
都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
1 北海道 旭川医科大学産婦人科研修プログラム 旭川医科大学病院 北海道 旭川赤十字病院 連携

北海道 市立旭川病院 連携
北海道 旭川厚生病院 連携
北海道 名寄市立総合病院 連携
北海道 国立病院機構北海道医療センター 連携
北海道 市立稚内病院 地域医療

札幌医科大学産婦人科プログラム 札幌医科大学附属病院 北海道 小樽協会病院 連携
北海道 KKR札幌医療センター斗南病院 連携
北海道 NTT東日本札幌病院 連携
北海道 JR札幌病院 連携
北海道 札幌東豊病院 連携
北海道 白石産科婦人科病院 連携
北海道 函館五稜郭病院 連携
北海道 市立函館病院 連携
北海道 日鋼記念病院 連携
北海道 市立釧路総合病院 連携
北海道 町立中標津病院 連携
北海道 帯広協会病院 連携
北海道 北見赤十字病院 連携
北海道 製鉄記念室蘭病院 地域医療
北海道 別海町立病院 地域医療
北海道 岩見沢市立病院 地域医療

WIND手稲渓仁会病院産婦人科専門研修プログラム 手稲渓仁会病院 北海道 北海道大学病院 連携
北海道 函館中央病院 連携
北海道 旭川厚生病院 連携
北海道 王子総合病院 連携
北海道 苫小牧市立病院 連携
北海道 釧路赤十字病院 連携
北海道 町立中標津病院 連携
北海道 帯広厚生病院 連携
北海道 砂川市立病院 連携
北海道 八雲総合病院 地域医療
北海道 倶知安厚生病院 地域医療
北海道 公立芽室病院 地域医療
北海道 網走厚生病院 地域医療
北海道 富良野協会病院 地域医療

WIND北海道大学産婦人科 北海道大学 北海道 手稲渓仁会病院 連携
北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 連携
北海道 市立札幌病院 連携
北海道 社会福祉法人母恋　天使病院 連携
北海道 KKR札幌医療センター 連携
北海道 地域医療機能推進機構　北海道病院 連携
北海道 勤医協　札幌病院 連携
北海道 函館中央病院 連携
北海道 旭川厚生病院 連携
北海道 王子総合病院 連携
北海道 苫小牧市立病院 連携
北海道 釧路赤十字病院 連携
北海道 町立中標津病院 連携
北海道 帯広厚生病院 連携
北海道 砂川市立病院 連携
北海道 国立病院機構　北海道がんセンター 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
北海道 江別市立病院 地域医療
北海道 千歳市民病院 地域医療
北海道 八雲総合病院 地域医療
北海道 倶知安厚生病院 地域医療
北海道 富良野協会病院 地域医療
北海道 公立芽室病院 地域医療
北海道 網走厚生病院 地域医療

2 青森県 弘前大学産婦人科研修プログラム 弘前大学医学部附属病院 青森県 青森市民病院 連携
青森県 青森県立中央病院 連携
青森県 健生病院 連携
青森県 八戸市立市民病院 連携
青森県 つがる総合病院 連携
青森県 むつ総合病院 連携
青森県 国立病院機構弘前病院 連携
秋田県 大館市立総合病院 連携
青森県 十和田市立中央病院 地域医療

3 岩手県 岩手医科大学産婦人科研修プログラム 岩手医科大学附属病院 青森県 八戸赤十字病院 連携
岩手県 岩手県立中央病院 連携
岩手県 盛岡赤十字病院 連携
岩手県 岩手県立宮古病院 連携
岩手県 岩手県立大船渡病院 連携
岩手県 岩手県立中部病院 連携
岩手県 岩手県立二戸病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
青森県 三沢市立三沢病院 地域医療
岩手県 北上済生会病院 地域医療
岩手県 岩手県立久慈病院 地域医療
岩手県 岩手県立磐井病院 地域医療
秋田県 かづの厚生病院 地域医療

4 宮城県 東北大学産婦人科研修プログラム 東北大学病院 青森県 八戸市立市民病院 連携
岩手県 岩手県立中部病院 連携
宮城県 石巻赤十字病院 連携
宮城県 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 連携
宮城県 気仙沼市立病院 連携
宮城県 宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 連携
宮城県 スズキ記念病院 連携
宮城県 大崎市民病院 連携
宮城県 みやぎ県南中核病院 連携
宮城県 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 連携
宮城県 宮城県立こども病院 連携
宮城県 東北医科薬科大学 若林病院　 連携
宮城県 仙台赤十字病院 連携
宮城県 仙台市立病院 連携
宮城県 国立病院機構仙台医療センター 連携
山形県 山形県立中央病院 連携
福島県 白河厚生総合病院 連携
青森県 国民健康保険五戸総合病院 地域医療
岩手県 岩手県立磐井病院 地域医療
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
5 秋田県 秋田大学産婦人科研修プログラム 秋田大学医学部附属病院 秋田県 中通総合病院 連携

秋田県 秋田赤十字病院 連携
秋田県 秋田厚生医療センター 連携
秋田県 市立秋田総合病院 連携
秋田県 能代厚生医療センター 連携
秋田県 平鹿総合病院 連携
秋田県 由利組合総合病院 連携
秋田県 大曲厚生医療センター 連携
秋田県 雄勝中央病院 地域医療
秋田県 かづの厚生病院 地域医療

6 山形県 山形大学産婦人科研修プログラム 山形大学医学部附属病院 宮城県 仙台赤十字病院 連携
山形県 山形市立病院済生館 連携
山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院 連携
山形県 山形県立中央病院 連携
山形県 米沢市立病院 連携
山形県 日本海総合病院 連携
山形県 山形県立新庄病院 連携
山形県 公立置賜総合病院 連携
山形県 山形県立河北病院 生殖

7 福島県 福島県立医科大学産婦人科研修プログラム 福島県立医科大学附属病院 福島県 大原総合病院 連携
福島県 福島赤十字病院 連携
福島県 竹田綜合病院 連携
福島県 総合会津中央病院 連携
福島県 寿泉堂綜合病院 連携
福島県 太田西ノ内病院 連携
福島県 いわき市立総合磐城共立病院 連携
福島県 白河厚生総合病院 連携
福島県 南相馬市立総合病院 連携
福島県 国立病院機構福島病院 連携
東京都 板橋中央総合病院 連携

8 茨城県 総合病院土浦協同病院産婦人科研修プログラム 総合病院土浦協同病院 東京都 東京医科歯科大学 連携
茨城県 県北医療センター高萩協同病院 連携
茨城県 JAとりで総合医療センター 連携
茨城県 筑波学園病院 連携
茨城県 小山記念病院 連携
神奈川県 田園都市レディースクリニック 連携
茨城県 白十字総合病院 地域医療

筑波大学産婦人科研修プログラム 筑波大学附属病院 茨城県 水戸赤十字病院 連携
茨城県 水戸済生会総合病院 連携
茨城県 日立総合病院 連携
茨城県 龍ケ崎済生会病院 連携
茨城県 県北医療センター高萩協同病院 連携
茨城県 茨城県立中央病院 連携
茨城県 JAとりで総合医療センター 連携
茨城県 つくばセントラル病院 連携
茨城県 筑波学園病院 連携
茨城県 筑波メディカルセンター病院 連携
茨城県 小山記念病院 連携
茨城県 総合守谷第一病院 連携
茨城県 茨城西南医療センター病院 連携
茨城県 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 連携
東京都 NTT東日本関東病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
茨城県 筑波記念病院 地域医療

9 栃木県 国際医療福祉大学病院産婦人科研修プログラム 国際医療福祉大学病院 東京都 山王病院 連携
栃木県 さくら産院 地域医療
静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 地域医療

自治医科大学産婦人科研修プログラム 自治医科大学附属病院 栃木県 国際医療福祉大学病院 連携
栃木県 佐野厚生総合病院 連携
栃木県 芳賀赤十字病院 連携
栃木県 足利赤十字病院 連携
栃木県 那須赤十字病院 連携
栃木県 済生会宇都宮病院 連携
栃木県 上都賀総合病院 連携

獨協医科大学病院産婦人科専門研修プログラム 獨協医科大学病院 埼玉県 獨協医科大学越谷病院 連携
栃木県 足利赤十字病院 連携
栃木県 那須赤十字病院 連携
栃木県 済生会宇都宮病院 連携
栃木県 上都賀総合病院 連携

