
別紙１－２

埼玉県の二次医療圏

又は他都道府県
専門研修プログラム名 基幹施設名 基幹施設住所

連携・関連施

設都道府県
連携・関連施設名

08茨城県 総合病院土浦協同病院

08茨城県 ＪＡとりで総合医療センター

11埼玉県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部

埼玉県　済生会　川口総合病院

11埼玉県 埼玉協同病院

11埼玉県 草加市立病院

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

12千葉県
公益社団法人地域医療振興協会

東京ベイ・浦安市川医療センター

13東京都
医療法人財団はるたか会  子ども

在宅クリニックあおぞら診療所墨田

13東京都
公益社団法人地域医療振興協会

東京北医療センター

13東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

11埼玉県 埼玉医科大学　総合医療センター

11埼玉県 医療法人　土屋小児病院

11埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

川口市立医療センター

小児科専攻医プログラム
川口市立医療センター

済生会川口総合病院

小児科専門研修プログラム

社会福祉法人恩賜財団　済生会支部

埼玉県　済生会　川口総合病院

川口市大字

西新井宿180

川口市西川口5-11-5

01南部

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関



別紙１－２

埼玉県の二次医療圏

又は他都道府県
専門研修プログラム名 基幹施設名 基幹施設住所

連携・関連施

設都道府県
連携・関連施設名

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

01北海道
独立行政法人国立病院機構

北海道医療センター

11埼玉県 医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院

11埼玉県 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院

11埼玉県
独立行政法人　国立病院機構

西埼玉中央病院

13東京都 慶應義塾大学病院

11埼玉県 埼玉医科大学　総合医療センター

13東京都 日本大学医学部附属板橋病院

13東京都 帝京大学医学部附属病院

09栃木県 獨協医科大学病院

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

13東京都 順天堂大学医学部附属　順天堂医院

13東京都 東京都立小児総合医療センター

国立病院機構埼玉病院

小児科専門研修プログラム

独立行政法人国立病院機構

埼玉病院

イムス富士見小児科研修プログラム
医療法人財団　明理会

イムス富士見総合病院

獨協医科大学埼玉医療センター

（小児科）専門医養成プログラム

学校法人　獨協学園

獨協医科大学埼玉医療センター

和光市諏訪2-1

富士見市鶴馬

１９６７－１

越谷市南越谷2-1-50

02南西部

03東部

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関
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埼玉県の二次医療圏

又は他都道府県
専門研修プログラム名 基幹施設名 基幹施設住所

連携・関連施

設都道府県
連携・関連施設名

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

11埼玉県 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院

13東京都 慶應義塾大学病院

09栃木県 自治医科大学附属病院

11埼玉県 さいたま赤十字病院

11埼玉県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部

埼玉県　済生会　川口総合病院

11埼玉県 越谷市立病院

11埼玉県 医療法人　土屋小児病院

11埼玉県 医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院

11埼玉県 草加市立病院

11埼玉県 さいたま赤十字病院

13東京都 帝京大学医学部附属病院

13東京都 東京大学医学部附属病院

11埼玉県 埼玉医科大学　総合医療センター

11埼玉県 社会医療法人　熊谷総合病院

11埼玉県 秩父市立病院

11埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

04さいたま

さいたま市立病院

小児科専門研修プログラム
さいたま市立病院

自治医科大学附属さいたま医療

センター小児科専門医研修プログラム

自治医科大学附属

さいたま医療センター

埼玉県立小児医療センター

小児科専門研修プログラム
埼玉県立小児医療センター

社会医療法人

さいたま市民医療センター

さいたま市民医療センター

小児科専門研修プログラム

入間郡毛呂山町

毛呂本郷38

埼玉医科大学病院小児科

専門研修プログラム
埼玉医科大学病院06川越比企

さいたま市大宮区

天沼町1-847

さいたま市中央区

新都心1番地2

さいたま市西区大字

島根299-1

さいたま市緑区大字

三室２４６０番地

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関
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埼玉県の二次医療圏

又は他都道府県
専門研修プログラム名 基幹施設名 基幹施設住所

連携・関連施

設都道府県
連携・関連施設名

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

11埼玉県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部

埼玉県　済生会　川口総合病院

11埼玉県 埼玉協同病院

11埼玉県 医療法人　ヘブロン会　大宮中央総合病院

11埼玉県 医療法人　愛和病院

11埼玉県 カルガモの家

11埼玉県
社会福祉法人　埼玉医療福祉会

光の家　療育センター

11埼玉県 埼玉医科大学病院

11埼玉県 深谷赤十字病院

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

12千葉県
東京女子医科大学附属

八千代医療センター

12千葉県 医療法人沖縄徳洲会　千葉西総合病院

13東京都 東京女子医科大学病院

13東京都 帝京大学医学部附属病院

13東京都
公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会

附属榊原記念病院

13東京都 東京都立小児総合医療センター

13東京都 社会福祉法人　鶴風会　東京小児療育病院

13東京都
国立研究開発法人

国立成育医療研究センター

20長野県 長野県立こども病院

40福岡県 産業医科大学病院

47沖縄県 沖縄県立中部病院

47沖縄県
沖縄県立

南部医療センター・こども医療センター

川越市鴨田1981番地
埼玉医科大学総合医療センター

小児科研修医（専攻医）
埼玉医科大学　総合医療センター06川越比企

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関
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埼玉県の二次医療圏

