
（令和2年12月15日時点）

臨床研修プログラムの詳細については、各臨床研修病院にお問い合わせください。

通番 施設番号 都県名 病院名 ＵＲＬ

1 030088 茨城県 水戸医療センター https://mito.hosp.go.jp/doctor/shoki_program.html

2 030089 茨城県 茨城県立中央病院 https://www.i-kenshu.jp/cat01/rinshokenshumokuhyo/

3 030091 茨城県 水戸済生会総合病院 https://recruit.mito-saiseikai.jp/junior/program

4 030092 茨城県 日立総合病院 http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/recruit/rinsho/index.html

5 030093 茨城県 霞ヶ浦医療センター https://kasumigaura.hosp.go.jp/about/careers_resident1_pglist.html

6 030094 茨城県 総合病院土浦協同病院 http://www.tkgh.jp/medical-staffs/clinical/kenshu-program/

7 030095 茨城県 東京医科大学茨城医療センター https://ksm.tokyo-med.ac.jp/sotsugo/Page/Shoki/news#wrapper

8 030096 茨城県 筑波メディカルセンター病院 http://www.tmch.or.jp/hosp/education/shoki/program.html

9 030097 茨城県 筑波大学附属病院 http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/sotsugo/first_program/program.html

10 030098 茨城県 筑波記念病院 https://tsukuba-kinen.or.jp/medical-intern

11 030099 茨城県 ＪＡとりで総合医療センター http://www.toride-medical.or.jp/requirement/kensyuui.html

12 030100 茨城県 牛久愛和総合病院 https://www.jojinkai.com/resident/program/overview.html

13 030101 茨城県 筑波学園病院 https://recruit.gakuen-hospital.com/program/#program02

14 030788 茨城県 ひたちなか総合病院
https://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/recruit/rinsho/syoki/index.html#ank80
96838

15 030799 茨城県 茨城西南医療センター病院 http://seinan-mch.or.jp/j-resident/about/

16 031043 茨城県 総合病院水戸協同病院 https://www.mitokyodo-hp.jp/iryoukankei/rinsyoukensyuu/syokikensyuu/program

17 031307 茨城県 水戸赤十字病院 http://mito.jrc.or.jp/recruit/recruit_trainee1/

18 031318 茨城県 つくばセントラル病院 http://www.central.or.jp/index006.html

19 031322 茨城県 総合守谷第一病院 https://www.moriya.daiichi.or.jp/connection/index.html

20 031330 茨城県 友愛記念病院 https://www.yuai-hosp-jp.org/recruit/intern.php

21 030103 栃木県 上都賀総合病院 http://kamituga-hp.blogspot.com/

22 030105 栃木県 栃木県済生会宇都宮病院 https://www.saimiya.com/resident-recruit/top.html

23 030106 栃木県 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/resident/early/rotation.html

24 030107 栃木県 獨協医科大学病院 https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/recruit/1

25 030108 栃木県 とちぎメディカルセンターしもつが https://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/recruit/kenshu_ishi/

26 030109 栃木県 足利赤十字病院 https://www.ashikaga.jrc.or.jp/publics/index/131/

27 030110 栃木県 佐野厚生総合病院 http://jasanoko.or.jp/bosyu/training-physician-recruitment.html

28 030881 栃木県 国際医療福祉大学病院 https://hospital.iuhw.ac.jp/intern/schedule/index.html

29 030961 栃木県 那須赤十字病院 http://www.nasu.jrc.or.jp/resident01

30 031338 栃木県 芳賀赤十字病院 https://www.haga.jrc.or.jp/r3/

31 030111 群馬県 前橋赤十字病院 https://www.maebashi.jrc.or.jp/resident/index.html

32 030112 群馬県 群馬大学医学部附属病院
https://c-center.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/%e7%be%a4%e5%a4%a7%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%ef

33 030113 群馬県 高崎総合医療センター https://takasaki.hosp.go.jp/kensyu.html

34 030114 群馬県 桐生厚生総合病院 https://www.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/about/recruit/clinical-resident

35 030115 群馬県 伊勢崎市民病院 http://www.hospital.isesaki.gunma.jp/pages/248/302/397/308/

36 030117 群馬県 利根中央病院 https://www.tonehoken.or.jp/d-student/kensyui.html

37 030118 群馬県 公立富岡総合病院 http://tomioka-hosp.jp/recruit2.html

38 030852 群馬県 公立館林厚生病院 http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/1_recruit/intern/program-2.html

