
7．病院群の構成等 別表

基幹型病院の名称（所在都道府県）： （　神奈川県　）

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

神奈川県 横浜南部 横浜市立大学附属病院

(病院施設番号:030263)
東京都 区中央部 追加

東京医科歯科大学医学部附属病
院
(病院施設番号:030187)

東京都 区西南部 東京都立松沢病院
(病院施設番号:030200)

横浜市立大学附属病院
基本臨床研修プログラム

50

東京都 区南部 大森赤十字病院
(病院施設番号:030192)

神奈川県 横浜北部 追加
社会福祉法人恩賜財団済生会神
奈川県病院
(病院施設番号:030250)

横浜市立大学附属病院
産科・小児科プログラム

4

神奈川県 横浜北部 横浜労災病院
(病院施設番号:030248)

神奈川県 横浜南部 ワシン坂病院
(病院施設番号:030265)

神奈川県 横浜西部 横浜医療センター
(病院施設番号:030253)

神奈川県 湘南西部 藤沢病院
(病院施設番号:030284)

神奈川県 横浜西部 横浜市立市民病院
(病院施設番号:030254)

神奈川県 県西 曽我病院
(病院施設番号:030299)

神奈川県 横浜南部 横浜市南部病院
(病院施設番号:030259)

沖縄県 南部 那覇市立病院
(病院施設番号:030750)

神奈川県 横浜南部 横浜南共済病院
(病院施設番号:030260)

沖縄県 南部
社会医療法人友愛会豊見城中央
病院
(病院施設番号:031015)

神奈川県 横浜南部 横浜栄共済病院
(病院施設番号:030261)

福島県 会津 追加 昨雲会飯塚病院附属有隣病院
(病院施設番号:031286)

神奈川県 横浜南部 横浜市立みなと赤十字病院
(病院施設番号:030266)

福島県 相双 公立相馬総合病院
(病院施設番号:031294)

神奈川県 横浜南部
横浜市立大学附属市民総合医療
センター
(病院施設番号:030267)

神奈川県 横浜南部 追加
社会福祉法人恩賜財団済生会若
草病院
(病院施設番号:031496)

神奈川県 横須賀・三浦
横須賀共済病院
(病院施設番号:030278)

鹿児島県 出水 出水郡医師会広域医療センター
(病院施設番号:032237)

神奈川県 横須賀・三浦
横須賀市立市民病院
(病院施設番号:030279)

高知県 高幡 土佐市立土佐市民病院
(病院施設番号:032258)

神奈川県 湘南東部 藤沢市民病院
(病院施設番号:030281)

沖縄県 八重山 沖縄県立八重山病院
(病院施設番号:032261)

神奈川県 湘南西部 平塚市民病院
(病院施設番号:030285）

神奈川県 湘南東部 林クリニック
(病院施設番号:032699)

神奈川県 湘南西部 平塚共済病院
(病院施設番号:030286)

神奈川県 湘南東部 野村クリニック
(病院施設番号:032700)

神奈川県 県央 大和市立病院
(病院施設番号:030290)

神奈川県 湘南東部 呉クリニック
(病院施設番号:032705)

神奈川県 県西 小田原市立病院
(病院施設番号:030298)

神奈川県 横浜西部 医療法人誠心会神奈川病院
(病院施設番号:032715)

神奈川県 湘南東部 茅ヶ崎市立病院
(病院施設番号:030808)

高知県 高幡 梼原町立国民健康保険梼原病院
(病院施設番号:033130)

神奈川県 湘南東部 藤沢湘南台病院
(病院施設番号:030861)

高知県 中央
本山町立国民健康保険嶺北中央
病院
(病院施設番号:033131)

神奈川県 県西 神奈川県立足柄上病院
(病院施設番号:031114)

沖縄県 宮古 追加 宮古島徳洲会病院
(病院施設番号:033295)

神奈川県 横浜西部 横浜保土ヶ谷中央病院
(病院施設番号:036324)

東京都 区南部 阿部クリニック
(病院施設番号:033306)

神奈川県 横浜北部 横浜市東部病院
(病院施設番号:060004)

東京都 区南部 鈴木内科医院
(病院施設番号:033307)

神奈川県 横須賀・三浦
研水会平塚病院
(病院施設番号:034067)

静岡県 駿東田方 伊豆赤十字病院
(病院施設番号:034453)

北海道 富良野 北海道社会事業協会富良野病院
(病院施設番号:034852)

北海道 南渡島 松前町立松前病院
(病院施設番号:034868)

神奈川県 横浜南部 横浜掖済会病院
(病院施設番号:036325)

神奈川県 横浜北部 横浜市総合保健医療センター
(病院施設番号:036327)

神奈川県 湘南東部 湘南中央病院
(病院施設番号:050003)

沖縄県 北部 もとぶ野毛病院
(病院施設番号:056484)

神奈川県 横須賀・三浦
三浦市立病院
(病院施設番号:056688)

三重県 中勢伊賀 特定医療法人同心会遠山病院
(病院施設番号:056689)

沖縄県 南部 追加 社会医療法人友愛会南部病院
(病院施設番号:060043)

長崎県 県北 国民健康保険平戸市民病院
(病院施設番号:060057)

