
7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）：山口大学医学部附属病院　（山口県）

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

宇部･小野
田保健医療
圏

島根県 浜田
独立行政法人国立病院機構浜
田医療センター
(病院施設番号:030606)

山口県 下関
医療法人水の木会下関病院

(病院施設番号:030651)

山口大学卒後臨床研修
プログラム全方向型自
由設計コース

20

山口県 岩国
独立行政法人国立病院機構岩
国医療センター
(病院施設番号:030646)

山口県 周南
医療法人愛命会泉原病院

(病院施設番号:030654)

山口大学卒後臨床研修
プログラム小児科・産
科婦人科・周産期コー
ス

4

山口県 山口・防府
山口県立総合医療センター

(病院施設番号:030647)
山口県 宇部・小野田

地方独立行政法人山口県立病
院機構山口県立こころの医療
センター
(病院施設番号:030658)

山口県 下関
独立行政法人国立病院機構関
門医療センター
(病院施設番号:030649)

山口県 柳井
医療法人恵愛会柳井病院

(病院施設番号:030660)

山口県 下関
下関市立市民病院

(病院施設番号:030650)
福岡県 北九州

北九州市立医療センター

(病院施設番号:030706)

山口県
宇部・小野
田

独立行政法人労働者健康安全
機構山口労災病院
(病院施設番号:030652)

福岡県 北九州
北九州総合病院

(病院施設番号:030710)

山口県 周南
独立行政法人地域医療機能推
進機構徳山中央病院
(病院施設番号:030653)

山口県 宇部・小野田
医療生活協同組合健文会宇部
協立病院
(病院施設番号:031045)

山口県 下関

社会福祉法人恩賜財団済生会
支部山口県済生会下関総合病
院
(病院施設番号:030655)

山口県 岩国
岩国市立錦中央病院

(病院施設番号:031943)

山口県
宇部・小野
田

医療法人社団宇部興産中央病
院
(病院施設番号:030656)

山口県 岩国
岩国市立美和病院

(病院施設番号:031946)

山口県
宇部・小野
田

独立行政法人国立病院機構山
口宇部医療センター
(病院施設番号:030657)

山口県 山口・防府
医療法人協愛会阿知須共立病
院
(病院施設番号:031947)

山口県 柳井
山口県厚生農業協同組合連合
会周東総合病院
(病院施設番号:030659)

山口県 下関
やかべ産婦人科医院

(病院施設番号:033103)

愛媛県
新居浜・西
条

独立行政法人労働者健康安全
機構愛媛労災病院
(病院施設番号:030677)

山口県 山口・防府

社会福祉法人恩賜財団済生会
支部山口県済生会山口地域ケ
アセンター
(病院施設番号:033106)

福岡県 北九州
健和会大手町病院

(病院施設番号:030709)
山口県 下関

下関市立下関保健所

(病院施設番号:033107)

沖縄県 中部
社会医療法人かりゆし会ハー
トライフ病院
(病院施設番号:030760)

山口県 柳井
周防大島町立東和病院

(病院施設番号:033108)

島根県 益田
益田赤十字病院

(病院施設番号:030790)
山口県 山口・防府

医療法人若草会小郡まきはら
病院
(病院施設番号:033109)

山口県 山口・防府

社会福祉法人恩賜財団済生会
支部山口県済生会山口総合病
院
(病院施設番号:030973)

山口県 山口・防府
山口県赤十字血液センター

(病院施設番号:033112)

山口県 下関
独立行政法人地域医療機能推
進機構下関医療センター
(病院施設番号:031950)

山口県 宇部・小野田
医療法人博愛会宇部記念病院

(病院施設番号:033113)

福岡県 北九州
財団法人平成紫川会社会保険
小倉記念病院
(病院施設番号:040010)

愛媛県 新居浜・西条
愛媛県西条保健所

(病院施設番号:033174)

山口県 山口・防府
山口県厚生農業協同組合連合
会小郡第一総合病院
(病院施設番号:040030)

鹿児島県 川薩
薩摩川内市下甑手打診療所

(病院施設番号:033850)

山口県 山口・防府
綜合病院山口赤十字病院

(病院施設番号:060055)
山口県 萩

萩市国民健康保険川上診療所

(病院施設番号:034206)

山口県 下関
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部山口県済生会豊浦病院
(病院施設番号:096300)

山口県 岩国
岩国市立本郷診療所

(病院施設番号:034208)