39 030905 群馬県 太田記念病院 https://dr.ota-hosp.or.jp/resident/training/

40 030965 群馬県 群馬中央病院 https://gunma.jcho.go.jp/

41 031345 群馬県 渋川医療センター https://shibukawa.hosp.go.jp/careers02.html

42 031350 群馬県 日高病院 https://hidaka02-kai.com/hidaka/publics/index/300/

43 031374 群馬県 公立藤岡総合病院 http://www.fujioka-hosp.or.jp/rinshokenshui/early/rinshoprogram.html

44 031343 群馬県 群馬県済生会前橋病院 http://www.maebashi.saiseikai.or.jp/kensyu/syoki-index/

45 030120 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-s/recruit/training/program.html
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46 030121 埼玉県 越谷市立病院 https://www.mhp.koshigaya.saitama.jp/www/contents/1000000000112/index.html

47 030122 埼玉県 みさと健和病院 http://gakusei.kenwa.or.jp/03fstresident.html

48 030125 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター http://www.jichi.ac.jp/center/learn/sotsugo/junior.html

49 030126 埼玉県 さいたま市立病院 https://www.city.saitama.jp/hospital/initialtrainees/p074794.html

50 030127 埼玉県 川口市立医療センター https://kawaguchi-mmc.org/hospital/intern/juniorresident/

51 030129 埼玉県 さいたま赤十字病院 http://www.saitama-med.jrc.or.jp/rinsyoukensyu/puroguramu.html

52 030130 埼玉県 埼玉協同病院 https://www.skymet.jp/junior/

53 030131 埼玉県 埼玉メディカルセンター
https://saitama.jcho.go.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6-
%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e5%8c%bb%e5%8b%9f%e9%9b%86%e8%a6%81

54 030132 埼玉県 戸田中央総合病院 https://www.chuobyoin.or.jp/trainee/ministerial-ordinance/

55 030133 埼玉県 上尾中央総合病院 https://www.ach.or.jp/medical/medicalstudent/resident/

56 030137 埼玉県 埼玉県済生会川口総合病院 http://www.saiseikai.gr.jp/intern/shoki_program.html

57 030138 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター http://www.kawagoe.saitama-med.ac.jp/resident/Junior_resident/shoki-3.html

58 030139 埼玉県 埼玉病院 https://saitama.hosp.go.jp/recruit/resident/clinical-training-information.html

59 030140 埼玉県 西埼玉中央病院 https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/profession/cnt0_000087.html

60 030141 埼玉県 防衛医科大学校病院 －

61 030142 埼玉県 埼玉石心会病院 https://saitama-sekishinkai.jp/employment/junior/

62 030144 埼玉県 埼玉医科大学病院 http://www.saitama-med.ac.jp/resident/moro/program_junior_resi.html#2

63 030146 埼玉県 春日部中央総合病院 http://ims-site.jp/kasukabe/kenshuui/shoki/index.html#youkou

64 030800 埼玉県 小川赤十字病院 https://www.ogawa.jrc.or.jp/rinsyou/ron-02.html

65 030805 埼玉県 関越病院 https://www.kan-etsu-dr.info/

66 030916 埼玉県 新座志木中央総合病院 https://niizashiki-hp.jp/district/cat614/

67 030935 埼玉県 深谷赤十字病院 http://www.fukaya.jrc.or.jp/rin/detail.php?eid=00007

68 030957 埼玉県 TMGあさか医療センター https://www.asakadai-hp.jp/news/post-209.html

69 030972 埼玉県 羽生総合病院 http://www.fureaihosp.or.jp/hanyuhp/recruit/resident.php

70 030998 埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター https://www.shmc.jp/medical/department/ClinicalTrainingCenter/program.html

71 031029 埼玉県 三郷中央総合病院 http://mchp.jp/rinsyokensyui.html

72 031072 埼玉県 草加市立病院 http://www.soka-city-hospital.jp/m07/m02/youkou.html

73 031094 埼玉県 春日部市立医療センター http://www.kasukabe-cityhp.jp/about/clinical-training/index.html

74 031120 埼玉県 北里大学メディカルセンター https://www.kitasato-u.ac.jp/kmc-hp/concern/kenshu.html

75 031381 埼玉県 秀和総合病院 http://www.shuuwa-gh.or.jp/recruit/trainee_recruit_gaiyo.php