東京都 区南部 じゅんせいクリニック
(病院施設番号:066308)

東京都 区南部 井上小児科医院
(病院施設番号:066309)

東京都 区南部 削除 小関医院
(病院施設番号:066311)

東京都 区南部 眞田クリニック
(病院施設番号:066318)

横浜市立大学附属病院

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム



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

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

東京都 区南部 高野医院
(病院施設番号:066320)

神奈川県 相模原 相模原市立青野原診療所
(病院施設番号:066830)

神奈川県 相模原 相模原市立千木良診療所
(病院施設番号:066837)

長崎県 県北 医療法人医理会柿添病院
(病院施設番号:076470)

神奈川県 横浜西部 医療法人誠心会あさひの丘病院
(病院施設番号:076664)

長崎県 県北 青洲会病院
(病院施設番号:076669)

和歌山県 新宮 那智勝浦町立温泉病院
(病院施設番号:086026)

熊本県 宇城 追加
社会福祉法人恩賜財団済生会み
すみ病院
(病院施設番号:096155)

神奈川県 平塚 平塚市休日・夜間急患診療所
(病院施設番号:096387)

神奈川県 湘南東部 湘南ホスピタル
(病院施設番号:096515)

神奈川県 県西 追加 横田小児科医院
(病院施設番号:096697)

神奈川県 県西 追加 福井内科消化器科クリニック
(病院施設番号:096704)

神奈川県 県西 追加 富田医院
(病院施設番号:096706)

神奈川県 横須賀・三浦 追加 湘南記念病院
(病院施設番号:096707)

神奈川県 横須賀・三浦
額田記念病院
(病院施設番号:096710)

宮崎県 宮崎東諸県 削除 医療法人社団城山病院
(病院施設番号:096719)

神奈川県 県西 追加 小島クリニック
(病院施設番号:106278)

東京都 区南部 相模原赤十字病院
(病院施設番号:116542)

東京都 区南部 相模原市立藤野診療所
(病院施設番号:116543)

東京都 区南部 ささもとクリニック
(病院施設番号:137296)

東京都 区南部 大西医院
(病院施設番号:137297)

東京都 区南部 観音通り中央医院
(病院施設番号:137299)

高知県 幡多 渭南病院
(病院施設番号:137314)

神奈川県 湘南西部 武川医院
(病院施設番号:147664)

神奈川県 湘南西部 坪井医院
(病院施設番号:147665)

神奈川県 湘南西部 はまの内科脳神経クリニック
(病院施設番号:147667)

神奈川県 湘南西部 内科久保田医院
(病院施設番号:147668)

神奈川県 湘南西部 二宮胃腸内科クリニック
(病院施設番号:147669)

神奈川県 湘南西部 森田内科医院
(病院施設番号:147670)

神奈川県 湘南東部
よしむら耳鼻咽喉科・内科・呼
吸器内科
(病院施設番号:147673)

高知県 幡多 医療法人長生会大井田病院
(病院施設番号:157767)

神奈川県 湘南西部 医療法人永瀬会永瀬医院
(病院施設番号:168128)

神奈川県 湘南西部 湘南いなほクリニック
(病院施設番号:168130)

神奈川県 横須賀・三浦
聖ヨゼフ病院
(病院施設番号:191194)

東京都 区南部
医療法人社団洸風会荒井クリ
ニック
(病院施設番号:　　　)

東京都 区南部 池上仲通りクリニック
(病院施設番号:　　　)

東京都 区南部 池上メディカルクリニック
(病院施設番号:　　　)

東京都 区南部 大森山王病院
(病院施設番号:　　　)

東京都 区南部 サトウ内科クリニック
(病院施設番号:　　　)

神奈川県 横浜南部 追加 みらい在宅クリニック
(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

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

※　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。

神奈川県内・・・本学から指導医の派遣を行っている医療機関及びその協力施設。
東京都・・・本学から指導医の派遣及び診療上の連携を行っている医療機関・施設であり、当院の方針と一貫した指導が可能。1年間の研修プログラムを履行するのに十分な診療科、患者数をもつ協力病院・施設。（地域医療研
修の実施病院・施設は、許可病床数：200床未満）
北海道・・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、豪雪地帯対策特別措置法に該当する地域）
福島県・・・医師少数区域における災害医療や高齢者医療等の臨床経験が可能な協力施設。（許可病床数：200床未満）
静岡県・・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（半島振興法に該当する地域）
三重県・・・医師少数区域における地域医療・救急医療等の臨床経験が可能な協力施設。（許可病床数：200床未満）
和歌山県・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に該当する地域）
高知県・・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、山村振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に該当する地域）
長崎県・・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（過疎地域自立促進特別措置法に該当する地域）
宮崎県・・・医師少数区域におけるホームホスピス等の臨床経験が可能な協力施設。（許可病床数：200床未満）
熊本県・・・医師少数区域における地域医療・救急医療等の臨床経験が可能な協力施設。（許可病床数：200床未満）
鹿児島県・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（過疎地域自立促進特別措置法に該当する地域）
沖縄県・・・へき地・離島医療の研修を担当する協力施設。（沖縄振興特別措置法に該当する地域）

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。　