又は他都道府県
専門研修プログラム名 基幹施設名 基幹施設住所

連携・関連施

設都道府県
連携・関連施設名

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

11埼玉県 川口市立医療センター

11埼玉県 草加市立病院

09栃木県
獨協医科大学病院

小児科専門医研修プログラム
獨協医科大学病院

下都賀郡壬生町

大字北小林880
11埼玉県

学校法人　獨協学園

獨協医科大学埼玉医療センター

10群馬県
群馬大学医学部附属病院

小児科専門研修プログラム

国立大学法人群馬大学医学部

附属病院

前橋市昭和町

３－３９－１５
11埼玉県 深谷赤十字病院

東京女子医科大学八千代医療センター

小児科専門研修プログラム

東京女子医科大学附属

八千代医療センター

八千代市大和田新田

477-96
11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

11埼玉県
独立行政法人　国立病院機構

西埼玉中央病院

11埼玉県 春日部市立医療センター

11埼玉県 医療法人　土屋小児病院

11埼玉県
医療法人財団　明理会

イムス富士見総合病院

11埼玉県 さいたま市立病院

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

11埼玉県 川口市立医療センター

11埼玉県 草加市立病院

11埼玉県 さいたま市立病院

11埼玉県 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院

東京女子医科大学

小児科研修プログラム
東京女子医科大学病院

新宿区河田町

８番１号
11埼玉県

社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部

埼玉県済生会　加須病院

東京大学小児科専門研修プログラム 東京大学医学部附属病院
文京区本郷

七丁目３番１号
11埼玉県

社会医療法人

さいたま市民医療センター

土浦市おおつ野

四丁目１番１号

東京慈恵会医科大学附属柏病院

小児科専門研修プログラム
東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京医科歯科大学医学部附属病院

慶應義塾大学医学部

小児科専門研修プログラム
慶應義塾大学病院

土浦協同病院小児科専攻医プログラム 総合病院土浦協同病院

日本大学小児科研修プログラム 日本大学医学部附属板橋病院

柏市柏下163-1

板橋区大谷口

上町30番1号

文京区湯島一丁目

5番45号

新宿区信濃町35番地

東京医科歯科大学

小児科専攻医研修プログラム

08茨城県

12千葉県

13東京都

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関
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設都道府県
連携・関連施設名

「埼玉県内病院の小児科」における研修を含む後期（専門）研修プログラム

小児科　プログラム数34（基幹施設数34）

11埼玉県
独立行政法人地域医療機能推進機構

さいたま北部医療センター

11埼玉県
社会医療法人

さいたま市民医療センター
東京都立墨東病院施設群小児科東京

医師アカデミー専門研修プログラム
東京都立墨東病院

墨田区江東橋

四丁目23番15号
11埼玉県 春日部市立医療センター

11埼玉県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部

埼玉県　済生会　川口総合病院

11埼玉県 越谷市立病院

11埼玉県
学校法人　獨協学園

獨協医科大学埼玉医療センター

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

東京女子医科大学東医療センター

小児科専門研修プログラム
東京女子医科大学東医療センター

荒川区西尾久二丁目

１番１０号
11埼玉県 医療法人社団　東光会　戸田中央総合病院

11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

11埼玉県
独立行政法人　国立病院機構

西埼玉中央病院
東京北医療センター小児科研修医

（専攻医）プログラム

公益社団法人地域医療振興協会

　東京北医療センター

北区赤羽台四丁目

17番56号
11埼玉県 川口市立医療センター

東京医科大学病院

小児科研修医（専攻医）
東京医科大学病院

新宿区西新宿六丁目

7番1号
11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

国立研究開発法人国立国際医療研究

センター小児科領域専門研修プログラム

国立研究開発法人

国立国際医療研究センター病院

新宿区戸山一丁目

21番1号
11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

北里大学病院

小児科研修医（専攻医）プログラム
北里大学病院

相模原市南区

北里1-15-1
11埼玉県

学校法人　北里研究所

北里大学メディカルセンター
帝京大学溝口病院

小児科専門研修プログラム
帝京大学医学部附属溝口病院

川崎市高津区

二子5-1-1
11埼玉県

独立行政法人地域医療機能推進機構

さいたま北部医療センター
昭和大学横浜市北部病院

小児科専攻医研修プログラム
昭和大学横浜市北部病院

横浜市都筑区茅ケ崎

中央35-1
11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

26京都府
宇治徳洲会病院

小児科専門研修プログラム
医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院

宇治市槇島町

石橋145番
11埼玉県 埼玉県立小児医療センター

40福岡県
産業医科大学

小児科専門研修プログラム
産業医科大学病院

北九州市八幡西区

医生ケ丘1-1
11埼玉県 埼玉医科大学　総合医療センター

東京慈恵会医科大学

小児科専門研修プログラム
東京慈恵会医科大学附属病院

帝京大学小児科専門研修プログラム 帝京大学医学部附属病院

順天堂大学医学部附属病院群

小児科研修医(専攻医)プログラム
順天堂大学医学部附属　順天堂医院

港区西新橋三丁目

19番18号

板橋区加賀

二丁目11番1号

文京区本郷3-1-3

14神奈川県

13東京都

※１：日本専門医機構が構築したシステムから出力したデータをもとに、防衛医科大学校病院を除いて集計

※２：網掛けは義務年限に算定される医療機関