76 036381 埼玉県 埼玉県済生会栗橋病院 https://www.saikuri.org/resident/recruit_resident/training_program/

77 040066 埼玉県 行田総合病院 https://gyoda-hp.or.jp/recruitment/recruitment_res_j_information/

78 066751 埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu/program_junior_resi.html

79 031393 埼玉県 熊谷総合病院 https://www.kumasou.or.jp/career/clinical_training

80 100002 埼玉県 さいたま市民医療センター https://www.scmc.or.jp/recruit/713/

81 110001 埼玉県 新久喜総合病院 https://shinkuki-hospital-recruit.jp/junior-resident/

82 030147 千葉県 千葉医療センター https://chiba.hosp.go.jp/sm-kensyu-in-rinsyou.html#nenjihoukoku

83 030149 千葉県 千葉大学医学部附属病院 https://www.ho.chiba-u.ac.jp/chibauniv-resident/doctor/program.html

84 030150 千葉県 船橋二和病院 https://www.futawa-hp.jp/doctor/early.html

85 030152 千葉県 国府台病院 準備中。

86 030153 千葉県 船橋市立医療センター https://www.mmc.funabashi.chiba.jp/clinical-training/program2020.html

87 030154 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 http://www.tdc.ac.jp/igh/tabid/974/Default.aspx

88 030156 千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 https://resident-juntendo-urayasu.jp/initialresident/program/

89 030157 千葉県 千葉徳洲会病院 https://www.chibatoku.or.jp/recruit/intern/program

90 030158 千葉県 松戸市立総合医療センター
https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/kensyuuigakusei/kenshu_shoki/program.ht
ml

91 030159 千葉県 千葉西総合病院 https://recruit.chibanishi-hp.or.jp/wp/juniorrecruitform

92 030161 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 http://www.jikei.ac.jp/boshuu/kensyuu/kashiwa/

93 030162 千葉県 東葛病院 http://www.tokatsu-hp.com/ishi/junior-resident/



94 030163 千葉県 成田赤十字病院 https://www.narita.jrc.or.jp/employment/kenshui/shoki/index.html

95 030164 千葉県 日本医科大学千葉北総病院 https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/info/recruit/clinician.html

96 030165 千葉県 総合病院国保旭中央病院 https://www.resident.bz/junior/program/program.html

97 030166 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 https://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/zenki/eudaj90000000hom.html

98 030167 千葉県 千葉労災病院 https://www.chibah.johas.go.jp/recruit/intern/post-18.html

99 030168 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/12_mstudent/1204_program/

100 030169 千葉県 亀田総合病院 http://www.kameda-resident.jp/junior/program/notification.html

101 030170 千葉県 君津中央病院 http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp/saiyou/kenshui-boshu/rinsho-shoki.html

102 030887 千葉県 千葉メディカルセンター http://www.seikeikai-cmc.jp/resident/trainee.html#cmc

103 030897 千葉県 小張総合病院 https://kobari.or.jp/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E7%A0%94%E4%BF%AE

104 030985 千葉県 千葉県がんセンター https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kenshu/program.html

105 030991 千葉県 津田沼中央総合病院 http://www.tcgh.jp/job/resident/junior_resident.php

106 031058 千葉県 新松戸中央総合病院 https://www.shinmatsudo-hospital.jp/recruit/resident/junior/

107 031100 千葉県 名戸ヶ谷病院 https://www.nadogaya.com/recruit-intern/

108 031401 千葉県 千葉市立海浜病院 https://hospital.city.chiba.jp/kaihin/recruit/program/overview/

109 031402 千葉県 千葉市立青葉病院 準備中。

110 031410 千葉県 千葉県済生会習志野病院 http://www.chiba-saiseikai.com/kenshu/shoki/training.php

111 050001 千葉県 新東京病院 https://www.shin-tokyohospital.or.jp/recruit/medicalintern/initialresident

112 070002 千葉県 聖隷佐倉市民病院 http://www.seirei.or.jp/sakura/recruit/73.html

113 070003 千葉県 千葉中央メディカルセンター https://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/training/reji_program.html

114 070008 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター http://www.twmu.ac.jp/TYMC/recruitment/index.html

115 031406 千葉県 行徳総合病院 https://gyo-toku.jp/recruit/resident.html

116 031409 千葉県 船橋中央病院 https://funabashi.jcho.go.jp/annual-report_kensyuprogram/

117 100004 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター https://tokyobay-mc.jp/initial_training_program/

