
研修病院連絡先

（１）基幹病院
名称 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 FAX

内線番号

(MAIL)
(URL)
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（２）協力病院　
名称 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 FAX

長崎みなとメディカルセンター市民病院 850-8555 長崎市新地町６－３９ 095-822-3251 095-826-8798

日本赤十字社長崎原爆病院 852-8511 長崎市茂里町３－１５ 095-847-1511 095-847-8036

佐世保市総合医療センター 857-8511 佐世保市平瀬町９－３ 0956-24-1515 0956-22-4641

済生会長崎病院 850-0003 長崎市片淵２丁目５番１号 095-826-9236 095-827-5657

医療法人厚生会　虹が丘病院 852-8055 長崎県長崎市虹が丘町１－１ 095-856-1112 095-857-7400

医療法人光晴会病院 852-8053 長崎市葉山1丁目3番12号 095-857-3533 095-857-2572

長崎記念病院 851-0301 長崎市深堀町１－１１－５４ 095-871-1515 095-871-1510

健康保険諫早総合病院 854-8501 諫早市永昌東町２４番１号 0957-22-1380 0957-22-1184

市立大村市民病院 856-8561 大村市古賀島町１３３番地２２ 0957-52-2161 0957-52-2199

白十字会佐世保中央病院 857-1195 佐世保市大和町１５番地 0956-33-7151 0956-33-8557

国立病院機構 嬉野医療センター 843-0393 嬉野市嬉野町下宿丙２４３６ 0954-43-1120 0954-42-2452

大分県立病院 870-8511 大分市大字豊饒４７６ 097-546-7111 097-546-2725

北九州市立八幡病院 805-8534 北九州市八幡東区西本町4-18-1 093-662-6565 093-662-1796

県西部浜松医療センター 432-8580 浜松市中区冨塚町３２８ 053-453-7111 053-451-2766

国立病院機構　佐賀病院 849-8577 佐賀市日の出１丁目２０－１ 0952-30-7141 0952-30-1866

長崎県立島原病院 855-0861 島原市下川尻町７８９５番地 0957-63-1145 0957-63-4864

五島中央病院 853-0031 五島市吉久木町２０５番地 0959-72-3181 0959-72-2881

北九州総合病院 800-0295 北九州市小倉南区湯川5-10-10 093-921-0560 093-922-7208

山口県立総合医療センター 747-8511 山口県防府市大字大崎７７ 0835-22-4411 0835-38-2210

国立病院機構 長崎医療センター 856-8562 大村市久原２丁目１００１－１ 0957-52-3121 0957-54-0292

国立病院機構 長崎川棚医療センター 859-3615 東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１ 0956-82-3121 0956-83-3710

労働者健康福祉機構　長崎労災病院 857-0134 佐世保市瀬戸越2丁目12番5号 0956-49-2191 0956-49-2358

田川市立病院 825-8567 田川市大字糒１７００－２ 0947-44-2100 0947-45-0715

対馬病院 817-0322 対馬市美津島町雞知乙1168番7 0920-52-1910 0920-52-1901

上五島病院 857-4404 南松浦郡上五島町青方郷１５４９－１１ 0920-54-7111 0920-54-7110

国民健康保険 平戸市民病院 859-5393 平戸市草積町１１２５番地１２ 0950-28-1113 0950-28-0800

佐世保共済病院 857-0879 佐世保市島地町１０−１７ 0956-22-5136 0956-25-0662

上戸町病院 850-0953 上戸町4丁目2-20 095-879-0705 095-879-3388

長崎北徳洲会病院 852-8061 長崎市滑石1丁目12番5号 095-857-3000 095-856-3079

社会医療法人　同仁会　周南記念病院 744-0033 下松市生野屋南１丁目１０−１ 0833-45-3330 0833-45-3331

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1番地 024-547-1047 024-547-1715

練馬光が丘病院 179-0072 練馬区 光が丘２丁目１１−１ 03-3979-3611 03-3979-3787

聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111 044-976-7253

東京北医療センター 115-0053 東京都北区赤羽台4-17-56 03-5963-3311 03-5963-6678

福岡青洲会病院 811-2311 糟屋郡粕屋町長者原８００−１ 092-939-0010 092-938-0346

【単科・精神】

長崎県立精神医療センター 856-0847 大村市西部町１５７５番地２ 0957-53-3103 0957-52-2401

【単科・離島医療】

平戸市立生月病院 859-5704 平戸市生月町山田免２９６５ 0950-53-2155 0950-53-3009

095-819-7781

メールアドレス／HPアドレス

mhrinsho@ml.nagasaki-u.ac.jp
http://mh.nagasaki-u.ac.jp/kaihatu/

長崎大学病院
医療教育開発センター

852-8501 長崎市坂本1丁目7番1号 095-819-7874
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（３）協力施設
【総合病院】

