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内科専⾨研修プログラム
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内科専⾨研修プログラム
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内科専⾨研修プログラム

内科基本コース
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内科専⾨研修プログラム ／ 内科基本コース
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内科専⾨研修プログラム
サブスペシャルティ重点コース
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内科専⾨研修プログラム ／ サブスペシャルティ重点コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 内科専⾨研修プログラム（基本コース）
 担当者 岡 崇史
    kenshu@cardiology.med.osaka-u.ac.jp

問い合わせ先

内科専⾨研修プログラム ／ サブスペシャルティ重点コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 循環器内科コース

内科専⾨研修プログラム
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内科専⾨研修プログラム ／ 循環器内科コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 循環器内科
 担当者 彦惣 俊吾、⼤⾕ 朋仁
    kenshu@cardiology.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.cardiology.med.osaka-u.ac.jp/

問い合わせ先

内科専⾨研修プログラム ／ 循環器内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 腎臓内科コース

内科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 腎臓内科コース



1) 

2) 

3) 
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 腎臓内科
 担当者 ⾼畠 義嗣
    takaba@kid.med.osaka-u.ac.jp
 TEL: 06-6879-3857
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/kid/kid/index.html

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 腎臓内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器内科コース

内科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器内科コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 消化器内科
 担当者 林 義⼈
    y.hayashi@gh.med.osaka-u.ac.jp
 TEL: 06-6879-3621
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gh/student

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 糖尿病・内分泌・代謝内科コース

内科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
 担当者 ⼩澤 純⼆
 TEL:06-6879-3732
    kensyu@endmet.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/endmet/www/home/course.html

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 糖尿病・内分泌・代謝内科コース



19

サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器内科コース

内科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器内科コース

■⼤阪⼤学医学部附属病院 呼吸器内科
 担当者 平⽥ 陽彦
    charhirata@imed3.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.imed3.med.osaka-u.ac.jp/training/t-resp01.html

問い合わせ先
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サブスペシャルティ重点コース ／ 免疫内科コース

内科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 免疫内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 免疫内科コース

■⼤阪⼤学医学部附属病院 免疫内科
 担当者 楢崎 雅司
    mnarazaki ＠ imed3.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.imed3.med.osaka-u.ac.jp/training/t-immu01.html

問い合わせ先
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⾎液 ･ 腫瘍内科コース

内科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⾎液・腫瘍内科
 担当者 植⽥ 康敬
    yueda ＠ bldon.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/bldon/

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ ⾎液 ･ 腫瘍内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 神経内科・脳卒中科コース

内科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 神経内科
 担当者 奥野 ⿓禎
    okuno ＠ neurol.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/neurol/myweb6/Top.html

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 神経内科・脳卒中科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⽼年・総合内科コース

内科専⾨研修プログラム



30

サブスペシャルティ重点コース ／ ⽼年・総合内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⽼年・総合内科コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⽼年・総合内科コース

■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⽼年・⾼⾎圧内科
 担当者 鷹⾒ 洋⼀
    rounen-admin ＠ geriat.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/geriat/www/jreci.html

問い合わせ先
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外科共通コース

外科専⾨研修プログラム
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外科共通コース
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外科共通コース
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外科共通コース

■⼤阪⼤学医学部附属病院 外科学講座
 担当者 野⽥ 剛広
    tnoda@gesurg.med.osaka-u.ac.jp
 担当者 植村 守
    muemura@gesurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.surg.med.osaka-u.ac.jp/

問い合わせ先



37

サブスペシャルティ重点コース ／ ⼼臓⾎管外科専⾨医コース

外科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⼼臓⾎管外科専⾨医コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⼼臓⾎管外科
 担当者 平 将⽣
    taira ＠ surg1.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/surg1/

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ ⼼臓⾎管外科専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器外科専⾨医コース

外科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器外科専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器外科専⾨医コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 呼吸器外科
 担当者 ⼤瀬 尚⼦
    naokoose@thoracic.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.thoracic.med.osaka-u.ac.jp/jp/resident/index.html

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 呼吸器外科専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース

外科専⾨研修プログラム

真⽪縫合コンテスト専⾨医を⽬指す消化器外科セミナー
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース

10
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 消化器外科
 担当者 野⽥ 剛広
    tnoda@gesurg.med.osaka-u.ac.jp
 担当者 植村 守
    muemura@gesurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  旧ＨＰ : https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/
            新ＨＰ : https://www.gesurg.med.osaka-u.ac.jp/  
            （移⾏期のため新旧の URL を掲載しています）

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ 消化器外科専⾨医コース

旧 HP 新 HP

腹腔鏡⼿術体験セミナー
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サブスペシャルティ重点コース ／ 乳腺専⾨医コース

外科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ 乳腺専⾨医コース
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サブスペシャルティ重点コース ／ 乳腺専⾨医コース

■⼤阪⼤学医学部附属病院 乳腺内分泌外科
 担当者 下⽥ 雅史
    mshimoda@onsurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.onsurg.med.osaka-u.ac.jp/

問い合わせ先
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⼩児外科専⾨医コース

外科専⾨研修プログラム
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サブスペシャルティ重点コース ／ ⼩児外科専⾨医コース
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⼩児外科
 担当者 神⼭ 雅史
    kamiyama@pedsurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.pedsurg.med.osaka-u.ac.jp/trainee/index.html

問い合わせ先

サブスペシャルティ重点コース ／ ⼩児外科専⾨医コース
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眼科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 眼科
 担当者 丸⼭ 和⼀
    edu@ophthal.med.osaka-u.ac.jp
 TEL:06-6879-3456
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ophthal/www/