10 群馬県 群馬大学産婦人科研修プログラム 群馬大学医学部附属病院 群馬県 前橋赤十字病院 連携
群馬県 地域医療機能推進機構群馬中央病院 連携
群馬県 伊勢崎市民病院 連携
群馬県 利根保健生活協同組合　利根中央病院 連携
群馬県 公立藤岡総合病院 連携
群馬県 公立富岡総合病院 連携
群馬県 桐生厚生総合病院 連携
群馬県 群馬県立がんセンター 連携
群馬県 群馬県立小児医療センター 連携
群馬県 国立病院機構高崎総合医療センター 連携
埼玉県 さいたま赤十字病院 連携
群馬県 西吾妻福祉病院 地域医療

11 埼玉県 埼玉医科大学産婦人科研修プログラム 埼玉医科大学病院（+国際医療センター） 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 連携
埼玉県 赤心堂病院 連携
埼玉県 埼玉県立がんセンター 連携
埼玉県 さいたま赤十字病院 連携
埼玉県 深谷赤十字病院 連携
埼玉県 北里大学メディカルセンター 連携
東京都 河北総合病院 連携
東京都 地域医療振興協会練馬光が丘病院 連携
埼玉県 埼玉県厚生連熊谷総合病院 地域医療
埼玉県 岩田産婦人科医院 地域医療

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科専門研修プログラム 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 埼玉医科大学病院（+国際医療センター） 連携
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 連携
埼玉県 済生会川口総合病院 連携
埼玉県 赤心堂病院 連携
埼玉県 埼玉県立がんセンター 連携
埼玉県 蕨市立病院 連携
埼玉県 さいたま赤十字病院 連携
埼玉県 瀬戸病院 連携
埼玉県 深谷赤十字病院 連携
埼玉県 岩田産婦人科医院 地域医療

自治医科大学さいたま医療センター産婦人科専門研修プログラム自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 埼玉協同病院 連携
埼玉県 かしわざき産婦人科 連携
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
獨協医科大学越谷病院産婦人科研修プログラム 獨協医科大学越谷病院 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 連携

埼玉県 永井マザーズホスピタル 連携
埼玉県 恵愛病院 連携
埼玉県 深谷赤十字病院 連携
埼玉県 恵愛生殖医療クリニック志木 連携
東京都 東京都立大塚病院 連携
埼玉県 産婦人科菅原病院 地域医療

防衛医科大学校産科婦人科研修プログラム 防衛医科大学校病院 埼玉県 越谷市立病院 連携
埼玉県 国立病院機構西埼玉中央病院 連携
埼玉県 丸山記念総合病院 連携
千葉県 みやけウイメンズクリニック 連携
東京都 国立成育医療研究センター 連携
東京都 自衛隊中央病院 連携
東京都 東京都保健医療公社多摩北部医療センター 連携

12 千葉県 亀田総合病院産婦人科専門研修プログラム 亀田総合病院（+亀田クリニック） 東京都 昭和大学 連携
東京都 東京医科歯科大学 連携
長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
福島県 南相馬市立総合病院 連携
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 連携
千葉県 総合病院 国保旭中央病院 連携
千葉県 地域医療機能推進機構船橋中央病院 連携
東京都 亀田京橋クリニック 連携
石川県 恵寿総合病院 連携

千葉大学産婦人科研修プログラム 千葉大学医学部附属病院 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 連携
千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 連携
千葉県 千葉県がんセンター 連携
千葉県 千葉市立海浜病院 連携
千葉県 千葉市立青葉病院 連携
千葉県 千葉メデイカルセンター 連携
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 連携
千葉県 国保直営総合病院　君津中央病院 連携
千葉県 総合病院 国保旭中央病院 連携
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 連携
千葉県 地域医療振興協会　東京ベイ･浦安市川医療センター 連携
千葉県 小張総合病院 連携
千葉県 窪谷産婦人科 連携
千葉県 国保松戸市立病院 連携
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 連携
千葉県 地域医療機能推進機構船橋中央病院 連携
千葉県 船橋二和病院 連携
千葉県 船橋市立医療センター 連携
千葉県 千葉徳洲会病院 連携
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 連携
千葉県 成田赤十字病院 連携
千葉県 国立病院機構千葉医療センター 連携
長野県 長野県立須坂病院 連携
静岡県 沼津市立病院 連携
千葉県 労働者健康福祉機構　千葉ろうさい病院 地域医療
千葉県 塩田記念病院 地域医療
東京都 新橋夢クリニック 生殖
東京都 加藤レディスクリニック 生殖

東京女子医科大学八千代医療センター産婦人科研修プログラム 東京女子医科大学八千代医療センター 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 連携
東京都 東京女子医科大学 連携
東京都 東京女子医科大学東医療センター 連携
千葉県 谷津保健病院 連携
千葉県 千葉県済生会習志野病院 連携
千葉県 前田産婦人科 連携
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 連携
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 連携
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院　 連携
千葉県 窪谷産婦人科 連携
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 連携
千葉県 地域医療機能推進機構船橋中央病院 連携
千葉県 山口病院 連携
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 連携
東京都 至誠会第二病院 連携
千葉県 勝見産婦人科 地域医療
千葉県 加藤病院 地域医療
千葉県 共立習志野台病院 地域医療
千葉県 愛育レディースクリニック 地域医療
千葉県 みらいウィメンズクリニック 地域医療

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科研修プログラム 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 連携
東京都 東邦大学医療センター大森病院 連携
茨城県 小山記念病院 連携
千葉県 成和会　山口病院 連携
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 連携
東京都 東邦大学医療センター大橋病院 連携
石川県 恵寿総合病院 連携

13 東京都 杏林大学産婦人科研修プログラム 杏林大学医学部付属病院 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 連携
東京都 東京都立多摩総合医療センター 連携
東京都 武蔵野赤十字病院 連携
茨城県 小山記念病院 連携
栃木県 那須赤十字病院 連携
群馬県 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 連携
埼玉県 さいたま市立病院 連携
埼玉県 国立病院機構埼玉病院 連携
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 連携
東京都 久我山病院 連携
東京都 荻窪病院 連携
東京都 立正佼成会附属佼成病院 連携
東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 連携
東京都 立川相互病院 連携
東京都 みむろウィメンズクリニック 連携
東京都 稲城市立病院 連携
神奈川県 相模原協同病院 連携
神奈川県 湘南厚木病院 連携
神奈川県 伊勢原協同病院 連携
神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 連携
埼玉県 産婦人科菅原病院 地域医療
千葉県 島田総合病院 地域医療
東京都 日野市立病院 地域医療
東京都 佐々総合病院 地域医療
東京都 調布病院 地域医療
東京都 大聖病院 地域医療
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
慶應義塾大学産婦人科研修プログラム 慶應義塾大学病院 栃木県 足利赤十字病院 連携

栃木県 那須赤十字病院 連携
栃木県 済生会宇都宮病院 連携
群馬県 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 連携
埼玉県 地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 連携
埼玉県 さいたま市立病院 連携
埼玉県 国立病院機構埼玉病院 連携
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 連携
東京都 東京都済生会中央病院 連携
東京都 社会福祉法人聖母会　聖母病院 連携
東京都 ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院 連携
東京都 荻窪病院 連携
東京都 東京衛生病院 連携
東京都 東京都医療保健協会　練馬総合病院 連携
東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 連携
東京都 稲城市立病院 連携
東京都 国立病院機構東京医療センター 連携
神奈川県 済生会横浜市東部病院 連携
神奈川県 神奈川県警友会けいゆう病院 連携
神奈川県 平塚市民病院 連携
神奈川県 川崎市立川崎病院 連携
静岡県 静岡赤十字病院 連携
静岡県 静岡市立清水病院 連携
栃木県 国立病院機構栃木医療センター 地域医療
東京都 日野市立病院 地域医療

国立国際医療研究センター病院産婦人科研修プログラム 国立国際医療研究センター病院 東京都 国立がん研究センター中央病院 連携
静岡県 焼津市立総合病院 連携

順天堂大学産科婦人科専門研修プログラム 順天堂大学附属順天堂医院 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 連携
群馬県 産科婦人科舘出張佐藤病院 連携
埼玉県 越谷市立病院 連携
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 連携
千葉県 小張総合病院 連携
東京都 賛育会病院 連携
東京都 東京都立墨東病院 連携
東京都 順天堂東京江東高齢者医療センター 連携
東京都 豊島病院 連携
東京都 順天堂大学附属練馬病院 連携
東京都 東部地域病院 連携
東京都 アルテミスウィメンズホスピタル 連携
静岡県 順天堂大学附属静岡病院 連携
福岡県 セントマザー産婦人科医院 連携
沖縄県 沖縄県立八重山病院 連携

昭和大学産婦人科専門研修プログラム 昭和大学病院 千葉県 亀田総合病院（+亀田クリニック） 連携
北海道 慶愛病院 連携
茨城県 水戸赤十字病院 連携
千葉県 千葉西総合病院 連携
東京都 がん研究会有明病院 連携
東京都 昭和大学江東豊洲病院 連携
東京都 東芝病院 連携
東京都 NTT東日本関東病院 連携
東京都 東京都保健医療公社　荏原病院 連携
東京都 国立成育医療研究センター 連携
東京都 総合母子保健センター愛育病院 連携
神奈川県 昭和大学藤が丘病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携