名称 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 FAX

公立相馬総合病院 976-0011 相馬市新沼字坪ヶ迫142 0244-36-5101 0244-35-5819

南相馬市立総合病院 975-0033 南相馬市原町区高見町2-54-6 0244-22-3181 0244-22-8853

公立みつぎ総合病院 722-0393 尾道市御調町市124番地 0848-76-1111 0848-76-3002

伊万里有田共立病院 849-4193 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地 0955-46-2121 0955-46-2123

医療法人医理会柿添病院 859-5152 平戸市鏡川町２７８ 0950-23-2151 0950-23-3103

【内科系】

名称 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号 FAX

春回会長崎北病院 851-2103 長崎市時津町元村郷800 095-886-8700 095-886-8701

長崎市野母崎診療所 851-0505 長崎市野母町２２８３－７ 095-893-1100 095-893-1101

晴海台クリニック 851-0402 長崎市晴海台町43-5 095-892-1191 095-892-1329

白髭内科医院 850-0003 長崎市片淵1-13-28 095-822-5620 095-824-1626

医療法人社団健昌会新里クリニック浦上 852-8104 長崎市茂里町3-20 095-813-1234 095-813-1560

医療法人たくま医院 851-0301 長崎市深堀町３丁目１０６−２ 095-871-3478 095-871-2754

医療法人谷川放射線科胃腸科医院 852-8137 長崎市若葉町６−１ 095-844-0417 095-844-0442

カリタス中央診療所 851-2322 長崎市西出津132-1 0959-25-1555 0959-25-0323

宮崎内科医院 852-8042 長崎市白鳥町3-12 095-845-0312 095-844-1301

南長崎クリニック 850-0921 長崎市松ヶ枝町3-20 095-827-3606 095-827-3561

雄博会 千住病院 857-0026 佐世保市宮地町５番５号 0956-24-1010 0956-24-8590

地方独立行政法人　北松中央病院 859-6131 佐世保市江迎町赤坂299 0956-65-3101 0956-65-2124

医療法人衆和会　長崎腎病院 850-0032 長崎市興善町5-1 095-824-1101 095-824-1181

医療法人栄和会　泉川病院 859-1504 南島原市深江町丁2405 0957-72-2017 0957-72-5913

医療法人共生会 長崎友愛病院 859-1505 長崎市蚊焼町2314番地1 095-892-0630 095-892-7774

医療法人　谷川放射線科胃腸科医院 852-8137 長崎市若葉町6番１号 095-844-0417 095-844-0442

たくま医院 851-0301 長崎市深堀町３丁目２８５番地２ 095-871-3478 095-871-2754

【外科系】

長谷川医院 851-2211 長崎市京泊3-30-17 095-850-2000 095-850-3843

出口外科医院 850-0918 長崎市大浦町9-11 095-824-7890 095-824-9919

奥平外科医院 852-8013 長崎市梁川町4-15 095-861-5050 095-862-5105

医療法人社団　石坂脳神経外科 857-1162 佐世保市卸本町30－42 0956-34-0606 0954-34-0644

【精神科神経科】

友愛会 田川療養所 852-8045 長崎市錦２丁目１番１号 095-845-2188 095-844-0966

医療法人厚生会 道ノ尾病院 852-8055 長崎市虹が丘町1番1号 095-856-1111 095-856-4755

陽明会 宮原病院 857-0832 佐世保市藤原町４６-５ 0956-31-9151 0956-34-3199

慶仁会 天神病院 857-1174 佐世保市天神５丁目２３－３１ 0956-31-6135 0956-31-5991

【小児科】

国立病院機構 長崎病院 850-8523 長崎市桜木町６－４１ 095-823-2261 095-828-2616

長崎県立こども医療福祉センター 854-0071 諫早市永昌東町２４番３号 0957-22-1300 0957-23-2614

おおつかこども医院 852-8061 長崎市滑石６丁目３番１号 095-856-2228 095-856-2230

みやぞえ小児科医院 851-0133 長崎市矢上町341 095-832-0050 095-832-0020

きのしたこどもクリニック 852-8154 長崎市住吉町３－１１ 095-847-2001 095-856-2230

142



【耳鼻科】

重野耳鼻咽喉科医院 852-8132 長崎市扇町1-21 095-844-1848 095-844-1848

【産科婦人科】

三浦産婦人科医院 851-2104 西彼杵郡時津町野田郷２５－１ 095-882-7000 095-882-8180

井上産科婦人科医院 858-0913 佐世保市新田町７０７－５ 0956-48-4800 0956-48-4241

安永産婦人科 854-0003 諫早市泉町１７－２２ 0957-22-0032 0957-24-4649

【麻酔科･救急】

十善会病院 850-0905 長崎市籠町７番１８号 095-821-1214 095-824-4315

春回会 井上病院 850-0045 長崎市宝町６－１２ 095-844-1281 095-849-6622