118 030173 東京都 東京逓信病院 https://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/recruitment/doctor/s_rinshou.html

119 030174 東京都 東京都立駒込病院 https://www.cick.jp/kenshu_contents/junior.html

120 030175 東京都 東京都済生会中央病院 https://www.saichu.jp/jobs/early-stage/training/

121 030176 東京都 虎の門病院 https://www.toranomon.gr.jp/medical-education/about/intro/

122 030177 東京都 東京警察病院
https://www.keisatsubyoin.or.jp/m/2020/08/20/%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e8%87%a8%e5%
ba%8a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%

123 030178 東京都 三楽病院 https://www.sanraku.or.jp/recruit/intern.html

124 030179 東京都 聖路加国際病院 http://hospital.luke.ac.jp/recruit/junior/program.html

125 030180 東京都 三井記念病院 https://www.mitsuihosp-recruit.com/junior-program-outline

126 030181 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 https://www.juntendo.ac.jp/hospital/intern/shoki/guide/training/

127 030183 東京都 日本医科大学付属病院 https://rinken.nms.ac.jp/shoki/program.html

128 030184 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 https://kenshuui.jikei.ac.jp/program-document

129 030185 東京都 北里大学北里研究所病院 https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/concern/medical_traning/

130 030186 東京都 東京大学医学部附属病院 https://www.h.u-tokyo.ac.jp/soken/physician/program/

131 030187 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 http://www.tmd.ac.jp/med/cpe/syoki/program_info.html

132 030189 東京都 東京労災病院 https://tokyoh.johas.go.jp/recruit/rinsyo.html

133 030190 東京都 荏原病院 http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/rec/jr_02.html

134 030191 東京都 NTT東日本関東病院 https://www.nmct.ntt-east.co.jp/recruit/resident/residentboshu/

135 030192 東京都 大森赤十字病院 http://omori.jrc.or.jp/employ/tabid/215/Default.aspx

136 030193 東京都 東邦大学医療センター大森病院 https://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/zenki/eudaj90000000h77.html

137 030194 東京都 昭和大学病院 https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/junior/program/SUH.html

138 030196 東京都 東京医療センター http://www.ntmc.go.jp/p_staff/contents/214.html

139 030197 東京都 東京都立広尾病院 https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/hiroo/saiyou/shoki-i/post_3.html

140 030198 東京都 JR東京総合病院 https://www.jreast.co.jp/hospital/medical/rinsyo/

141 030199 東京都 日本赤十字社医療センター http://www.med.jrc.or.jp/hospital/clinic/tabid/741/Default.aspx



142 030200 東京都 東京都立松沢病院 https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/matsuzawa/recruit/resident_j/value.html

143 030201 東京都 東京新宿メディカルセンター
https://shinjuku.jcho.go.jp/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%
E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/#

144 030202 東京都 関東中央病院 https://www.kanto-ctr-hsp.com/medical_personnel/clinical_training.html

145 030203 東京都 総合病院厚生中央病院 http://kohseichuo.jp/saiyo/shokirinshokenshu.html

146 030204 東京都 東邦大学医療センター大橋病院 https://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/zenki/eudaj90000000hj9.html

147 030205 東京都 自衛隊中央病院 －

148 030208 東京都 国立国際医療研究センター病院 http://www.hosp.ncgm.go.jp/dce/200/7_ishirinsyokensyu_form_2020.html

149 030209 東京都 大久保病院 https://www.ohkubohospital.jp/resident/requirements/

150 030210 東京都 東京山手メディカルセンター https://yamate.jcho.go.jp/%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e5%a0%b1%e5%91%8a/

151 030211 東京都 新渡戸記念中野総合病院 http://www.nakanosogo.or.jp/resident/first/

152 030212 東京都 河北総合病院 https://kawakita.or.jp/recruit/resident/about-initial-clinical/

153 030213 東京都 立正佼成会附属佼成病院 https://kosei-hp.or.jp/recruitment/resident.html

154 030214 東京都 慶應義塾大学病院 http://www.med.keio.ac.jp/sotsugo/syoki/admission/doctor.html

155 030215 東京都 東京医科大学病院 https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/hospinfo/kensyu/shoki/shinsei.html

156 030216 東京都 東京女子医科大学病院 http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/medical-t/recruit/