聖路加国際病院産婦人科プログラム 聖路加国際大学　聖路加国際病院 鹿児島県 鹿児島大学病院 連携
東京都 東京都立墨東病院 連携
鹿児島県 鹿児島県立大島病院 地域医療

帝京大学産婦人科研修プログラム 帝京大学医学部附属病院 奈良県 奈良県総合医療センター 連携
埼玉県 瀬戸病院 連携
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 連携
東京都 山王病院 連携
東京都 がん研究会有明病院 連携
神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院　　　　　　　　　　 連携
長野県 長野赤十字病院 連携
長野県 佐久市立国保浅間総合病院 連携
長野県 長野県立こども病院　 連携
静岡県 焼津市立総合病院 連携

東京医科歯科大学産婦人科研修プログラム 東京医科歯科大学医学部附属病院 茨城県 総合病院土浦協同病院 連携
埼玉県 獨協医科大学越谷病院 連携
千葉県 亀田総合病院（+亀田クリニック） 連携
東京都 東京都立多摩総合医療センター 連携
茨城県 JAとりで総合医療センター 連携
茨城県 総合守谷第一病院 連携
埼玉県 恵愛病院 連携
千葉県 総合病院 国保旭中央病院 連携
東京都 東京都立駒込病院 連携
東京都 東京都立大塚病院 連携
東京都 青梅市立総合病院 連携
東京都 国立がん研究センター中央病院 連携
東京都 東京都立広尾病院 連携
神奈川県 田園都市レディースクリニック 連携
千葉県 キッコーマン総合病院 地域医療

東京医科大学産科婦人科専門研修プログラム 東京医科大学病院 茨城県 日立総合病院 連携
茨城県 東京医科大学茨城医療センター 連携
埼玉県 永井マザーズホスピタル 連携
埼玉県 戸田中央産院 連携
千葉県 船橋市立医療センター 連携
東京都 東京医科大学八王子医療センター 連携
東京都 聖ヨハネ会桜町病院 連携
東京都 国立がん研究センター中央病院 連携
東京都 東京都保健医療公社　大久保病院 連携
東京都 杉山産婦人科 連携
神奈川県 国立病院機構横浜医療センター 連携
東京都 米山産婦人科病院 地域医療
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
東京慈恵会医科大学産婦人科研修プログラム 東京慈恵会医科大学附属病院 埼玉県 獨協医科大学越谷病院 連携

熊本県 熊本大学医学部附属病院 連携
埼玉県 恵愛病院 連携
埼玉県 深谷赤十字病院 連携
埼玉県 恵愛生殖医療クリニック志木 連携
千葉県 谷津保健病院 連携
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院　 連携
千葉県 千葉愛友会記念病院 連携
東京都 佐々木研究所附属　杏雲堂病院 連携
東京都 立正佼成会附属佼成病院 連携
東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 連携
東京都 町田市民病院 連携
東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 連携
東京都 国立成育医療研究センター 連携
神奈川県 茅ヶ崎市立病院 連携
神奈川県 厚木市立病院 連携
神奈川県 康心会汐見台病院 連携
千葉県 オーククリニック　フォーミズ病院 地域医療

東京女子医科大学産婦人科研修プログラム 東京女子医科大学病院 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 連携
東京都 東京女子医科大学東医療センター 連携
神奈川県 湘南鎌倉総合病院 連携
群馬県 利根保健生活協同組合　利根中央病院 連携
東京都 赤坂見附宮崎産婦人科 連携
東京都 至誠会第二病院 連携
神奈川県 ふれあい横浜ホスピタル 連携
神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院 連携
長野県 上田市立産婦人科病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
東京都 銀座レディースクリニック 生殖
東京都 クリニック・ドゥ・ランジュ 生殖
福岡県 IVF詠田クリニック 生殖

東京女子医科大学東医療センター産婦人科研修プログラム 東京女子医科大学東医療センター 千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 連携
東京都 東京女子医科大学 連携
千葉県 地域医療振興協会　東京ベイ･浦安市川医療センター 連携
東京都 山王病院 連携

東京大学産婦人科研修プログラム 東京大学医学部附属病院 東京都 国立国際医療研究センター病院 連携
東京都 聖路加国際大学　聖路加国際病院 連携
東京都 日本赤十字社医療センター 連携
山梨県 山梨大学医学部附属病院 連携
栃木県 済生会宇都宮病院 連携
埼玉県 丸山記念総合病院 連携
埼玉県 埼玉県立がんセンター 連携
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 連携
東京都 社会福祉法人三井記念病院　　　　　　　　　　　 連携
東京都 東京都教職員互助会三楽病院　　　　　　　　　　 連携
東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院　　　　 連携
東京都 総合母子保健センター愛育病院 連携
東京都 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセン 連携
東京都 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセン 連携
東京都 東京都立駒込病院 連携
東京都 同愛記念病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
東京都 東京都立墨東病院 連携
東京都 関東中央病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
東京都 JR東京総合病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
東京都 河北総合病院 連携
東京都 東京北医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
東京都 豊島病院 連携
東京都 公立昭和病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
神奈川県 労働者健康福祉機構関東労災病院　　　　　　　 連携
神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院　　　　　　　　　　 連携
長野県 長野赤十字病院 連携
長野県 長野県立こども病院　 連携
静岡県 焼津市立総合病院 連携

東京都立多摩総合医療センター産婦人科研修プログラム 東京都立多摩総合医療センター 東京都 杏林大学医学部付属病院 連携
東京都 東京医科歯科大学 連携
東京都 東京都立大塚病院 連携
東京都 青梅市立総合病院 連携
東京都 立川相互病院 連携
東京都 東京都保健医療公社多摩北部医療センター 連携
神奈川県 田園都市レディースクリニック 連携

東邦大学医療センター大森病院産婦人科研修プログラム 東邦大学医療センター大森病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 連携
埼玉県 上尾中央総合病院 連携
東京都 東邦大学医療センター大橋病院 連携
東京都 東京労災病院 連携
東京都 大森赤十字病院 連携
沖縄県 沖縄県立八重山病院 連携

日本医科大学産婦人科研修プログラム 日本医科大学付属病院 山形県 北村山公立病院 連携
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 連携
東京都 葛飾赤十字産院 連携
東京都 東京臨海病院 連携
東京都 日本医科大学多摩永山病院 連携
東京都 勝楽堂病院 連携
神奈川県 神奈川県立がんセンター 連携
神奈川県 海老名総合病院 連携
神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 連携

日本赤十字社医療センター産婦人科研修プログラム 日本赤十字社医療センター 東京都 武蔵野赤十字病院 連携
愛知県 名古屋第二赤十字病院 連携
栃木県 那須赤十字病院 連携
東京都 河北総合病院 連携
長野県 長野赤十字病院 連携

日本大学産婦人科研修プログラム 日本大学医学部附属板橋病院 埼玉県 川口市立医療センター 連携
東京都 日本大学病院 連携
東京都 総合病院厚生中央病院 連携
東京都 東京都立広尾病院 連携
埼玉県 春日部市立医療センター 地域医療

武蔵野赤十字病院産婦人科研修プログラム 武蔵野赤十字病院 東京都 杏林大学医学部付属病院 連携
東京都 日本赤十字社医療センター 連携
東京都 がん研究会有明病院 連携
東京都 NTT東日本関東病院 連携
東京都 河北総合病院 連携
富山県 高岡市民病院 連携
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
14 神奈川県 北里大学産婦人科研修プログラム 北里大学病院 埼玉県 北里大学メディカルセンター 連携

東京都 国立成育医療研究センター 連携
神奈川県 済生会横浜市東部病院 連携
神奈川県 地域医療機能推進機構相模野病院 連携
神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院　　　　　　　　　　 連携
神奈川県 国立病院機構相模原病院 連携
静岡県 沼津市立病院 連携

湘南鎌倉総合病院産科婦人科専門研修プログラム 湘南鎌倉総合病院 青森県 青森県立中央病院 連携
千葉県 千葉西総合病院 連携
千葉県 千葉徳洲会病院 連携
神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院 連携
神奈川県 湘南厚木病院 連携
神奈川県 済生会横浜市東部病院 連携
京都府 宇治徳洲会病院 連携
大阪府 和泉市立病院 連携
大阪府 吹田徳洲会病院 連携
大阪府 松原徳洲会病院 連携
鹿児島県 徳之島徳洲会病院 連携
鹿児島県 名瀬徳洲会病院 連携
北海道 社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院 地域医療
埼玉県 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 地域医療
神奈川県 茅ヶ崎徳洲会病院 地域医療
大阪府 岸和田徳洲会病院 地域医療
兵庫県 高砂西部病院 地域医療
福岡県 福岡徳洲会病院 地域医療
沖縄県 南部徳洲会病院 地域医療
神奈川県 矢内原ウィメンズクリニック 生殖