日本海員掖済会 長崎病院 850-0034 長崎市樺島町５－１６ 095-824-0610 095-822-9985

長崎市夜間急患センター 850-8511 長崎市栄町２―２２ 095-820-8699 095-818-5623

【保健】

長崎県西彼保健所 852-8061 長崎市滑石１丁目９番５号 095-856-0691 095-856-0692

長崎県県央保健所 854-0081 諫早市栄田町２６－４９ 0957-26-3304 0957-26-9870

長崎県北保健所 859-4807 平戸市田平町里免1126-1 0950-57-3933 0950-57-3666

長崎市保健所 850-0031 長崎市桜町６－３ 095-829-1153 095-829-1221

佐世保市保健所 857-0042 佐世保市高砂町５－１７ 0956-24-1111 0956-23-8013

五島保健所 853-0007 五島市福江町７－２ 0959-72-3125 0959-72-7761

上五島保健所 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷２２５４−１７ 0959-42-1121 0959-42-1124

壱岐保健所 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 0920-47-0260 0920-47-6357

対馬保健所 817-0011 対馬市厳原町宮谷２２４ 0920-52-0166 0920-52-7403

長崎こども・女性・障害者支援センター 852-8114 長崎市橋口町１０－２２ 095-844-5132 095-844-1849

長崎市障害福祉センター 852-8104 長崎市茂里町２番４１号 095-824-2524 095-842-2568

【へき地･離島】

佐世保市立総合病院宇久診療所 857-4901 佐世保市宇久町平郷2344 0959-57-3232 0959-57-3085

長崎県奈留医療センター 853-2201 五島市奈留町浦1644 0959-64-2014 0959-64-3447

長崎県富江病院 853-0205 五島市富江町狩立499 0959-86-2131 0959-86-0400

小値賀町国民健康保険診療所 857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷１７５７－８ 0959-56-4111 0959-56-4184

哲翁病院 859-2502 南島原市口之津町甲１１８１ 0957-86-3226 0957-86-3227

医療法人　済家会　柴田長庚堂病院 855-0806 島原市中堀町６８番地 0957-64-1111 0957-62-4856
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施設名
研修実施責任

者
内科 救急 外科 小児科 産婦人科 精神科 麻酔科 地域医療

みなとメディカル 三好　宏 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内
科、血液内科、神経内科の研修が
可能。生活習慣病、糖尿病につい
ての研修も可。

心臓血管外科、呼吸器外科、消化
器外科、小児外科の研修が可能。

生まれたばかりの新生児から中学
生までの、子どもの内科が小児科
の守備範囲です。病気の診断・治
療だけでなく、乳幼児の発達検診や
育児、子どもの健康に関する相談、
予防接種なども行っています。

　長崎市内で婦人科に加え産科の
診療を行っている総合病院は、当
院と長崎大学病院の2つだけです。
当院は地域周産期母子医療セン
ターに指定されており、正常妊娠か
らハイリスク妊娠まで広く扱ってい
ます。

麻酔科では、いわゆる周術期の麻
酔管理を主に、院内患者に対して
紹介があれば、ペインクリニック、緩
和ケアの対応を行っています。麻酔
管理については5名の麻酔医で担
当し、心臓血管外科麻酔、脳神経
外科麻酔、ハイブリッド手術室での
麻酔を含め、年間1700例の管理を
行っております。

長崎原爆病院 木下　郁夫 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、循
環器内科、消化器内科、血液内
科、感染症内科、胃腸科、腫瘍内
科、神経内科の研修が可能。生活
習慣病、糖尿病についての研修も
可。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科の研修が可能。

•呼吸器外科等の特殊な麻酔も、症
例が多数あり習熟しています。

済生会長崎病院 衛藤　正雄 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内
科、総合診療科での研修が可能。
生活習慣病、糖尿病についての研
修も可。

救急搬送など、緊急時の診療を
行っています。救急車については、
24時間受け入れ体制をとっていま
す。 また、コメディカル（臨床検査技
師、診療放射線技師ら）も当直体制
をとっています。

一般外科の研修が可能。 主な診療内容
・呼吸器感染症(インフルエンザ、RS
ウイルス、マイコプラズマ等)、消化
器感染症(ロタウイルス、細菌性腸
炎等)、ムンプス、水痘などの各種
感染症疾病
・気管支喘息
・川崎病
その他小児診療全般。

麻酔科標榜医の資格を持つ麻酔科
医が在籍しています。手術を受ける
患者さんに安心して手術を受けてい
ただけるような麻酔を提供するよう
工夫を重ねています。

上戸町病院 三宅　裕子 一般内科、総合診療科の研修が可
能。

地域医療研修が可能。

諫早総合病院 溝上　明成 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、リ
ウマチ・膠原病内科、循環器内科、
腎臓内科、消化器内科、感染症内
科、総合診療科神経内科での研修
が可能。生活習慣病、糖尿病につ
いての研修も可。