157 030217 東京都 東京都健康長寿医療センター https://www.tmghig.jp/hospital/recruit/curriculum/program/

158 030218 東京都 東京都立大塚病院 https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/ohtsuka/saiyo/junior/junior.html

159 030220 東京都 豊島病院 http://www.toshima-hp.jp/recruit/resident/medical-science/index.html

160 030221 東京都 板橋中央総合病院 https://ims-itabashi.jp/recruit/junior.html#sec03

161 030222 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 https://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/kensyu/program.html

162 030224 東京都 帝京大学医学部附属病院
https://www.teikyo-
hospital.jp/hospital/section/practice_center/training/program.html

163 030226 東京都 博慈会記念総合病院 http://www.hakujikai.or.jp/reckinenkdr.html

164 030227 東京都 東京女子医科大学東医療センター https://twmu-mce-intern.jp/training/data/

165 030228 東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター http://www.jikei.ac.jp/boshuu/kensyuu/katsushika/

166 030229 東京都 東京都立墨東病院 http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/recruit/jr_bosyuu_ika.html

167 030230 東京都 同愛記念病院 準備中。

168 030231 東京都 昭和大学江東豊洲病院 https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/junior/program/SHKT.html

169 030233 東京都 青梅市立総合病院 https://mghp.ome.tokyo.jp/?page_id=114

170 030234 東京都 多摩南部地域病院 http://www.tamanan-hp.com/recruit/junior.php

171 030235 東京都 東京医科大学八王子医療センター http://www.hmc-kenshu.jp/publish.html

172 030236 東京都 日本医科大学多摩永山病院 準備中。

173 030238 東京都 立川相互病院 https://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/training01.html

174 030239 東京都 立川病院 https://www.tachikawa-hosp.gr.jp/iryo/resident.html

175 030240 東京都 災害医療センター http://www.nho-dmc.jp/education/first_resident.html

176 030241 東京都 武蔵野赤十字病院 https://www.musashino.jrc.or.jp/invite/kensyu.html

177 030242 東京都 東京都立多摩総合医療センター https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/recruit/medical_resident/program/

178 030243 東京都 杏林大学医学部付属病院 http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/edcenter/index.php/in_training/in_program

179 030244 東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 http://www.jikei.ac.jp/boshuu/kensyuu/daisan/gaiyou.html

180 030245 東京都 公立昭和病院 http://www.kouritu-showa.jp/recruit/clinical/program/

181 030247 東京都 多摩北部医療センター http://www.tamahoku-hp.jp/recruit/resident/junior/training/

182 030774 東京都 江東病院 https://www.kotohp-resident.info/研修プログラム/

183 030802 東京都 総合東京病院 https://www.tokyo-hospital.com/recruit/resident-r/

184 030853 東京都 東大和病院 http://yamatokai.or.jp/resident/first/index.html

185 030863 東京都 東部地域病院 http://www.tobu-hp.or.jp/recruit/recruit-doctor/junior-resident/

186 030931 東京都 江戸川病院 https://www.edogawa.or.jp/江戸川病院について

187 030994 東京都 練馬総合病院 https://nerima-hosp.or.jp/about_us/hospital/clinical_training_hospital/program/

188 031028 東京都 大田病院 https://ohta-hp.net/ota06/clinicaltraining.html

189 031031 東京都 町田市民病院
http://machida-city-hospital-tokyo.jp/resident/medical-clinical-training%20-
%20kensyu.html



190 031032 東京都 公立阿伎留医療センター https://www.akiru-med.jp/resident/index.html

191 031040 東京都 東京臨海病院 http://www.tokyorinkai.jp/intern/program.html

192 031067 東京都 玉川病院 https://www.tamagawa-hosp.jp/recruit/recruit-resident/754/

193 031433 東京都 東京高輪病院
https://takanawa.jcho.go.jp/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%B
B/

194 031438 東京都 永寿総合病院 http://www.eijuhp.com/kyujin/syokikensyu.html

195 031443 東京都 国際医療福祉大学三田病院 https://mita.iuhw.ac.jp/intern/recruit/index.html

196 031445 東京都 東京品川病院 https://tokyo-shinagawa.jp/index.php

197 031446 東京都 東京蒲田医療センター https://kamata.jcho.go.jp/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%BB/