昭和大学横浜市北部病院産婦人科研修プログラム 昭和大学横浜市北部病院 東京都 昭和大学 連携
北海道 慶愛病院 連携
茨城県 水戸赤十字病院 連携
神奈川県 大口東総合病院 連携
神奈川県 秦野赤十字病院 連携
神奈川県 昭和大学藤が丘病院 連携

聖マリアンナ医科大学産科婦人科専門研修プログラム 聖マリアンナ医科大学病院 北海道 旭川厚生病院 連携
福島県 いわき市立総合磐城共立病院 連携
東京都 稲城市立病院 連携
神奈川県 済生会横浜市東部病院 連携
神奈川県 神奈川県警友会けいゆう病院 連携
神奈川県 平塚市民病院 連携
神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 連携
神奈川県 川崎市立多摩病院 連携
静岡県 伊東市民病院 連携
高知県 高知医療センター 連携
東京都 町立八丈病院 地域医療
神奈川県 愛育病院、愛育レディーズクリニック 地域医療
大阪府 IVFなんばクリニック 生殖

東海大学産婦人科研修プログラム 東海大学医学部付属病院 東京都 東海大学医学部付属八王子病院 連携
神奈川県 済生会横浜市東部病院 連携
神奈川県 平塚市民病院 連携
神奈川県 伊勢原協同病院 連携
神奈川県 海老名総合病院 連携
神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 連携

横浜市立大学附属市民総合医療センター産婦人科研修プログラム 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 横浜市立大学附属病院 連携
鹿児島県 鹿児島大学病院 連携
神奈川県 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 連携
神奈川県 横浜南共済病院 連携
神奈川県 横浜労災病院 連携
神奈川県 横須賀共済病院 連携
神奈川県 藤沢市民病院 連携
神奈川県 小田原市立病院 連携
神奈川県 大和市立病院 連携
神奈川県 済生会横浜市南部病院 連携
神奈川県 海老名レディースクリニック 連携
神奈川県 横浜市立市民病院 連携
神奈川県 国立病院機構横浜医療センター 連携

横浜市立大学附属病院産婦人科研修プログラム 横浜市立大学附属病院 神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 連携
鹿児島県 鹿児島大学病院 連携
神奈川県 横浜南共済病院 連携
神奈川県 横浜労災病院 連携
神奈川県 横須賀共済病院 連携
神奈川県 地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 連携
神奈川県 藤沢市民病院 連携
神奈川県 小田原市立病院 連携
神奈川県 大和市立病院 連携
神奈川県 済生会横浜市南部病院 連携
神奈川県 神奈川県立がんセンター 連携
神奈川県 海老名レディースクリニック 連携
神奈川県 横浜市立市民病院 連携
神奈川県 国立病院機構横浜医療センター 連携

15 新潟県 新潟大学産婦人科研修プログラム 新潟大学医歯学総合病院 静岡県 聖隷浜松病院 連携
山形県 鶴岡市立荘内病院 連携
埼玉県 埼玉県済生会川口総合病院 連携
新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 連携
新潟県 済生会新潟第二病院　 連携
新潟県 新潟市民病院 連携
新潟県 立川綜合病院 連携
新潟県 長岡赤十字病院 連携
新潟県 長岡中央綜合病院 連携
新潟県 新潟県立中央病院 連携
新潟県 上越総合病院 連携
新潟県 新潟県済生会三条病院 連携
新潟県 新潟県立新発田病院 連携
新潟県 村上総合病院 連携
新潟県 魚沼基幹病院 連携
富山県 富山赤十字病院 連携
新潟県 佐渡総合病院 地域医療
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
16 富山県 富山県立中央病院産婦人科研修プログラム 富山県立中央病院 富山県 富山大学附属病院 連携

石川県 金沢大学附属病院 連携
石川県 石川県立中央病院 連携
愛知県 藤田保健衛生大学病院 連携
富山県 富山市民病院 連携
富山県 富山赤十字病院 連携
富山県 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 連携
富山県 高岡市民病院 連携
富山県 黒部市民病院 連携
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 篠ノ井総合病院　 連携
富山県 さたけ産婦人科医院 地域医療
富山県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 富山県済生会高岡病院 地域医療
富山県 かみいち総合病院　 地域医療
富山県 市立砺波総合病院 地域医療
富山県 小嶋ウィメンズクリニック　　 生殖

富山大学産婦人科研修プログラム 富山大学附属病院 富山県 富山県立中央病院 連携
石川県 石川県立中央病院 連携
富山県 富山市民病院 連携
富山県 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 連携
富山県 高岡市民病院 連携
富山県 黒部市民病院 連携
新潟県 糸魚川総合病院 地域医療
富山県 市立砺波総合病院 地域医療
富山県 あわの産婦人科医院 地域医療
富山県 女性クリニックWe富山 生殖
富山県 あいARTクリニック 生殖

17 石川県 石川県立中央病院産婦人科研修プログラム 石川県立中央病院 富山県 富山県立中央病院 連携
富山県 富山大学附属病院 連携
石川県 金沢大学附属病院 連携
石川県 金沢医科大学病院 連携
福井県 福井大学医学部附属病院 連携
愛知県 トヨタ記念病院 連携
神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 連携
石川県 恵寿総合病院 連携
石川県 恵愛病院 連携
石川県 国民健康保険　小松市民病院 連携
石川県 国立病院機構 金沢医療センター 連携
福井県 福井県立病院 連携
石川県 金沢聖霊総合病院 地域医療
石川県 公立能登総合病院 地域医療
石川県 輪島市立病院 地域医療
石川県 加賀市医療センター 地域医療
石川県 松南病院 地域医療

金沢医科大学病院専門研修プログラム 金沢医科大学病院 石川県 石川県立中央病院 連携
茨城県 県北医療センター高萩協同病院 連携
石川県 国民健康保険　小松市民病院 連携
石川県 公立能登総合病院 地域医療

金沢大学産婦人科研修プログラム 金沢大学附属病院 富山県 富山県立中央病院 連携
石川県 石川県立中央病院 連携
富山県 富山市民病院 連携
富山県 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 連携
富山県 高岡市民病院 連携
石川県 恵愛病院 連携
石川県 国立病院機構 金沢医療センター 連携
福井県 福井県立病院 連携
福井県 市立敦賀病院 連携
富山県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 富山県済生会高岡病院 地域医療
石川県 輪島市立病院 地域医療

18 福井県 福井大学産婦人科研修プログラム 福井大学医学部附属病院 石川県 石川県立中央病院 連携
大阪府 高槻病院 連携
福井県 福井県立病院 連携
福井県 福井赤十字病院 連携
福井県 福井県済生会病院 連携
福井県 福井愛育病院 連携
福井県 杉田玄白記念公立小浜病院 連携
福井県 公立丹南病院 連携
石川県 加賀市医療センター 地域医療
福井県 福井総合病院 地域医療
福井県 坂井市立三国病院 地域医療
岐阜県 木沢記念病院 地域医療
京都府 舞鶴共済病院 地域医療
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
19 山梨県 山梨県統一産婦人科専門研修プログラム 山梨大学医学部附属病院 東京都 東京大学医学部附属病院 連携

東京都 東京北医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
石川県 恵寿総合病院 連携
山梨県 山梨勤労者医療協会　甲府共立病院 連携
山梨県 山梨県立病院機構　山梨県立中央病院 連携
山梨県 市立甲府病院 連携
山梨県 国民健康保険　富士吉田市立病院　 連携
山梨県 山梨赤十字病院　 連携
山梨県 国立病院機構　甲府病院 連携
長野県 組合立諏訪中央病院 連携
富山県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 富山県済生会高岡病院 地域医療
富山県 かみいち総合病院　 地域医療
山梨県 山梨厚生会　山梨厚生病院 地域医療

20 長野県 信州大学産婦人科研修プログラム 信州大学医学部附属病院 長野県 長野赤十字病院 連携
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 篠ノ井総合病院　 連携
長野県 松本市立病院 連携
長野県 飯田市立病院 連携
長野県 諏訪赤十字病院 連携
長野県 伊那中央病院 連携
長野県 北信総合病院 連携
長野県 社会医療法人慈泉会　相澤病院 連携
長野県 JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 連携
長野県 長野県立こども病院　 連携