問い合わせ先

眼科専⾨研修プログラム
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⽿⿐咽喉科専⾨研修プログラム
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⽿⿐咽喉科専⾨研修プログラム
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⽿⿐咽喉科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科
 担当者 端⼭ 昌樹
 TEL:06-6879-3951
    mhayama ＠ ent.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ent/program/introduction.html

問い合わせ先
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整形外科専⾨研修プログラム
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整形外科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 整形外科
 担当者 王⾕ 英達
    sotsugo@ort.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.osaka-orthopaedics.jp/recruit/

問い合わせ先

整形外科専⾨研修プログラム
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⽪膚科専⾨研修プログラム
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⽪膚科専⾨研修プログラム
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⽪膚科専⾨研修プログラム



67

■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⽪膚科
 担当者 壽 順 久
    d-chief3@derma.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.derma-osaka-u.jp

問い合わせ先

⽪膚科専⾨研修プログラム



68

形成外科専⾨研修プログラム
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形成外科専⾨研修プログラム
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形成外科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 形成外科
 担当者 久保 盾貴
    psurg ＠ psurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psurg/

問い合わせ先
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精神科専⾨研修プログラム
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精神科専⾨研修プログラム
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精神科専⾨研修プログラム
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精神科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 神経科・精神科
 担当者 ⽥上 真次
    tagami ＠ psy.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  旧ＨＰ : http://www2.med.osaka-u.ac.jp/psy/
            新ＨＰ : https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/
            （移⾏期のため新旧の URL を掲載しています）

問い合わせ先

旧 HP 新 HP
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脳神経外科専⾨研修プログラム
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脳神経外科専⾨研修プログラム
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脳神経外科専⾨研修プログラム
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脳神経外科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 脳神経外科
 担当者 ⾕ 直樹
    n-tani ＠ nsurg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  旧ＨＰ : http://www2.med.osaka-u.ac.jp/nsurg/
            新ＨＰ : https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/nsurg/ 
            （移⾏期のため新旧の URL を掲載しています） 

問い合わせ先

旧 HP 新 HP
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産婦⼈科専⾨研修プログラム
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産婦⼈科専⾨研修プログラム
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産婦⼈科専⾨研修プログラム
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産婦⼈科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
 担当者 冨松 拓治
    heichi@gyne.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gyne/www/html/kyoku_top.html

問い合わせ先
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⼩児科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科⼩児科学
 臨床研修担当委員 ⽯⽥ 秀和
          ⽯井 良
    ikyoku@ped.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ped/www/

問い合わせ先

⼩児科専⾨研修プログラム
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泌尿器科専⾨研修プログラム
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泌尿器科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 泌尿器科
 担当者 河嶋 厚成
    kawashima ＠ uro.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.osaka-urology.jp/8/28.html

問い合わせ先

泌尿器科専⾨研修プログラム
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放射線画像診断・IVR コース／核医学コース／放射線治療コース

放射線科専⾨研修プログラム
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放射線画像診断・IVR、核医学、放射線治療
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放射線画像診断・IVR、核医学、放射線治療
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放射線画像診断・IVR、核医学、放射線治療
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放射線画像診断・IVR、核医学、放射線治療
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 核医学診療科
 担当者 渡部 直史
    watabe@tracer.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/tracer/

■⼤阪⼤学医学部附属病院 放射線診断・IVR 科
 担当者 梁川 雅弘
    m-yanagawa@radiol.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://radiol-osaka-u.com/

■⼤阪⼤学医学部附属病院 放射線治療科
 担当者 礒橋 ⽂明
    isohashi@radonc.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www2.med.osaka-u.ac.jp/radonc/
 （移⾏期のため該当 HP が開かなくなる可能性があります。その場合は↓）
 「⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 放射線治療学」で検索

問い合わせ先

放射線画像診断・IVR、核医学、放射線治療
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⿇酔科専⾨研修プログラム
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⿇酔科専⾨研修プログラム
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⿇酔科専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⿇酔科
 担当者 ⼊嵩⻄ 毅
 TEL:06-6879-3133
    iritake ＠ anes.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/anes/www/home.htm

問い合わせ先



 

 

 

97

集中治療専⾨医コース
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集中治療専⾨医コース



99

■⼤阪⼤学医学部附属病院 集中治療部
 担当者 内⼭ 昭則
    auchiyama@hp-icu.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-icu/works.html

集中治療専⾨医コース

問い合わせ先
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救急科専⾨研修プログラム
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救急科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 ⾼度救命救急センター
 担当者 中川 雄公
    hisho@hp-emerg.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  http://www.osaka-u-taccc.com/index.html

救急科専⾨研修プログラム

問い合わせ先
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病理専⾨研修プログラム



104

病理専⾨研修プログラム
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病理専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 病理診断科
 担当者 松井 崇浩
     森井 英⼀
    boshu ＠ molpath.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/molpath/index.html

病理専⾨研修プログラム

問い合わせ先
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臨床検査専⾨研修プログラム
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臨床検査専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 臨床検査部
 担当者 ⽇⾼ 洋
    hidaka ＠ hp-lab.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-lab/rinkenhome/index.html

問い合わせ先
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リハビリテーション科専⾨研修プログラム
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リハビリテーション科専⾨研修プログラム
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リハビリテーション科専⾨研修プログラム
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■⼤阪⼤学医学部附属病院 リハビリテーション部
 担当者 佐原 亘
    sahara-wataru-hr@alumni.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/departments/rehabilitation_medicine.html

リハビリテーション科専⾨研修プログラム

問い合わせ先
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総合診療専⾨研修プログラム
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総合診療専⾨研修プログラム

■⼤阪⼤学医学部附属病院 総合診療科
 担当者 中神 太志
    fnakagami@hp-gm.med.osaka-u.ac.jp
 診療科ホームページ  https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/geriat/general/index.html

問い合わせ先
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