院（関連施設） 別府医療センター アルメイダ病院（関連施設） 福岡大学病院
豊後大野市民病院 高田中央病院(関連施設) 厚生連鶴見病院 中津脳神経外科病院（関連施設）

中津市民病院 佐賀関病院(関連施設) 新別府病院 大分赤十字病院（関連施設）

福岡市立こども病院 長門記念病院(関連施設) 中村病院 南海医療センター（関連施設）

厚生連鶴見病院 別府中央病院(関連施設) 豊後大野市民病院 河野脳神経外科病院（関連施設）

大分三愛メディカルセンター 九州大学病院 南海医療センター 中津市民病院（関連施設）
北九州総合病院 九州病院 別府湾腎泌尿器病院 熊本大学大学院生命科学研究部（関連施設）

熊本大学病院 麻生飯塚病院 西田病院 宮崎大学医学部臨床神経科学講座（関連施設）

熊本赤十字病院 大分赤十字病院 大分岡病院（関連施設）
済生会熊本病院
熊本医療センター
熊本中央病院
産業医科大学病院
九州労災病院
神戸労災病院
九州病院
久留米大学病院
久留米大学医療センター
大牟田市立病院
琉球大学病院
九州大学病院
九州医療センター
済生会福岡病院
聖マリア病院
那覇市立病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

福岡大学病院
福岡赤十字病院
福岡大学筑紫病院
宮崎大学医学部附属病院
佐賀大学医学部附属病院
佐賀医療センター好生館
嬉野医療センター
筑後市立病院

計 39 施設 計 1 施設 計 5 施設 計 14 施設 計 6 施設 計 13 施設 計 14 施設 計 6 施設

連携施設

８　麻酔科
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15　病理科 16　臨床検査科 18 リハビリテーション科

基幹施設 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分県立病院 大分岡病院 大分大学医学部附属病院 大分大学医学部附属病院 大分健生病院 湯布院病院

募集定員（希望） 1人 1人 3人 1人 2人 4人 2人 2人

研修期間 3年間 3年間 4年間 4年間 3年間 3年間 3年間 3年間

大分県立病院 大久保病院 大分大学医学部附属病院 順天堂大学附属順天堂医院 明野中央病院 大分県立病院 大分赤十字病院 JCHO九州病院
大分医療センター アルメイダ病院 神戸大学医学部附属病院 井野辺病院 大分赤十字病院 アルメイダ病院 JCHO高岡ふしき病院
アルメイダ病院 大分岡病院 下北沢病院 諏訪の杜病院 アルメイダ病院 大分整形外科病院
大分岡病院・大分東部病院 別府医療センター 別府リハビリテーションセンター 大分健生病院 竹田診療所
厚生連鶴見病院 福岡大学医学部附属病院 別府発達医療センター 大分こども病院 おかだ眼科
南海医療センター 佐賀関病院 けんせいホームケアクリニック

野口病院 渡辺内科医院 けんせい歯科クリニック
宮崎医院
別府医療センター
国東市民病院
杵築市立山香病院
豊後大野市民病院
佐賀関診療所
姫島村診療所
津久見中央病院
佐伯中央病院
坂ノ市病院
よつばファミリークリニック

飯塚病院
大分三愛メディカルセンター

計 7 施設 計 1 施設 計 5 施設 計 3 施設 計 5 施設 計 20 施設 計 7 施設 計 2 施設

19　総合診療科

連携施設

17　形成外科
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