救急搬送など、緊急時の診療を
行っています。救急車については、
24時間受け入れ体制をとっていま
す。 また、コメディカル（臨床検査技
師、診療放射線技師ら）も当直体制
をとっています。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科等の研修が可能。

当院小児科では諫早市を中心とし
た県央地区における小児の二次医
療機関の役割を担っており、生まれ
た直後の新生児から中学生までの
幅広い年齢を対象に診療を行って
います。

婦人科では、子宮筋腫、卵巣腫瘍、
骨盤臓器脱の良性疾患や子宮体
癌、子宮頸癌、卵巣癌などの悪性
腫瘍なども含め婦人科全般取り
扱っています。

近年、麻酔薬やモニターが進歩した
一方で、患者様の高齢化が進み、
合併症を多く持つ症例が増えてきて
います。周術期の合併症を防ぐた
めに、術前から術後まで関与を要す
ることが多くなってきています。

大村市民病院 谷岡　芳人 呼吸器内科、循環器内科、腎臓内
科、消化器内科、総合診療科での
研修が可能。

救急総合診療科での研修が可能。 一般外科、心臓血管外科での研修
が可能。

当院では年間約1000例の手術が行
われていますが、麻酔科ではそのう
ち全身麻酔を中心に約600例の麻
酔管理を行っています。

島原病院 勝見　真悟 呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科などでの研修が可能。

一般外科での研修が可能。 毎日午前中に一般外来診療と、午
後からは入院が必要なお子さんの
対応を行っております。また、近隣
の先生からの紹介もいただいてお
り、小児科に加えて、内科や産婦人
科の先生からの紹介もいただいて
おります。

当院麻酔科では、主に手術室での
麻酔・全身管理を行っております。
対馬の基幹病院である当院では、
外科・整形外科手術から小児科・産
婦人科手術まで多岐にわたる患者
さんの手術を行っております。

長崎医療センター 長岡　進矢 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内
科、血液内科、総合診療科、神経
内科での研修が可能。

高度救命救急センターでは、第1
次、2次の救急医療機関や消防機
関との連携のもと、 重症や複数の
診療領域にわたるすべての救急患
者に対して、24時間体制による高度
な救急医療を提供しています。

一般外科、心臓血管外科での研修
が可能。

１次から３次医療まで対応できる機
能を有し、小児科全般にわたり診療
を行っていますが、中でも新生児医
療については総合周産期母子医療
センターの一翼を担っており、専門
医療を展開しています。

• 長崎県内最大の総合周産期母子
医療センター
• エビデンスに基づく周産期医療の
実践で、日本をリード
• 安心・安全のお産の現場を守る
ALSO（Advanced Life Support
Obstetrics）の取り組み

精神科病棟では他の身体科との連
携により、精神障害者の身体疾患
および身体疾患に伴う精神障害の
診断・治療（メディカル精神医学：；
MedicalPsychiatry）を実施していま
す。

日本麻酔科学会の麻酔科認定病院
である当院では、麻酔専従９名のス
タッフが、安心して手術を受けてい
ただける環境を整えています。
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佐世保市総合医療セン
ター

槇田　徹次 呼吸器内科 消化器内科 循環器内
科 脳神経内科 血液内科 腎臓内科
糖尿病・内分泌内科 リウマチ・膠原
病内科等での研修が可能。

３次救急医療を担う県北医療圏唯
一の救命救急センター内で、初療
室及びICUで、救急患者および重症
患者の治療を各科医師の協力のも
と行なっています。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科、心臓血管外科での研修が可
能。

新生児から15歳未満（疾患によって
は15歳以上）の多岐にわたる小児
疾患を各専門医により治療を行って
います。小児救急においても、24時
間体制で診療に当たっています。ま
た、専門医研修施設として、研修医
の教育機関という役割も果たしてい
ます。

麻酔科は手術麻酔を中心に活動し
ています。ペインクリニックにも積極
的に取り組んでいます。日々進歩し
ていく医療技術を提供できるように
心がけておりますが、患者さんの安
全をなによりも最優先と考えていま
す。

佐世保中央病院 寺田　馨 呼吸器内科 消化器内科 循環器内
科 脳神経内科 血液内科 腎臓内科
糖尿病・内分泌内科 リウマチ・膠原
病内科等での研修が可能。

３次救急医療を担う県北医療圏唯
一の救命救急センター内で、初療
室及びICUで、救急患者および重症
患者の治療を各科医師の協力のも
と行なっています。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科、心臓血管外科での研修が可
能。