198 031451 東京都 東京共済病院 https://www.tkh.meguro.tokyo.jp/doc_info/shokikenshupg/

199 031472 東京都 稲城市立病院 http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/

200 031475 東京都 東海大学医学部付属八王子病院
http://www.hachioji-
hosp.tokai.ac.jp/saiyoujyouhou/recruit/clinician_tr/zenki_bosyu/training-program/

201 031476 東京都 日野市立病院 準備中。

202 034355 東京都 板橋区医師会病院 準備中。

203 040003 東京都 東京北医療センター https://www.tokyokita-jadecom.jp/recruit-intern/training-program.html

204 040067 東京都 荻窪病院 https://www.ogikubo-hospital.or.jp/m/recruit/intern-initial/intern-program/

205 070004 東京都 東京西徳洲会病院 https://www.tokyonishi-hp.or.jp/recruit/resident/program/recruit.php

206 040073 東京都 九段坂病院 http://www.kudanzaka.com/recruit01.html

207 031468 東京都 公立福生病院 http://www.fussahp.jp/party/recruit/recruit02-3-3/

208 060044 東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 https://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/intern/first/about/program.html

209 030182 東京都 日本大学病院 https://www.nihon-u.ac.jp/hospital/recruit/junior#gsc.tab=0

210 120009 東京都 練馬光が丘病院 https://hikarigaoka-jadecom.jp/recruit_resident/program.html

211 030248 神奈川県 横浜労災病院 https://www.yokohamah.johas.go.jp/recruit/early_phase/

212 030249 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/junior/program/SUHF.html

213 030252 神奈川県 けいゆう病院 http://www.keiyu-hospital.com/recruit/rinshoi/shoki/program/

214 030253 神奈川県 横浜医療センター https://yokohama.hosp.go.jp/research/kenshuu.html

215 030254 神奈川県 横浜市立市民病院 https://yokohama-shiminhosp.jp/resident/initial/program.html

216 030256 神奈川県 国際親善総合病院 https://www.shinzen.jp/user/seekers/1st-clinical-intern-doctor.php?lang=jp

217 030259 神奈川県 済生会横浜市南部病院 https://www.nanbu.saiseikai.or.jp/recruit/doctor/

218 030260 神奈川県 横浜南共済病院 https://www.minamikyousai.jp/staff/recruit/doctor/recruit_20170619.html

219 030261 神奈川県 横浜栄共済病院 https://www.yokohamasakae.jp/resident/training.html

220 030263 神奈川県 横浜市立大学附属病院 http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~clinical/wp/first/detail/

221 030266 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 https://www.yokohama.jrc.or.jp/rinsho/syoki_program.html

222 030267 神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/medical/clinical-training/ikaprogram.html

223 030268 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 http://teikyo-mizonokuchi.jp/recruit/0100/0110/

224 030269 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 http://www.marianna-resident.jp/recruit/

225 030270 神奈川県 関東労災病院 https://www.kantoh.johas.go.jp/kenshuu/tabid/300/Default.aspx

226 030271 神奈川県 川崎市立川崎病院
https://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/saiyo/
syoki-rinsyou.html

227 030272 神奈川県 日本鋼管病院 https://www.koukankai.or.jp/intern_info/sogoi_program.html

228 030273 神奈川県 川崎協同病院 http://www.kawasaki-kyodo.jp/medical-student/first

229 030274 神奈川県 川崎市立井田病院
http://www.city.kawasaki.jp/33/cmsfiles/contents/0000037/37855/ida/saiyo/syoki/p
rogram.html

230 030275 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 https://www.nms.ac.jp/kosugi-h/info/recruit/_11077.html

231 030277 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/recruit/kensyui/program/

232 030278 神奈川県 横須賀共済病院 https://www.ykh.gr.jp/staff/kensyuui

233 030279 神奈川県 横須賀市立市民病院 https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html/freemenu/index_49.html

234 030280 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 https://recruit.skgh.jp/junior/program/

235 030281 神奈川県 藤沢市民病院 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/recruit/job/intern/index.html

236 030282 神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院 https://shonan-doctor.jp/junior/guideline/

237 030285 神奈川県 平塚市民病院 https://www.hiratsuka-city-hospital.jp/bosyuu/ken_06.html



238 030286 神奈川県 平塚共済病院 https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/section/rinshokenshu/

239 030287 神奈川県 東海大学医学部付属病院 https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/rinsho/junior/program/