山口県 萩
萩市民病院

(病院施設番号:096303)
山口県 萩

萩市国民健康保険福川診療所

(病院施設番号:034209)

山口県 長門
山口県厚生農業協同組合連合
会長門総合病院
(病院施設番号:076479)

山口県 萩
萩市国民健康保険むつみ診療
所
(病院施設番号:034210)

山口県 萩
萩市国民健康保険見島診療所

(病院施設番号:034213)

山口県 萩
萩市国民健康保険大島診療所

(病院施設番号:034214)

山口県 下関
吉水内科

(病院施設番号:034703)

山口県 宇部・小野田
医療法人フジイ内科医院

(病院施設番号:041027)

山口県 宇部・小野田
医療法人社団雄史会森重整形
外科
(病院施設番号:041031)

山口県 宇部・小野田
わただ内科

(病院施設番号:041034)

山口県 宇部・小野田
ふくたクリニック

(病院施設番号:041035)

長崎県 壱岐
壱岐市民病院

(病院施設番号:056594)

山口県 宇部・小野田
医療法人聖比留会厚南セント
ヒル病院
(病院施設番号:056601)

山口県 宇部・小野田
医療法人聖比留会セントヒル
病院
(病院施設番号:056602)

山口県 宇部・小野田
医療法人太白会シーサイド病
院
(病院施設番号:056603)

山口県 柳井
削除
(R03)

周防大島町立橘病院

(病院施設番号:056605)

山口県 宇部・小野田
生協小野田診療所

(病院施設番号:066240)

山口県 宇部・小野田
小野田赤十字病院

(病院施設番号:066901)

山口県 下関
下関市立豊田中央病院

(病院施設番号:076925)

研修プログラム

山口大学医学部附属病
院
（病院施設番号:０３
０６４８）

山口県

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設
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追
加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
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研修プログラム基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

山口県 長門
医療法人社団成蹊会岡田病院

(病院施設番号:096292)

山口県 萩
医療法人医誠会都志見病院

(病院施設番号:096294)

山口県 岩国
医療法人新生会いしい記念病
院
(病院施設番号:096295)

山口県 岩国
医療法人新生会いしいケア・
クリニック
(病院施設番号:096296)

山口県 宇部・小野田
美祢市立美東病院

(病院施設番号:096298)

山口県 宇部・小野田
美祢市立病院

(病院施設番号:096299)

山口県 宇部・小野田
山陽小野田市民病院

(病院施設番号:096301)

山口県 宇部・小野田
社会医療法人尾中病院

(病院施設番号:096302)

山口県 周南
光市立光総合病院

(病院施設番号:096304)

山口県 宇部・小野田
医療法人社団豊美会田代台病
院
(病院施設番号:096937)

山口県 萩
医療法人社団中嶋クリニック

(病院施設番号:116535)

山口県 萩
医療法人河野医院

(病院施設番号:116537)

山口県 柳井
周防大島町立大島病院

(病院施設番号:116538)

山口県 萩
医療法人山本内科胃腸科

(病院施設番号:168191)

山口県 萩
わたぬきクリニック

(病院施設番号:168193)

山口県 山口・防府
あんの循環器内科

(病院施設番号:168393)

山口県 萩
さがら眼科クリニック

(病院施設番号:      )

山口県 宇部・小野田
波乗りクリニック

(病院施設番号:      )

※　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、地域密着型病院、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。

山口大学医学部附属病院においては，「患者の立場に立った全人的医療を実施する。」「将来を担う医療人を育成する。」「世界に発信する先進的医療を推進する。」「地域医療を発
展させる。」の４つの理念・目的のもとに，研修プログラムを策定している。山口大学卒後臨床研修プログラムにおいては，山口県内の各二次医療圏の中核病院を協力型臨床研修病院
として設定し，各地域を取り巻く診療所及びクリニック等を臨床研修協力施設とすることによって，大学病院における先進的医療の研鑽及び各地域の地域医療への貢献という２つの側
面から，研修医がバランスよく研修を行い，医師としての基本的な診療能力を養成することを目的とする。また，研修医のニーズにあったキャリアパスを考慮し，島嶼部等のへき地の
診療施設等を協力型臨床研修病院及び研究協力施設に設定することによって，幅広い視野を持つ将来の先進的医療を推進する医療人若しくは地域医療を発展させる医療人の礎を築くこ
とを目的としている。

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。　