発熱、咳嗽、頭痛、腹痛、下痢など
の小児科医療全般に加え、診療担
当医の専門性を生かして、小児循
環器疾患、小児神経疾患の専門医
療を行っています。

麻酔法はセボフルレン・レミフェンタ
ニルによるバランス麻酔が中心です
が、症例によってはプロポフォール・
レミフェンタニルによる全静脈麻酔
も行っています。

長崎労災病院 古本　朗嗣 呼吸器内科 消化器内科 循環器内
科、感染症内科、総合診療科等で
の研修が可能。

ICUは医師、看護師をはじめ、さま
ざまな病院職員が協力し合いなが
ら治療を行う、チーム医療が不可欠
な部門です。多岐にわたる職種の
緊密な連携のもとで、成果を上げる
ことが可能となっています。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科での研修が可能。

術前・術中・術後を通しての全身管
理を行います。患者様の希望と手
術術式にあわせた麻酔法を選択決
定します。安全で質の高い麻酔を心
がけています。昨年度は約3300件
の手術のうち約2700件の麻酔管理
を行っています。

長崎川棚医療センター 植木　俊仁 一般内科、内分泌・代謝内科、循環
器内科、消化器内科、神経内科等
の研修が可能。

一般外科、消化器外科の研修が可
能。

佐世保共済病院 井口　東郎 一般内科、循環器内科、腎臓内科
での研修が可能。

一般外科での研修が可能。 小児アレルギー疾患
•気管支喘息
•小児科一般
当科は日本アレルギー学会教育施
設の認定を受けております。

産科・周産期医療、婦人科腫瘍、更
年期外来、不妊症・内分泌疾患、
腹腔鏡下手術

当院の手術室では年間約3300件の
手術や処置が行われており、麻酔
科ではそのうち全身麻酔を中心に
約1600例の麻酔管理を行っていま
す。麻酔方法も、手術後の痛みを少
なくするために、出来るだけ局所麻
酔を併用するように心がけていま
す。

五島中央病院 村瀬　邦彦 一般内科、呼吸器内科、循環器内
科、消化器内科、腎臓内科総合診
療科等での研修が可能。AC6:AE6

救急外来では、24時間年中無休で
初期診療を行います。緊急疾患の
有無を判断し、緊急の対応が必要
な状況に対して悪化しないような必
要最小限の検査・処置を行い、緊急
処置を行うところです。

一般外科での研修が可能。 神経外来、循環器外来のほか、喘
息外来や腎疾患を中心とした慢性
疾患外来、発育外来、予防接種外
来なども行い診療内容の充実に努
めています。

産科領域では通常分娩から、異常
分娩まで幅広く対応しています。
“お産は実家で”ということで島外に
出た妊婦さんが五島に帰ってきて
分娩するケースがかなりあります。

外来は一日平均70名で年間200名
の新患患者さんが来られます。老
年者精神障害が4割を占め、次いで
神経症圏、感情障害圏疾患、統合
失調症と続いています。 その他、ア
ルコール依存症や、児童・思春期の
子供の不登校の相談も増えていま
す。

地域医療研修が可能。

上五島病院 一宮　邦訓 一般内科の研修が可能。 一般外科での研修が可能。 地域医療研修が可能。

佐賀病院 円城寺　昭人 一般内科の研修が可能。 一般外科での研修が可能。 未熟児・新生児医療を中心とし、乳
児期(発育・発達検診を含む)から学
童期までの一般小児内科の診療を
行っています。

総合周産期母子医療センターとして
妊娠20週台の妊娠分娩異常例や
胎児異常例の治療に力を注いでい
ます。

嬉野医療センター 内藤　慎二 一般内科、呼吸器内科、内分泌代
謝内科、消化器内科、循環器内
科、 腎臓内科、リウマチ・膠原病内
科等での研修が可能。

現在、救急センター(救急科)の専任
医は、主に平日昼間に御自宅や他
の医療機関から救急車で搬送され
た急患・重症の患者さまや、外来を
受診された方のうちで直ちに治療が
必要な患者さまの診療を各専門診
療科の医師と協力して行っていま
す。

一般外科、心臓血管外科、高級機
内科、消化器内科での研修が可
能。

小児全般の内科的診療を行ってお
ります。特に地域支援病院を意識し
て入院診療に力を注いでいます。
病棟には休日や夜間も小児科医を
配置しています。時間外での他診
療施設からの紹介、救急搬送、救
急受診も小児科医が対応します。

診療目標は、年間分娩200 例、手
術200例 年間新入院患者400人を
目標にしています。

日本麻酔科学会認定麻酔科指導医
と専門医が常勤しており、日本麻酔
科学会麻酔科認定病院の認定を受
けています。
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福岡青洲会病院 高山　昌紀 一般内科、呼吸器内科、循環器内
科、腎臓内科、消化器内科などで
の研修が可能。

生命の危機状況にある患者様に、
合併症の予防と早期回復に向けた
質の高い看護が提供できるよう、定
期的に勉強会を行うと共に、突然の
出来事で不安を抱えられた患者様・
家族に対して、精神的・心理的サ
ポートも心がけています。