240 030290 神奈川県 大和市立病院 https://www.yamatocity-mh.jp/recruit/intern/early/

241 030291 神奈川県 海老名総合病院 https://job.jinai.jp/resident/junior/

242 030295 神奈川県 相模原病院 https://sagamihara.hosp.go.jp/saiyou/saiyou2021_junior_resident.html

243 030296 神奈川県 北里大学病院 https://www.khp.kitasato-u.ac.jp/bosyuu/kensyu/

244 030298 神奈川県 小田原市立病院 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/training/initial/p00389.html

245 030300 神奈川県 厚木市立病院 https://www.atsugicity-hp.jp/?page_id=6390

246 030301 神奈川県 横浜旭中央総合病院 https://www.ims-yokohama-asahi.jp/recruit/resident/shoki.html

247 030775 神奈川県 相模原協同病院 http://www.sagamiharahp.com/content/doctor/shoki.html

248 030789 神奈川県 戸塚共立第１病院 http://www.tk1-hospital.com/programme/

249 030791 神奈川県 湘南東部総合病院 https://www.fureai-g.or.jp/toubu/clinical-trainee/

250 030793 神奈川県 川崎幸病院 https://saiwaihp.jp/

251 030808 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 https://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/recruit/shokirinsho/4000112.html

252 030861 神奈川県 藤沢湘南台病院 http://www.fj-shonandai.jp/resident/recruit/

253 030862 神奈川県 伊勢原協同病院 http://www.iseharahp.com/kensyui/content/junior/

254 030864 神奈川県 菊名記念病院 https://kmh.or.jp/resident/shoki-bosyu.html

255 030906 神奈川県 東戸塚記念病院 https://www.higashi-totsuka.com/institutions/recruit/study_medicine.html

256 031055 神奈川県 東名厚木病院 https://www.tomei.or.jp/shareinfo/kensyui/

257 031085 神奈川県 大船中央病院 https://www.ofunachuohp.net/r_resident/

258 031114 神奈川県 神奈川県立足柄上病院 http://ashigarakami.kanagawa-pho.jp/resident/annual-report.html

259 031117 神奈川県 横浜中央病院
https://yokohama.jcho.go.jp/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%B
B/

260 031486 神奈川県 汐田総合病院 https://www.ushioda-doctor.jp/_02/_07

261 031487 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/junior/program/SUHY.html

262 031493 神奈川県 聖隷横浜病院
http://www.seirei.or.jp/yokohama/recruitment/recruit-intern/training-
program/index.html

263 060003 神奈川県 秦野赤十字病院 http://hadano-jrc.jp/recruit/resident/info.html

264 060004 神奈川県 済生会横浜市東部病院 http://www.tobu.saiseikai.or.jp/recruit/ictp/#

265 070005 神奈川県 湘南厚木病院 https://www.shonan-atsugi.jp/?page_id=208

266 080003 神奈川県 山近記念総合病院 準備中。

267 030255 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 http://seibu-resident.jp/center/recruit/

268 060045 神奈川県 川崎市立多摩病院 http://www.tama-resident.jp/recruit1/

269 137237 神奈川県 新百合ヶ丘総合病院
http://www.shinyuri-
hospital.com/recruit/intern/initial_training_physicians_program.html

270 030304 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 http://www.niigata-cc.jp/info/syokikensyuibosyu_a.html#L012

271 030305 新潟県 新潟市民病院 https://www.hosp.niigata.niigata.jp/recruit/kensyu_i/rinsyoukensyu_todokede.html

272 030306 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/kenshu/ika_sotugo_program.html

273 030307 新潟県 立川綜合病院 https://www.tatikawa.or.jp/rinsyou/outline/

274 030308 新潟県 長岡赤十字病院 http://www.nagaoka.jrc.or.jp/contents/organization/rinsho/

275 030310 新潟県 新潟県立新発田病院 http://www.sbthp.jp/contents/info/rinsyouKensyuuiBosyuu.html

276 030311 新潟県 新潟県立中央病院 http://www.cent-hosp.pref.niigata.jp/kenshuui/boshuuyoukou.html

277 030313 新潟県 長岡中央綜合病院 https://www.nagachu.jp/recruit/rinsyo/

278 030315 新潟県 済生会新潟病院 http://ngt.saiseikai.or.jp/recruit/resident/

279 030833 新潟県 下越病院 http://niigata-min.or.jp/kaetsu/student/kensyu/syokikensyu-bosyu.html