21 岐阜県 岐阜大学産婦人科研修プログラム 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 岐阜市民病院 連携
岐阜県 岐阜県総合医療センター 連携
岐阜県 中濃厚生病院 連携
岐阜県 郡上市民病院 連携
岐阜県 高山赤十字病院 連携
岐阜県 長良医療センター 連携
岐阜県 おおのレディースクリニック 地域医療
岐阜県 羽島市民病院 地域医療
岐阜県 中西ウィメンズクリニック 地域医療

松波総合病院産婦人科研修プログラム 松波総合病院 静岡県 伊東市民病院 連携
岐阜県 平野総合病院 地域医療
岐阜県 操レディスホスピタル 地域医療
岐阜県 東海中央病院 地域医療

22 静岡県 聖隷浜松病院産婦人科研修プログラム 聖隷浜松病院 静岡県 浜松医科大学医学部付属病院 連携
東京都 東京北医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
静岡県 磐田市立総合病院 連携
静岡県 中東遠総合医療センター 連携

浜松医科大学産婦人科研修プログラム 浜松医科大学医学部付属病院 静岡県 聖隷浜松病院 連携
静岡県 伊東市民病院 連携
静岡県 沼津市立病院 連携
静岡県 静岡がんセンター 連携
静岡県 富士宮市立病院 連携
静岡県 富士市立中央病院 連携
静岡県 静岡厚生病院 連携
静岡県 静岡済生会総合病院 連携
静岡県 静岡赤十字病院 連携
静岡県 静岡市立静岡病院 連携
静岡県 静岡県立総合病院 連携
静岡県 静岡県立こども病院 連携
静岡県 藤枝市立総合病院 連携
静岡県 市立島田市民病院 連携
静岡県 菊川市立総合病院 連携
静岡県 磐田市立総合病院 連携
静岡県 遠州病院 連携
静岡県 浜松医療センター 連携
静岡県 聖隷三方原病院 連携
静岡県 中東遠総合医療センター 連携
静岡県 聖隷沼津病院 地域医療
静岡県 俵IVFクリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
23 愛知県 愛知医科大学産婦人科プログラム 愛知医科大学病院 愛知県 さわだウィメンズクリニック　 連携

愛知県 社会医療法人大雄会第一病院　 連携
愛知県 蒲郡市民病院 連携
愛知県 上野レディースクリニック 地域医療
愛知県 野崎クリニック 地域医療
愛知県 産科・婦人科　やまだレディスクリニック 地域医療
愛知県 奈倉レディースクリニック 地域医療
愛知県 森永産婦人科 地域医療
愛知県 内田クリニック 地域医療
愛知県 図書館通おかもとマタニティークリニック 地域医療
愛知県 八事レディースクリニック 生殖

トヨタ記念病院産婦人科研修プログラム トヨタ記念病院 石川県 石川県立中央病院 連携
愛知県 清慈会　鈴木病院 連携
鹿児島県 徳之島徳洲会病院 地域医療

豊橋市民病院産婦人科研修プログラム 豊橋市民病院 愛知県 名古屋第二赤十字病院 連携
愛知県 名古屋記念病院 連携
愛知県 津島市民病院 連携

名古屋市立大学産婦人科研修プログラム 名古屋市立大学病院 長野県 組合立諏訪中央病院 連携
愛知県 名古屋市立東部医療センター 連携
愛知県 名古屋市立西部医療センター 連携
愛知県 一宮市立市民病院 連携
愛知県 公立陶生病院 連携
愛知県 豊川市民病院 連携
愛知県 江南厚生病院 連携
愛知県 海南病院 連携
愛知県 稲沢厚生病院 地域医療
愛知県 知多厚生病院 地域医療
三重県 いなべ総合病院 地域医療

名古屋第一赤十字病院産婦人科専門研修プログラム 名古屋第一赤十字病院 岐阜県 高山赤十字病院 連携
静岡県 静岡赤十字病院 連携
三重県 伊勢赤十字病院 連携

名古屋大学産婦人科専門研修プログラム 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 トヨタ記念病院 連携
愛知県 豊橋市民病院 連携
愛知県 名古屋第二赤十字病院 連携
岐阜県 大垣市民病院 連携
岐阜県 岐阜県立多治見病院　 連携
静岡県 静岡済生会総合病院 連携
愛知県 愛知県がんセンター中央病院 連携
愛知県 国家公務員共催組合連合会 名城病院　 連携
愛知県 聖霊病院 連携
愛知県 名古屋掖済会病院 連携
愛知県 労働者健康安全機構　中部労災病院 連携
愛知県 地域医療機能推進機構　中京病院 連携
愛知県 総合病院　南生協病院 連携
愛知県 名古屋記念病院 連携
愛知県 岡崎市民病院 連携
愛知県 半田市立半田病院 連携
愛知県 春日井市民病院 連携
愛知県 津島市民病院 連携
愛知県 刈谷豊田総合病院 連携
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 連携
愛知県 安城更生病院 連携
愛知県 小牧市民病院 連携
愛知県 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 地域医療
愛知県 渥美病院 地域医療

名古屋第二赤十字病院産婦人科領域専門研修プログラム 名古屋第二赤十字病院 東京都 日本赤十字社医療センター 連携
愛知県 豊橋市民病院 連携
愛知県 愛知県がんセンター中央病院 連携
愛知県 浅田レディース名古屋駅前クリニック 連携
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 連携
愛知県 浅田レディース勝川クリニック 生殖

藤田保健衛生大学産婦人科研修プログラム 藤田保健衛生大学病院 富山県 富山県立中央病院 連携
愛知県 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 連携
愛知県 清慈会　鈴木病院 連携
愛知県 社会医療法人財団新和会　八千代病院 連携

24 三重県 三重大学産婦人科研修プログラム 三重大学医学部附属病院 東京都 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 連携
三重県 桑名東医療センター 連携
三重県 市立四日市病院 連携
三重県 三重県立総合医療センター 連携
三重県 社会福祉法人　恩賜財団　済生会松阪総合病院 連携
三重県 松阪中央総合病院 連携
三重県 伊勢赤十字病院 連携
三重県 三重中央医療センター 連携
大阪府 IVF大阪クリニック 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
兵庫県 兵庫県立がんセンター 連携
岡山県 倉敷成人病センター 連携
三重県 ヨナハ産婦人科小児科病院 地域医療
三重県 JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院 地域医療
三重県 白子クリニック 地域医療
三重県 森川病院 地域医療
大阪府 IVFなんばクリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
25 滋賀県 大津赤十字病院産婦人科研修プログラム 大津赤十字病院 京都府 京都大学医学部附属病院 連携

滋賀県 桂川レディースクリニック 連携
滋賀県 大津市民病院 連携
滋賀県 長浜赤十字病院 連携
滋賀県 誠光会 草津総合病院 連携
滋賀県 滋賀県立成人病センター 連携
京都府 日本バプテスト病院 連携
京都府 洛和会 音羽病院 連携

滋賀医科大学産婦人科専門研修プログラム 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 大津赤十字病院 連携
滋賀県 大津市民病院 連携
滋賀県 長浜赤十字病院 連携
滋賀県 市立長浜病院 連携
滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 連携
滋賀県 誠光会 草津総合病院 連携
滋賀県 滋賀県立成人病センター 連携
滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 連携
滋賀県 公立甲賀病院 連携
滋賀県 東近江総合医療センター 連携
兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 連携
滋賀県 彦根市立病院 地域医療
滋賀県 髙島市民病院 地域医療

26 京都府 京都医療センター産婦人科研修プログラム 国立病院機構　京都医療センター　 京都府 京都大学医学部附属病院 連携
京都府 足立病院 連携
京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　 連携
奈良県 天理よろづ相談所病院 連携

京都大学産婦人科研修プログラム 京都大学医学部附属病院　 滋賀県 大津赤十字病院 連携
京都府 国立病院機構京都医療センター 連携
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 連携
奈良県 奈良県総合医療センター 連携
岡山県 倉敷中央病院 連携
静岡県 静岡県立総合病院 連携
滋賀県 大津市民病院 連携
滋賀県 長浜赤十字病院 連携
滋賀県 滋賀県立成人病センター 連携
京都府 日本バプテスト病院 連携
京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　 連携
京都府 三菱京都病院　 連携
京都府 洛和会 音羽病院 連携
大阪府 大阪赤十字病院　 連携
大阪府 田附興風会医学研究所北野病院　 連携
大阪府 大阪府済生会野江病院　 連携
大阪府 国立病院機構大阪医療センター 連携
兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 連携
兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院　 連携
奈良県 高の原中央病院　 連携
奈良県 天理よろづ相談所病院 連携
和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター　 連携
香川県 高松赤十字病院　 連携