一般外科、呼吸器内科、消化器内
科での研修が可能。

当科では、超音波ガイド下神経ブ
ロックや硬膜外麻酔を施行し、でき
るだけオピオイドに頼らない麻酔管
理を行っています。

北九州市立八幡病院 伊藤　重彦 一般内科、循環器内科の研修が可
能。

北九州市および近郊120万人を対
象にした3次救急医療体制の中核
施設です。多発外傷、心大血管疾
患、脳神経疾患、呼吸器・消化器疾
患、急性中毒などの重症患者を24
時間365日受け入れています。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科の研修が可能。

内科系危急疾患は無論のこと、事
故外傷など境界危急疾患も小児科
医が初療から関わり、そのトリアー
ジや治療戦略に加担して、総合的
な視野で子ども達に対応していま
す。

院外研修を行っています。 院外研修を行っています。 全身麻酔、脊髄くも膜下麻酔(腰椎
麻酔)、硬膜外麻酔のほぼ全例、つ
まり局所麻酔を除く年間約1,000例
の麻酔を担当しています。

北九州総合病院 高水間　亮治 一般内科、呼吸器内科、内分泌・代
謝内科、リウマチ・膠原病内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内
科、血液内科の研修が可能。

福岡県災害拠点病院に指定されて
おり、大規模事故時の現場救護活
動や災害時派遣医療などへも積極
的に取り組んでいます。

一般外科の研修が可能。 感染症、循環器、腎臓、内分泌・代
謝・肥満、神経と幅広い疾患を対象
として診療を行なっています。

総合病院ならではの他科との迅速
な連携により、安心・安全で、満足
感のある分娩を提供できることが当
院の強みです。

安全で患者さんの負担の少ない麻
酔管理
最新の器材と優秀なスタッフによる
高度な麻酔管理
迅速かつ円滑な緊急対応
麻酔はもちろんのこと、集中治療や
救急医療に精通した専門医が多い

田川市立病院 松隈　哲人 一般内科、内分泌・代謝内科、循環
器内科、腎臓内科、消化器内科、
総合診療科等の研修が可能。

救急科は、救急疾患・外傷の初期
診療を行い地域医療に貢献すると
ともに、救急医療の向上に努めま
す。救急科は救急搬送された患者
さんに対して、急病や外傷を臓器に
関わらずに診療します。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科の研修が可能。

小児科の研修が可能。 産婦人科の研修が可能。

大分県立病院 井上　敏郎 一般内科、呼吸器内科、内分泌・代
謝内科、リウマチ・膠原病内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内科
等の研修が可能。

大分県立病院では、平成14年
（2002年）1月から第2次救急医療を
開始し、24時間体制で県民の救急
医療に貢献しています。

一般外科、心臓血管外科、呼吸器
外科、消化器外科の研修が可能。

当院は大分県の基幹病院であり、
特に小児領域においては小児救急
医療拠点病院としての機能を有して
います。

主に合併症をお持ちの妊婦さんや
赤ちゃんの妊娠管理をさせていただ
いている部門です。年間約600例の
分娩を24時間体制で取り扱ってい
ます。

麻酔科では、患者さんの安全を第
一に考え、また苦痛なく手術を受け
ることができるように細心の注意を
払って、手術中の全身管理を行って
います。

山口県立総合医療セン
ター

藤井　崇史 一般内科、内分泌・代謝内科、循環
器内科、消化器内科、血液内科、
神経内科の研修が可能。

一般外科、心臓血管外科、消化器
外科の研修が可能。

小児科では、一般医療から三次救
急医療まで幅広く対応しています。

当院は産科婦人科学会専攻医指導
施設、総合周産期母子医療セン
ター、日本超音波学会専門医研修
施設、生殖医療専門医制度認定研
修施設、日本がん治療認定医機構
認定研修施設に認定されており、病
床数は産科24床、婦人科12床で
す。

不眠症やうつ病、ストレス関連障
害、認知症など、こころの病気への
診療を幅広く行っています。

当院は、現在9名の麻酔科専門医と
初期研修医1-3名が手術中の麻
酔・全身管理、ICU（集中治療部）で
の重症者の全身管理、ペインクリ
ニックでの疼痛管理・緩和ケアなど
を行っています。

周南記念病院 橋谷田　博 一般内科、呼吸器内科、内分泌・代
謝内科、消化器内科、神経内科の
研修が可能。

一般外科、呼吸器外科、消化器外
科の研修が可能。

浜松医療センター 笠松　紀雄 一般内科、呼吸器内科、内分泌・代
謝内科、リウマチ・膠原病内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内
科、血液内科、感染症内科等の研
修が可能。

命救急センターでの救急外来診療・
救命病棟管理が救急科の中心的な
臨床業務です。

一般外科、心臓血管外科、呼吸器
外科、消化器外科の研修が可能。

感染症・アレルギー疾患・小児神経
筋疾患・血液疾患・悪性腫瘍・内分
泌代謝疾患・発達障害・予防接種・
乳児健診を含む小児のすべての領
域の診断・治療を浜松医科大学・県
立こども病院などの専門施設と連
携しながら行っています。