280 031001 新潟県 柏崎総合医療センター http://www.kashiwazaki-ghmc.jp/resident/index.html

281 031523 新潟県 村上総合病院 https://www.mgh.jp/recruit/resident.html

282 031551 新潟県 糸魚川総合病院 https://www.itoigawa-hp.jp/resident/program/

283 031529 新潟県 新潟医療センター http://www.niigata-medical.jp/recruit/resident/index.html

284 031535 新潟県 木戸病院 https://kido.iryo-coop.com/careers/clinical_training

285 031532 新潟県 信楽園病院 http://www.shinrakuen.com/syoki/training/



286 031548 新潟県 新潟県立十日町病院 http://www.tokamachi-hosp-niigata.jp/training/index.html

287 031550 新潟県 上越総合病院 https://joetsu-hp.jp/early_resident/outline.html

288 031553 新潟県 佐渡総合病院 http://sadosogo-hp.jp/recruit/training/

289 157874 新潟県 魚沼基幹病院 http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/page6.html

290 030335 山梨県 山梨県立中央病院 https://www.ych.pref.yamanashi.jp/recruit/1275/

291 030336 山梨県 山梨大学医学部附属病院 http://renkei.med.yamanashi.ac.jp/yamanashi/gaiyou/

292 030337 山梨県 甲府共立病院 http://www.yamanashi-min.jp/position/doctor/first/f-program/training-prog.html

293 031596 山梨県 市立甲府病院 https://www.city-kofu-hp.jp/new_Staff_recruit/doctor/clinical_resident.html

294 031604 山梨県 山梨赤十字病院 http://www.yamanashi-med.jrc.or.jp/other/recruit_clinicalintern.html

295 030340 長野県 佐久総合病院佐久医療センター http://www.sakuhp.or.jp/ja/1638/1689/004363.html

296 030341 長野県 信州上田医療センター https://shinshuueda.hosp.go.jp/school.html

297 030342 長野県 諏訪赤十字病院 http://www.suwa.jrc.or.jp/0400088.html

298 030344 長野県 飯田市立病院 https://recruit.imh.jp/medical_internship/program

299 030345 長野県 まつもと医療センター http://mmccenta.jp/medical/rinshou/rinshouboshu/

300 030346 長野県 信州大学医学部附属病院 https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/sotsugorinsho/first/

301 030347 長野県 長野赤十字病院 http://www.nagano-med.jrc.or.jp/training/about.php

302 030348 長野県 北信総合病院 http://www.hokushin-hosp.jp/medical/clinical-training/initial/

303 030349 長野県 相澤病院 http://recruit.ai-hosp.or.jp/junior/specifics/index.html

304 030352 長野県 浅間南麓こもろ医療センター http://komoro-mc.com/careers/resident/

305 030353 長野県 南長野医療センター篠ノ井総合病院
https://shinonoi-ghp.jp/resident/junior

306 030354 長野県 長野中央病院 https://www.nagano-chuo-hospital.jp/gakusei/pro_syoki/system.html

307 030355 長野県 松本協立病院 http://www.chushin-miniren.gr.jp/education/training/initial/

308 030357 長野県 組合立諏訪中央病院 http://www.suwachuo.jp/iryo/program/

309 030794 長野県 長野松代総合病院 http://nagano-matsushiro.or.jp/recruit/resident_junior

310 030797 長野県 北アルプス医療センターあづみ病院 https://www.azumi-ghp.jp/recruit/intern/

311 030874 長野県 昭和伊南総合病院 http://www.sihp.jp/ore-kens-prg.html

312 030877 長野県 長野市民病院 https://www.hospital.nagano.nagano.jp/postgraduate/clinical/

313 030950 長野県 安曇野赤十字病院
https://www.azumino.jrc.or.jp/training/%e5%8d%92%e5%be%8c%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7
%a0%94%e4%bf%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0

314 031019 長野県 佐久市立国保浅間総合病院 https://www.asamaghp.jp/recruit/prg_outline.html

315 031075 長野県 松本市立病院 http://www.hp-hata.com/resident/W006H0000033.html

316 031614 長野県 伊那中央病院 https://www.inahp.jp/0400112.html

317 031622 長野県 市立大町総合病院 https://www.omachi-hospital.jp/education/initial/

318 031623 長野県 長野県立信州医療センター https://shinshumedicalcenter.jp/resident/clinical/program/