京都府立医科大学産婦人科研修プログラム 京都府立医科大学 福井県 福井愛育病院 連携
滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 連携
滋賀県 誠光会 草津総合病院 連携
京都府 京都保健会 京都民医連中央病院 連携
京都府 田村秀子婦人科医院 連携
京都府 田辺中央病院 連携
京都府 公立南丹病院 連携
京都府 京都山城総合医療センター 連携
京都府 市立福知山市民病院 連携
京都府 京都市立病院機構 連携
京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 連携
京都府 京都第二赤十字病院 連携
京都府 京都第一赤十字病院 連携
京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会  京都府病院 連携
大阪府 松下記念病院 連携
京都府 社会医療法人岡本病院（財団） 第二岡本総合病院 地域医療
京都府 国立病院機構舞鶴医療センター 地域医療

27 大阪府 大阪医科大学産婦人科研修プログラム 大阪医科大学附属病院 大阪府 高槻赤十字病院 連携
大阪府 北摂総合病院 連携
大阪府 大阪鉄道病院 連携
大阪府 市立ひらかた病院 連携
大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 連携
大阪府 市立池田病院 連携
大阪府 国立病院機構 大阪南医療センター 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
大阪府 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会茨木医療福祉センター　大阪府済生会茨木病院 地域医療
兵庫県 公立宍粟総合病院 地域医療

大阪警察病院産婦人科研修プログラム 大阪警察病院 大阪府 大阪大学 連携
岡山県 川崎医科大学附属病院 連携
大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 連携
大阪府 大阪国際がんセンター 連携
大阪府 石井記念愛染園附属愛染橋病院 連携
大阪府 阪南中央病院 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
大阪府 西川婦人科内科クリニック 生殖

大阪市立総合医療センター産婦人科研修プログラム 大阪市立総合医療センター 大阪府 泉大津市立病院 連携
大阪府 大阪市立住吉市民病院 連携
大阪府 大阪市立十三市民病院 連携
大阪府 石切生喜病院 地域医療
大阪府 なかむらレディースクリニック 生殖
大阪府 春木レディースクリニック 生殖

大阪市立大学産科婦人科専門研修プログラム 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府 大阪市立総合医療センター 連携
大阪府 和泉市立病院 連携
大阪府 泉大津市立病院 連携
大阪府 済生会千里病院 連携
大阪府 市立柏原病院 連携
大阪府 大阪市立住吉市民病院 連携
大阪府 大阪市立十三市民病院 連携
大阪府 市立岸和田市民病院 連携
大阪府 なかむらレディースクリニック 生殖
大阪府 春木レディースクリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
大阪大学産婦人科研修プログラム 大阪大学医学部附属病院 大阪府 大阪警察病院 連携

兵庫県 関西労災病院 連携
大阪府 大阪労災病院 連携
大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 連携
大阪府 大阪国際がんセンター 連携
大阪府 市立吹田市民病院 連携
大阪府 日本生命済生会付属日生病院 連携
大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 連携
大阪府 住友病院 連携
大阪府 石井記念愛染園附属愛染橋病院 連携
大阪府 谷口病院 連携
大阪府 りんくう総合医療センター 連携
大阪府 阪南中央病院 連携
大阪府 耳原総合病院 連携
大阪府 ベルランド総合病院 連携
大阪府 堺市立総合医療センター 連携
大阪府 地域医療機能推進機構大阪病院 連携
大阪府 大阪府済生会中津病院 連携
大阪府 市立貝塚病院 連携
大阪府 箕面市立病院 連携
大阪府 市立豊中病院 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
兵庫県 医療法人社団　徐クリニック 連携
兵庫県 兵庫県立がんセンター 連携
兵庫県 兵庫県立西宮病院 連携
兵庫県 市立芦屋病院 地域医療
兵庫県 市立伊丹病院 地域医療
大阪府 たまごクリニック内分泌不妊センター 生殖
大阪府 大阪New ARTクリニック 生殖

関西医科大学産婦人科研修プログラム 関西医科大学附属病院 大阪府 関西医科大学香里病院 連携
大阪府 関西医科大学総合医療センター 連携
大阪府 大阪府済生会野江病院　 連携
大阪府 IVF大阪クリニック 連携
大阪府 社会医療法人弘道会　萱島生野病院 地域医療
大阪府 IVFなんばクリニック 生殖

近畿大学産婦人科研修プログラム 近畿大学医学部附属病院 兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 連携
岡山県 倉敷中央病院 連携
静岡県 静岡県立総合病院 連携
大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 連携
大阪府 大阪赤十字病院　 連携
大阪府 恩賜財団大阪府済生会富田林病院 連携
大阪府 医療法人宝生会　PL病院 連携
大阪府 IVF大阪クリニック 連携
大阪府 しんやしき産婦人科医院 連携
大阪府 国立病院機構大阪医療センター 連携
奈良県 近畿大学医学部奈良病院 連携
奈良県 天理よろづ相談所病院 連携
和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター　 連携
和歌山県 くしもと町立病院 地域医療

高槻病院産婦人科研修プログラム 高槻病院 福井県 福井大学医学部附属病院 連携
大阪府 千船病院 連携
兵庫県 神戸大学医学部附属病院 連携
大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 連携
大阪府 りんくう総合医療センター 連携
兵庫県 明石医療センター 連携
大阪府 後藤レディースクリニック 生殖

千船病院産婦人科研修プログラム 千船病院 大阪府 高槻病院 連携
兵庫県 神戸大学医学部附属病院 連携
兵庫県 兵庫医科大学病院 連携
石川県 恵寿総合病院 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
兵庫県 兵庫県立柏原病院 連携
兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 連携
兵庫県 兵庫県立がんセンター 連携
兵庫県 明石医療センター 連携
兵庫県 西脇市立西脇病院 地域医療
兵庫県 北播磨総合医療センター 地域医療
兵庫県 公立宍粟総合病院 地域医療
岡山県 赤堀病院 地域医療
兵庫県 第2大谷レディスクリニック 生殖

28 兵庫県 関西ろうさい病院産婦人科研修プログラム 関西労災病院 大阪府 大阪大学 連携
静岡県 静岡がんセンター 連携
兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 連携
兵庫県 英ウィメンズクリニック 連携

神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科研修プログラム 神戸市立医療センター中央市民病院 京都府 京都大学医学部附属病院 連携
兵庫県 兵庫県立がんセンター 連携
兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 連携
兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院　 連携
兵庫県 英ウィメンズクリニック 連携
兵庫県 西神戸医療センター　 連携

神戸大学産科婦人科研修プログラム 神戸大学医学部附属病院 大阪府 高槻病院 連携
大阪府 千船病院 連携
大阪府 淀川キリスト教病院 連携
兵庫県 兵庫県立こども病院 連携
兵庫県 三田市民病院 連携
兵庫県 兵庫県立柏原病院 連携
兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 連携
兵庫県 兵庫県立がんセンター 連携
兵庫県 明石医療センター 連携
兵庫県 加古川市民病院機構　加古川西市民病院 連携
兵庫県 製鉄記念広畑病院 連携
兵庫県 赤穂市民病院 連携
兵庫県 済生会兵庫県病院 連携
兵庫県 神戸赤十字病院 連携
兵庫県 西神戸医療センター　 連携
兵庫県 国立病院機構　神戸医療センター 連携
兵庫県 西脇市立西脇病院 地域医療
兵庫県 中林産婦人科クリニック 地域医療
兵庫県 第2大谷レディスクリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
兵庫医科大学病院産科婦人科研修プログラム 兵庫医科大学病院 大阪府 千船病院 連携

大阪府 社会医療法人生長会府中病院 連携
兵庫県 医療法人明和病院 連携
兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院 連携
兵庫県 宗教法人神戸アドベンチスト病院 連携
兵庫県 西神戸医療センター　 連携
大阪府 恵生会病院 地域医療
兵庫県 兵庫医科大学ささやま医療センター 地域医療
兵庫県 尼崎医療生協病院 地域医療
大阪府 社会医療法人生長会府中のぞみクリニック 生殖
兵庫県 Kobaレディースクリニック 生殖

29 奈良県 奈良県総合医療センター産婦人科研修プログラム 奈良県総合医療センター 東京都 帝京大学医学部附属病院 連携
京都府 京都大学医学部附属病院 連携
奈良県 奈良県立医科大学 連携
奈良県 高の原中央病院　 連携
奈良県 大和郡山病院 連携
和歌山県 新宮市立医療センター 地域医療
奈良県 久永婦人科クリニック 生殖
奈良県 好川婦人科クリニック 生殖
奈良県 赤崎クリニック 生殖