慎重な母体管理が必要となる合併
症妊婦（糖尿病、甲状腺疾患、血液
疾患、腎疾患など）、妊娠高血圧症
候群や前置胎盤、多胎、早産など
周産期異常の全てに対応していま
す。

研修医・専修医の人材育成、スタッ
フの生涯教育に力を入れています。
麻酔科スタッフと共に研修医・専修
医は様々な症例を担当し、そこで得
られた臨床経験や知識を小講義で
整理しながら基本的な診療能力を
養ったり麻酔科専門医資格を目指
したりします。

練馬光が丘病院 新井　雅裕 一般内科、呼吸器内科、内分泌・代
謝内科、リウマチ・膠原病内科、循
環器内科、腎臓内科、消化器内科
の研修が可能。

救急：ER(救急室)において24時間
体制で複数の専従医師が診療する
体制です。東京消防庁からの搬送
要請や他院からの転院要請に重点
を置いて対応し、できるだけ迅速な
診断をこころがけ、必要な治療をお
こないます。

一般外科、心臓血管外科、消化器
外科の研修が可能。

小児科では、近隣の診療所・病院と
連携して、地域のこどもたちの健全
な育成に貢献できるように24時間体
制で診療を行っています。

当科では、主に以下の分野の診
断・治療を行っています 1. 分娩（お
産）などの周産期医学
2. 卵巣のう腫・子宮筋腫・生理痛・
不正出血・不妊症・更年期障害など
婦人科疾患全般
3. 子宮脱などの女性骨盤臓器脱、
尿失禁・過活動膀胱などの女性下
部尿路疾患

麻酔科では、最新の生体モニターを
駆使して、安全な周術期管理を行
なっています。術後も、痛みの管理
に努めています。
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内科 救急 外科 小児科 産婦人科 精神科 麻酔科 地域医療

聖マリアンナ医科大学
病院

北川　博昭 呼吸器内科、内分泌・代謝内科、リ
ウマチ・膠原病内科、循環器内科、
腎臓内科、消化器内科、血液内
科、神経内科の研修が可能。

川崎市北部医療圏85万人における
唯一の救命救急センターであり、夜
間急患センターを併設することに
よって、1次救急から3次救急まで、
多彩な重症度の病態に対応してい
ます。

心臓血管外科、呼吸器外科、消化
器外科の研修が可能。

他の診療科およびコメディカルとの
強い連携のもとに小児疾患の総合
的な医療提供を目指しています。

当院の産婦人科は、これらの病気
に悩まれている多くの女性の悩みを
解決するため、先進的なARTを駆使
した生殖医療ならびに思春期や更
年期、老年期の体調の変化に伴う
苦痛軽減を専門する生殖内分泌部
門等を設置しています。

　神経精神科は精神科医師と臨床
心理士の専任スタッフによって構成
され、思春期から老年期における、
あらゆる神経精神科疾患を対象とし
ます。

当院における麻酔科の業務は、中
央手術部で手術を受ける患者さん
の麻酔、手術前後の管理（周術期
管理）、そして痛みの治療であるペ
インクリニック外来での診療です。

東京北医療センター 宮崎　国久 一般内科、呼吸器内科、循環器内
科、腎臓内科、消化器内科、血液
内科、総合診療科の研修が可能。

一般外科の研修が可能。 当院小児科は開院以来、２４時間
体制による小児救急とともに、一般
診療、予防接種、乳児健診などを含
む小児のプライマリ医療を行い、地
域医療機関と密に連携をとり、包括
的な質の高い小児医療を提供する
ことを目指しています。

お産などの産周期、癌や良性疾患
などの手術を中心とした、腫瘍、不
妊症、更年期障害などの不妊・内分
泌を3つの柱として診療しておりま
す。

福島県立医科大学附属
病院

齋藤　 清

長崎県精神医療セン
ター

金村　茂樹 精神科の専門的医療機関として、
統合失調症・うつ病・感情障害・神
経症などの診断治療と児童・思春
期の専門治療を行っています。

長崎北徳洲会病院 鬼塚　正成 一般内科、呼吸器内科、消化器内
科等の研修が可能。

一般外科の研修が可能。 精神疾患全般をあつかっています
が、特にうつ病や中年の方が精神
的なストレスによって頭痛、身体的
疲労感や不眠症といった身体症状
が出現する心身症の患者さんの来
院が目立ちます。

地域医療研修が可能。

長崎対馬病院 八坂　貴宏 一般内科、循環器内科。脳神経内
科、血液内科等での研修が可能。

一般外科での研修が可能。 産婦人科は2015年6月現在、常勤
医2名、非常勤医1名で日々の診療
を行っております。
 毎週木曜日は上対馬病院で出張
診療（妊娠３０週前半までの妊婦健
診、婦人科一般外来）を行っており
ます。

