
申込 医局説明会

方法 選考申込期間 選考日 合否発表日 選考申込期間 選考日 合否発表日 日  程

循環器内科 平野　豊　hirano@med.kindai.ac.jp 未定※2

内分泌・代謝・糖尿病内科 能宗　伸輔　infoemdm@med.kindai.ac.jp 随時

消化器内科
渡邊 智裕　tomohiro@med.kindai.ac.jp
南　康範　minkun@med.kindai.ac.jp

随時

血液・膠原病内科(血) 嶋田 高広　shimadat@med.kindai.ac.jp 未定※2

血液・膠原病内科(膠) 野崎 祐史　yuji0516@med.kindai.ac.jp 未定※2

腎臓内科 谷山　佳弘　ytaniya@med.kindai.ac.jp 8/8（火）および随時

神経内科 宮本 勝一　shinnai@med.kindai.ac.jp 8/8（火）

腫瘍内科 武田 真幸　takedamasa2004@yahoo.co.jp 随時

心療内科 阪本　亮　ryo-sakamoto@med.kindai.ac.jp 随時

呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 岩永 賢司　iwanaga@med.kindai.ac.jp 9/29（金）18：30～

基本コース 岩永 賢司 随時メールアドレスに連絡ください

近畿大学病院 連携施設精神科専門研修プログラム 精神神経科 随時 面接・書類選考 辻井 農亜　seisin@med.kindai.ac.jp 3
①8/10(水）18：00～
②随時開催

近畿大学 小児科専門研修プログラム 小児科 メール/郵送 10/1～10/31 随時 １１月中 12/1～12月末頃 １月中旬（未定） １月中（未定） 面接・書類選考 岡田 満　shounika@med.kindai.ac.jp 10 未定※2

KINDAIプログラム（外科） 外科・心臓血管外科 外科HP 10/1～12/1 12/5～12/7 12/11 12/11～1/6 1/10～1/11 1/12 面接・書類選考 新海 政幸　m-shinkai@med.kindai.ac.jp 79 ① 9/9（土）
不明点あれば担当者までお
問い合わせください

近畿大学医学部 脳神経外科専門研修プログラム 脳神経外科 電話/メール 面談 久保田 尚　hisakubo@med.kindai.ac.jp 11 6月末

近畿大学医学部附属病院 整形外科専門研修プログラム 整形外科 電話/メール 7/20頃～ 11/1から随時 適宜 面接 宮本 裕史　orthisho@med.kindai.ac.jp 38
①7/30（日)18：00～
②随時

南大阪広域連携 リハビリテーション科研修プログラム リハビリテーション科
メール問合せ

後、
書類送付

7/1～10月末頃 １１/１頃 未定※1 面接 上田 昌美　m-ueda@med.kindai.ac.jp 3（予定） 未定※2

近畿大学
形成外科専門研修プログラム

形成外科 電話/メール 9/1～10/31 11月末まで 適宜 １２月中 １月中旬 １月中旬 面接 諸富 公昭　morotomi@med.kindai.ac.jp 4 随時

近畿大学医学部
皮膚科研修プログラム

皮膚科 書類送付 10/1～11/15 随時 12月6日 12/15～1/15 1月31日 2月7日 面接・書類選考 内田 修輔　ushishu@med.kindai.ac.jp 4 随時（医局長に連絡ください）

近畿大学医学部
泌尿器科専門研修プログラム

泌尿器科
電話/メール

/Web 面談・書類選考 南 高文　minami@med.kindai.ac.jp 11 随時

近畿大学医学部附属病院
眼科専門研修プログラム

眼科 郵送/メール 面接・書類選考 福田 昌彦　ganka_renraku@med.kindai.ac.jp 24
① 7/7（金）  18:00～
② 9/15（金）18:00～
③予定※2

近畿大学医学部
耳鼻咽喉科専門研修プログラム

耳鼻咽喉科 書類申込 9/1～9/9 未定※1 未定※1 面接・書類選考 医局秘書　jibi-hisho@med.kindai.ac.jp 4 未定※2

近畿大学
産婦人科研修プログラム

産婦人科 申請書を記入後、
メールもしくは郵送 面接 鈴木 彩子　sanfu@med.kindai.ac.jp 5 未定（開催予定）※2

放射線科(診断学) 村上 卓道（診）　hshindan@med.kindai.ac.jp 随時（問合せ先にご連絡ください）

放射線科(腫瘍学) 西村 恭昌（腫）　radiol@med.kindai.ac.jp 未定※2

近畿大学医学部附属病院
麻酔科専門医研修プログラム

麻酔科 電話/メール 面接・書類選考 岩元 辰篤  iwamoto@med.kindai.ac.jp 27
① 7/28（金）
② 随時

近畿大学医学部附属病院
救急科専門研修プログラム

救命救急ｾﾝﾀｰ(ＥＲ含む)
電話/メール

/Web
9/1～12/30 1/1-1/31 面接 北澤 康秀　ccmc@med.kindai.ac.jp 15 未定※2

近畿大学
臨床検査専門研修プログラム

臨床検査医学
メール問合せ

後、
書類送付

秋頃※1 秋～冬※1 １月頃※1 面接 上硲 俊法　　kamisako@med.kindai.ac.jp 2 未定※2

近畿大学医学部
病理専門研修プログラム

病理診断科 医局へ連絡 採用試験（面接含）・書類選考
佐藤 隆夫 takaosat@med.kindai.ac.jp
伊藤 彰彦 aito@med.kindai.ac.jp

6 随時

※1　プログラム審査中のため、確定次第記載
※2　日程が決定しだい随時案内

平成30年度専攻医　各プログラム募集について

プログラム名 診療科 募集定員
第1回目 第2回目

選考方法
選考に関する問合せ先

お名前・メールアドレスなど
指導医者数 備考

近畿大学内科専門医プログラム 20 書類郵送または
持参

10/10～11/15 11/23（詳細） 73

6

7

14

随時

12/15（予定） 12/16～1/15 2/12（詳細） 2/15（予定）
面接

書類選考

3 随時

適宜

2

3

4

4（程度） 随時 未定※1

6

5 随時 未定※1

5

5 未定※2随時

近畿大学医学部
放射線科専門研修プログラム

6 電話/メール
/Web

未定※2適宜随時10/1～11/15

３年間で６名
（年平均２名）

随時

平成29年10月19日　現在

25

9 随時 随時

3

1 未定※1

面接・書類選考

随時

http://www.gmect.jp/sayama/second-program/pdf/02.pdf
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