奈良県立医科大学産婦人科研修プログラム 奈良県立医科大学 奈良県 奈良県総合医療センター 連携
京都府 宇治徳洲会病院 連携
大阪府 聖バルナバ病院 連携
大阪府 大阪暁明館病院 連携
大阪府 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 連携
大阪府 東大阪市立総合病院 連携
大阪府 八尾市立病院 連携
奈良県 高の原中央病院　 連携
奈良県 市立奈良病院 連携
奈良県 大和郡山病院 連携
奈良県 近畿大学医学部奈良病院 連携
奈良県 大和高田市立病院 連携
大阪府 星ヶ丘医療センター 地域医療
和歌山県 新宮市立医療センター 地域医療
奈良県 ASKAレディースクリニック 生殖
奈良県 赤崎クリニック 生殖
奈良県 SACRAレディースクリニック 生殖

30 和歌山県 和歌山県立医科大学産婦人科専門研修プログラム 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 和歌山ろうさい病院 連携
和歌山県 うつのみやレディースクリニック 連携
和歌山県 公立那賀病院 連携
和歌山県 国保日高総合病院 連携
和歌山県 橋本市民病院 連携
和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター　 連携
和歌山県 紀南病院 連携
和歌山県 新宮市立医療センター 地域医療
和歌山県 海南医療センター 地域医療
大阪府 社会医療法人生長会府中のぞみクリニック 生殖

31 鳥取県 鳥取大学産婦人科専門研修プログラム 鳥取大学医学部附属病院 大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 連携
鳥取県 鳥取県立中央病院 連携
鳥取県 鳥取市立病院 連携
鳥取県 鳥取県立厚生病院 連携
島根県 松江市立病院 連携
山口県 総合病院 山口赤十字病院 連携
兵庫県 公立八鹿病院 地域医療
鳥取県 鳥取赤十字病院 地域医療
鳥取県 山陰労災病院 地域医療
鳥取県 特定医療法人財団同愛会 博愛病院 地域医療
島根県 総合病院 松江生協病院 地域医療

32 島根県 島根大学産婦人科研修プログラム 島根大学医学部附属病院 京都府 宇治徳洲会病院 連携
島根県 松江赤十字病院 連携
島根県 松江市立病院 連携
島根県 島根県立中央病院 連携
島根県 国立病院機構浜田医療センター 連携
島根県 大田市立病院 地域医療
島根県 江津済生会病院 地域医療
島根県 益田赤十字病院 地域医療
島根県 町立奥出雲病院 地域医療
島根県 公立邑智病院 地域医療
島根県 隠岐広域連合隠岐病院 地域医療

33 岡山県 岡山大学産婦人科研修プログラム 岡山大学病院 広島県 広島市立広島市民病院 連携
大阪府 健保連大阪中央病院 連携
兵庫県 姫路聖マリア病院 連携
兵庫県 姫路赤十字病院 連携
鳥取県 鳥取市立病院 連携
岡山県 社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院 連携
岡山県 倉敷成人病センター 連携
岡山県 津山中央病院 連携
岡山県 岡山済生会総合病院 連携
岡山県 岡山赤十字病院 連携
岡山県 国立病院機構岡山医療センター 連携
広島県 福山市民病院 連携
広島県 公立学校共済組合中国中央病院 連携
広島県 国立病院機構福山医療センター 連携
山口県 国立病院機構　岩国医療センター 連携
香川県 屋島総合病院 連携
香川県 三豊総合病院 連携
香川県 香川県立中央病院 連携
香川県 香川労災病院 連携
愛媛県 愛媛県立中央病院 連携
岡山県 総合病院落合病院 地域医療
岡山県 赤堀病院 地域医療
広島県 興生総合病院 地域医療
岡山県 岡山二人クリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
川崎医科大学産婦人科研修プログラム 川崎医科大学附属病院 大阪府 大阪警察病院 連携

大阪府 大阪労災病院 連携
大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 連携
大阪府 石井記念愛染園附属愛染橋病院 連携
大阪府 りんくう総合医療センター 連携
大阪府 堺市立総合医療センター 連携
大阪府 地域医療機能推進機構大阪病院 連携
大阪府 大阪府済生会中津病院 連携
兵庫県 兵庫県立西宮病院 連携
鳥取県 鳥取市立病院 連携
岡山県 三宅医院 連携
岡山県 社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院 連携
岡山県 川崎医科大学附属川崎病院 連携
広島県 小池病院 連携
香川県 厚仁病院 連携
岡山県 赤堀病院 地域医療

倉敷中央病院産婦人科研修プログラム 倉敷中央病院 京都府 京都大学医学部附属病院 連携
静岡県 静岡県立総合病院 連携
香川県 高松赤十字病院　 連携
岡山県 赤堀病院 地域医療

34 広島県 広島市民病院産婦人科研修プログラム 広島市立広島市民病院 岡山県 岡山大学病院 連携
山口県 国立病院機構　岩国医療センター 連携
広島県 興生総合病院 地域医療

広島大学産婦人科研修プログラム 広島大学病院 広島県 中国電力株式会社中電病院 連携
広島県 広島県立広島病院 連携
広島県 土谷総合病院 連携
広島県 広島赤十字・原爆病院 連携
広島県 広島鉄道病院 連携
広島県 広島市立安佐市民病院 連携
広島県 中国労災病院 連携
広島県 JA尾道総合病院 連携
広島県 市立三次中央病院 連携
広島県 廣島総合病院 連携
広島県 国立病院機構呉医療センター 連携
広島県 国立病院機構東広島医療センター 連携
愛媛県 国立病院機構四国がんセンター 連携

35 山口県 山口大学産婦人科専門研修プログラム 山口大学医学部附属病院 島根県 国立病院機構浜田医療センター 連携
山口県 済生会下関総合病院 連携
山口県 徳山中央病院 連携
山口県 山口県立総合医療センター 連携
山口県 山口労災病院 連携
山口県 山陽小野田市民病院 連携
山口県 周東総合病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
山口県 長門総合病院 地域医療
山口県 小郡第一総合病院 地域医療
山口県 下関市立豊浦病院 地域医療
山口県 関門医療センター 地域医療

36 徳島県 徳島大学産婦人科研修プログラム 徳島大学病院 北海道 札幌東豊病院 連携
大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 連携
兵庫県 ベリタス病院 連携
和歌山県 紀南病院 連携
徳島県 徳島県立中央病院 連携
徳島県 徳島市民病院 連携
徳島県 徳島県鳴門病院 連携
徳島県 徳島赤十字病院 連携
徳島県 阿南共栄病院 連携
徳島県 つるぎ町立半田病院 連携
香川県 総合病院回生病院 連携
香川県 高松市民病院 連携
香川県 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 連携
愛媛県 公立学校共済 四国中央病院 連携
高知県 高知赤十字病院 連携
高知県 JA高知病院 連携
高知県 国立病院機構高知病院 連携
香川県 さぬき市民病院 地域医療

37 香川県 香川大学産婦人科研修プログラム 香川大学医学部附属病院 北海道 札幌東豊病院 連携
大阪府 国立循環器病研究センター 連携
香川県 厚仁病院 連携
香川県 高松赤十字病院　 連携
香川県 屋島総合病院 連携
香川県 小豆島中央病院 連携
香川県 香川県立中央病院 連携
愛媛県 松山赤十字病院 連携
愛媛県 国立病院機構四国がんセンター 連携

38 愛媛県 愛媛大学産婦人科専門研修プログラム 愛媛大学医学部附属病院 大阪府 IVF大阪クリニック 連携
愛媛県 愛媛県立中央病院 連携
愛媛県 NTT西日本松山病院 連携
愛媛県 市立宇和島病院 連携
愛媛県 愛媛労災病院 連携
愛媛県 愛媛県立新居浜病院 連携
愛媛県 福井ウイメンズクリニック 連携
大阪府 IVFなんばクリニック 生殖

39 高知県 高知大学産婦人科研修プログラム 高知大学医学部附属病院 愛媛県 こにしクリニック 連携
高知県 高知医療センター 連携
高知県 高知県立幡多けんみん病院 連携
高知県 高知ファミリークリニック 地域医療
高知県 高知県立あき総合病院 地域医療

40 福岡県 飯塚病院産婦人科専門研修プログラム 飯塚病院 福岡県 産業医科大学病院 連携
長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
鹿児島県 鹿児島市立病院 連携
沖縄県 沖縄県立中部病院 連携
福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 連携
福岡県 社会保険田川病院 連携
福岡県 田川市立病院 連携
鹿児島県 徳之島徳洲会病院 連携
鹿児島県 名瀬徳洲会病院 連携
福岡県 すどうクリニック 地域医療
福岡県 有松病院 地域医療
福岡県 IVF詠田クリニック 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
九州大学産婦人科研修プログラム 九州大学病院 愛媛県 松山赤十字病院 連携