地域医療研修が可能。

平戸市立生月病院 山下　雅巳 一般内科での研修が可能。 地域医療研修が可能。

平戸市民病院 押　淵　　　徹 一般内科の研修が可能。 一般外科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

公立みつぎ病院 沖田　光昭 一般内科の研修が可能。 一般外科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

公立相馬総合病院 八巻　英郎 一般内科等の研修が可能。 一般外科、心臓血管外科の研
修が可能。

地域医療研修が可能。

南相馬市立総合病院 金澤　幸夫 一般内科等の研修が可能。 一般外科の研修が可能。 地域医療研修が可能。
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長崎県奈留医療セン
ター

津田　俊彦 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

長崎県富江病院 釘山　統太 地域医療研修が可能。

道ノ尾病院 佐田　美佐子 精神科の研修が可能。

国立病院機構長崎病院 山川 正規 一般内科等の研修が可能。

長崎県立こども医療福
祉センター

井上 大嗣 小児科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

田川療養所 田川　雅浩 地域医療研修が可能。

十善会病院 笠　伸年 一般内科等の研修が可能。 救急科の研修が可能。 一般外科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

長崎記念病院 今村　由紀夫 一般内科等の研修が可能。 救急科の研修が可能。 一般外科等の研修が可能。 小児科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

井上病院 高橋　優二 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

日本海員長崎掖済会病
院

吾妻　康次 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

井上産科婦人科医院 井上　哲朗 産婦人科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

三浦産婦人科 三浦 清巒 産婦人科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

安永産婦人科医院 宮下　昌子 産婦人科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

長崎北病院 佐藤 聡 地域医療研修が可能。

おおつかこども医院 大塚 祐一 小児科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

みやぞえ小児科医院 宮副　初司 地域医療研修が可能。

きのしたこどもクリニック 木下　英一 小児科の研修が可能。 地域医療研修が可能。

佐世保市立総合病院宇
久診療所

澄川　耕二 地域医療研修が可能。

小値賀町国民健康保険
診療所

田中　敏己 地域医療研修が可能。

重野耳鼻咽喉科 重野　浩一郎 地域医療研修が可能。

晴海台クリニック 柴田　茂守 地域医療研修が可能。

白髭内科医院 白髭　豊 地域医療研修が可能。

新里クリニック浦上 松下　哲朗 地域医療研修が可能。

長谷川医院 長谷川　宏 地域医療研修が可能。

北松中央病院 東山　康仁 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

哲翁病院 哲翁　和博 地域医療研修が可能。

千住病院 田中　光 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

長崎市夜間急患セン
ター

冨増　邦夫 地域医療研修が可能。
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宮崎内科医院 宮﨑　正信 地域医療研修が可能。

出口外科医院 出口　雅浩 地域医療研修が可能。

奥平外科医院 冨増　邦夫 地域医療研修が可能。

南長崎クリニック 難波　裕幸 地域医療研修が可能。

長崎市立野母崎診療所 松本　佳博 地域医療研修が可能。

長崎腎病院 原田　孝司 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

泉川病院 久松　貴 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

長崎友愛病院 丹羽　正美 地域医療研修が可能。

光晴会病院 岡田　和也 一般内科等の研修が可能。 一般外科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

虹が丘病院 冨永　雅博 一般内科等の研修が可能。 一般外科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

医療法人たくま医院 詫摩　和彦 地域医療研修が可能。

医療法人谷川放射線科
胃腸科医院

谷川　健 地域医療研修が可能。

石坂脳神経外科 石坂　博昭 地域医療研修が可能。

柴田長庚堂 柴田　英貴 一般内科等の研修が可能。 地域医療研修が可能。

医療法人医理会柿添病
院

柿添　圭嗣 地域医療研修が可能。

医療法人陽明会　宮原
病院

宮原　明夫 地域医療研修が可能。

医療法人慶仁会天神病
院

澤田　修 地域医療研修が可能。

長崎県長崎こども・女
性・障害者支援センター

柿田　多佳子 地域医療研修が可能。

長崎市障害福祉セン
ター

穐山　富太郎 地域医療研修が可能。

長崎市保健所 本村　克明 地域医療研修が可能。

長崎県五島保健所 近藤　徹 地域医療研修が可能。

長崎県県央保健所 宗　陽子 地域医療研修が可能。

佐世保市保健所 濱崎　直孝 地域医療研修が可能。

長崎県西彼保健所 浦田　実 地域医療研修が可能。

長崎県県北振興局保健
部（長崎県県北保健所）

藤田　利枝 地域医療研修が可能。

長崎県上五島保健所 長谷川　麻衣子 地域医療研修が可能。

長崎県壱岐保健所 後藤　尚 地域医療研修が可能。

長崎県対馬保健所 藤田　利枝 地域医療研修が可能。
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