福岡県 福岡市立こども病院 連携
福岡県 原三信病院 連携
福岡県 福岡山王病院 連携
福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 連携
福岡県 済生会福岡総合病院 連携
福岡県 福岡赤十字病院 連携
福岡県 田川市立病院 連携
福岡県 福岡新水巻病院 連携
福岡県 セントマザー産婦人科医院 連携
福岡県 地域医療機能推進機構九州病院 連携
福岡県 北九州市立医療センター 連携
福岡県 国立病院機構　九州がんセンター 連携
福岡県 国立病院機構　九州医療センター 連携
福岡県 エンゼル病院　 連携
長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 連携
大分県 国立病院機構別府医療センター 連携
大分県 大分県立病院 連携
宮崎県 宮崎県立宮崎病院 連携
鹿児島県 国立病院機構指宿医療センター 連携
福岡県 蔵本ウイメンズクリニック 生殖

久留米大学病院産婦人科専門研修プログラム 久留米大学病院　　　　　 福岡県 公立八女総合病院 連携
福岡県 聖マリア病院 連携
福岡県 大牟田市立病院 連携
福岡県 社会保険田川病院 連携
福岡県 国立病院機構　九州医療センター 連携
福岡県 国立病院機構小倉医療センター 連携
佐賀県 国立病院機構佐賀病院 連携
熊本県 熊本市民病院 連携
福岡県 地域医療機能推進機構久留米総合病院 地域医療
大分県 大分県済生会日田病院 地域医療
福岡県 蔵本ウイメンズクリニック 生殖

産業医科大学産婦人科研修プログラム 産業医科大学病院 福岡県 飯塚病院 連携
広島県 中国労災病院 連携
福岡県 産業医科大学若松病院 連携
福岡県 セントマザー産婦人科医院 連携
福岡県 地域医療機能推進機構九州病院 連携
福岡県 九州労災病院 連携
福岡県 北九州市立医療センター 連携
福岡県 国立病院機構小倉医療センター 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携

福岡大学産婦人科専門研修プログラム 福岡大学 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 連携
大分県 大分大学医学部附属病院 連携
東京都 国立成育医療研究センター 連携
大阪府 健保連大阪中央病院 連携
山口県 総合病院 山口赤十字病院 連携
愛媛県 松山赤十字病院 連携
愛媛県 愛媛県立中央病院 連携
福岡県 福岡市立こども病院 連携
福岡県 原三信病院 連携
福岡県 福岡山王病院 連携
福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 連携
福岡県 済生会福岡総合病院 連携
福岡県 福岡赤十字病院 連携
福岡県 あまがせ産婦人科 連携
福岡県 田川市立病院 連携
福岡県 地域医療機能推進機構九州病院 連携
福岡県 北九州市立医療センター 連携
福岡県 国立病院機構　九州医療センター 連携
長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 連携
大分県 国立病院機構別府医療センター 連携
宮崎県 宮崎県立宮崎病院 連携
鹿児島県 国立病院機構指宿医療センター 連携
福岡県 福岡徳洲会病院 地域医療

41 佐賀県 佐賀大学産婦人科研修プログラム 佐賀大学医学部附属病院 長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
福岡県 高木病院 連携
佐賀県 佐賀県医療センター　好生館 連携
佐賀県 国立病院機構佐賀病院 連携
佐賀県 唐津赤十字病院 地域医療

42 長崎県 長崎医療センター産婦人科研修プログラム 国立病院機構　長崎医療センター 千葉県 亀田総合病院（+亀田クリニック） 連携
福岡県 飯塚病院 連携
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 連携
鹿児島県 鹿児島市立病院 連携
沖縄県 沖縄県立中部病院 連携
東京都 東京北医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　 連携
石川県 恵寿総合病院 連携
福岡県 高木病院 連携
長崎県 ART岡本ウーマンズクリニック 連携
長崎県 長崎県対馬病院 連携
長崎県 長崎県上五島病院 地域医療

長崎大学産婦人科研修プログラム 長崎大学病院 長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
佐賀県 国立病院機構嬉野医療センター 連携
長崎県 地域医療推進機構　諫早総合病院 連携
長崎県 日赤長崎原爆病院 連携
長崎県 済生会長崎病院 連携
長崎県 佐世保市立総合病院 連携
長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院 連携
長崎県 長崎県五島中央病院 地域医療

43 熊本県 熊本大学産婦人科研修プログラム 熊本大学医学部附属病院 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 連携
熊本県 熊本赤十字病院　 連携
熊本県 慈恵病院　 連携
熊本県 福田病院 連携
熊本県 国立病院機構　熊本医療センター 連携
熊本県 熊本市民病院 連携
熊本県 労働者健康福祉機構　熊本労災病院 連携
熊本県 地域医療機能推進機構人吉医療センター 連携
熊本県 地域医療機能推進機構天草中央総合病院 連携
熊本県 阿蘇温泉病院 地域医療
熊本県 産科婦人科本原クリニック 地域医療
熊本県 山鹿市民医療センター 地域医療
熊本県 荒尾市民病院　　 地域医療
熊本県 国保水俣市立総合医療センター　 地域医療
熊本県 地域医療機能推進機構熊本総合病院　 地域医療
熊本県 上天草市立上天草総合病院　 地域医療
熊本県 ソフィアレディースクリニック水道町 生殖
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都道府県 プログラム名称 基幹施設名称 都道府県 連携施設名称 施設区分
44 大分県 大分大学産婦人科研修プログラム 大分大学医学部附属病院 大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 連携

大分県 セント・ルカ産婦人科 連携
大分県 中津市立中津市民病院 連携
大分県 大分県立病院 連携
大分県 大分赤十字病院 地域医療
大分県 大川産婦人科病院 地域医療

45 宮崎県 宮崎大学産婦人科専門研修プログラム 宮崎大学医学部附属病院 鹿児島県 鹿児島市立病院 連携
千葉県 地域医療機能推進機構船橋中央病院 連携
宮崎県 宮崎市郡医師会病院 連携
宮崎県 古賀総合病院 連携
宮崎県 宮崎善仁会病院 連携
宮崎県 とえだウイメンズクリニック 連携
宮崎県 国立病院機構都城医療センター 連携
宮崎県 宮崎県立延岡病院 連携
宮崎県 宮崎県立日南病院 連携
宮崎県 串間市民病院 地域医療

46 鹿児島県 鹿児島市立病院産婦人科研修プログラム 鹿児島市立病院 福岡県 飯塚病院 連携
長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
宮崎県 宮崎大学医学部 連携
鹿児島県 鹿児島大学病院 連携
千葉県 地域医療機能推進機構船橋中央病院 連携
熊本県 福田病院 連携
鹿児島県 今給黎総合病院 連携
鹿児島県 愛育病院 連携
鹿児島県 済生会川内病院　 連携
鹿児島県 鹿児島市医師会病院 地域医療
鹿児島県 竹内レディースクリニック　 地域医療
鹿児島県 鹿児島県立大島病院 地域医療
鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 地域医療
鹿児島県 松田ウイメンズクリニック 生殖

鹿児島大学産婦人科研修プログラム 鹿児島大学病院 東京都 聖路加国際大学　聖路加国際病院 連携
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 連携
神奈川県 横浜市立大学附属病院 連携
鹿児島県 鹿児島市立病院 連携
鹿児島県 済生会川内病院　 連携
鹿児島県 国立病院機構　鹿児島医療センター 連携
鹿児島県 国立病院機構指宿医療センター 連携
鹿児島県 名瀬徳洲会病院 地域医療
鹿児島県 鹿児島市医師会病院 地域医療
鹿児島県 種子島産婦人科医院 地域医療
鹿児島県 鹿児島県立大島病院 地域医療
鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 地域医療

47 沖縄県 沖縄県立中部病院産婦人科専門研修プログラム 沖縄県立中部病院 福岡県 飯塚病院 連携
長崎県 国立病院機構　長崎医療センター 連携
石川県 恵寿総合病院 連携
沖縄県 空の森クリニック 連携
富山県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 富山県済生会高岡病院 地域医療
沖縄県 沖縄県立宮古病院 地域医療

豊見城中央病院産婦人科専門研修プログラム 豊見城中央病院 沖縄県 那覇市立病院 連携
沖縄県 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 連携
沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院 地域医療

琉球大学産婦人科研修プログラム 琉球大学医学部附属病院 沖縄県 那覇市立病院 連携
沖縄県 社会医療法人敬愛会中頭病院 連携
沖縄県 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 連携
沖縄県 沖縄県立八重山病院 連携
沖縄県 沖縄県立北部病院 連携
沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 連携
沖縄県 沖縄赤十字病院 連携
沖縄県 南部徳洲会病院 地域医療

：他の専門研修プログラムの基幹施設
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