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統括責任者 副責任者 担当 窓口 直通 E-mail

1 内科 福島県立医科大学内科専門医研修プログラム 40 （総合内科）
教授　濱口 杉大

―
（総合内科）

教授　濱口 杉大
（総合内科）

教授　濱口 杉大
024-547-1933 fmu-gim@fmu.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/anzen/kouki/course/new_course.html

2 外科 福島県立医科大学外科専門医研修プログラム 20 （外科研修支援担当）
教授　木村 隆

（心臓血管外科学講座）
　主任教授　横山 斉
（呼吸器外科学講座）
　主任教授 鈴木 弘行

（乳腺外科学講座）
　主任教授　大竹 徹

（外科研修支援担当）
教授　木村 隆

（外科研修支援担当）
教授　木村 隆

024-547-1255 tkimura@ｆｍｕ.ac.jp

3 脳神経外科 福島県立医科大学脳神経外科専門研修プログラム 5 （脳神経外科学講座）
主任教授　齋藤 清

（脳神経外科学講座）
教授　佐久間 潤

（脳神経外科学講座）
教授　佐久間 潤

（脳神経外科学講座）
教授　佐久間 潤

024-547-1268
neuro-s@fmu.ac.jp
kiyoshis@fmu.ac.jp
jsakuma@fmu.ac.jp

http://www.fmu.ac.jp/home/ns/index.html

4 整形外科 福島県立医科大学整形外科専門研修プログラム 7 （整形外科学講座）
主任教授　紺野 愼一

（整形外科学講座）
准教授　二階堂 琢也

（整形外科学講座）
准教授　二階堂 琢也

（整形外科学講座）
准教授　二階堂 琢也

024-547-1276 fortho@fmu.ac.jp https://www.fmu-orthop.org

5 形成外科 福島県立医科大学形成外科専門研修プログラム 3 （形成外科学講座）
主任教授　小山 明彦

（形成外科学講座）
准教授　齋藤 昌美

（形成外科学講座）
主任教授　小山 明彦

（形成外科学講座）
主任教授　小山 明彦

024-547-1355 akihiko.oyama@mac.com http://www.fukushima-keisei.jp/

6 産婦人科 福島県立医科大学産婦人科専門研修プログラム 10 （産科婦人科学講座）
主任教授　藤森 敬也

（産科婦人科学講座）
准教授　渡邊 尚文

（産科婦人科学講座）
准教授　渡邊 尚文

（産科婦人科学講座）
准教授　渡邊 尚文

024-547-1290 gy-prog@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu-og.com/

7 小児科 福島県立医科大学小児科専門医研修プログラム 10 （小児科学講座）
主任教授　細矢 光亮

（小児科学講座）
准教授　川崎 幸彦

（小児科学講座）
講師　陶山 和秀

（小児科学講座）
講師　陶山 和秀

024-547-1295 pediat@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/pediatrics/styled-6/

8 眼科 福島県立医科大学眼科専門研修プログラム 5 （眼科学講座）
主任教授　石龍 鉄樹

（眼科学講座）
准教授　古田 実

（眼科学講座）
講師　森 隆史

（眼科学講座）
講師　森 隆史

024-547-1303 ganka@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu-opt.net/

9 皮膚科 福島県立医科大学皮膚科専門医研修プログラム 6 （皮膚科学講座）
主任教授　山本 俊幸

（皮膚科学講座）
准教授　大塚 幹夫

（皮膚科学講座）
講師　花見　由華

（皮膚科学講座）
講師　花見　由華

024-547-1309 hifuka@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/dermatol/

10 泌尿器科 福島県立医科大学泌尿器科専門研修プログラム 10 （泌尿器科学講座）
主任教授　小島 祥敬

（泌尿器科学講座）
講師　小川 総一郎

（泌尿器科学講座）
講師　小川 総一郎

（泌尿器科学講座）
講師　小川 総一郎

024-547-1316 soh@ｆｍｕ.ac.jp http://www.urology.fmu.ac.jp/training/index.html

11 耳鼻咽喉科 福島県立医科大学耳鼻咽喉科専門研修プログラム 6 （耳鼻咽喉科学講座）
主任教授　室野 重之

―
（耳鼻咽喉科学講座）
主任教授　室野 重之

（耳鼻咽喉科学講座）
主任教授　室野 重之

024-547-1321 jibika@ｆｍｕ.ac.jp ht t p: //f ukushi ma-ent . j p/common/i mages/pdf /kuenshu2019. pdf

12 精神科
福島県立医科大学附属病院連携施設
精神科専門医研修プログラム

10 （神経精神医学講座）
主任教授　矢部 博興

（神経精神医学講座）
准教授　三浦 至

（神経精神医学講座）
准教授　三浦 至

（神経精神医学講座）
准教授　三浦 至

024-547-1331
neuropsy@fmu.ac.jp
itaru@fmu.ac.jp

http://fmu-hpa.jp/neuropsy/kouki/

13 放射線科 “オール福島”放射線科専門研修プログラム 10 （放射線腫瘍学講座）
主任教授　鈴木 義行

（放射線医学講座）
主任教授　伊藤　浩

（放射線医学講座）
　准教授　石井士朗

（放射線腫瘍学講座）
　准教授　田巻 倫明、講師　佐藤 久志

（核医学科）
　医科大学教授　織内 昇

（放射線医学講座）
　准教授　石井士朗

（放射線腫瘍学講座）
　准教授　田巻 倫明、講師　佐藤 久志

（核医学科）
　医科大学教授　織内 昇

（放射線腫瘍学講座）
　024-547-1630

（放射線医学講座）
　024-547-1334

（放射線腫瘍学講座）
rad-onco@ｆｍｕ.ac.jp

（放射線医学講座）
rad@ｆｍｕ.ac.jp

（放射腫瘍学講座）
http://www.fmu.ac.jp/home/rad-onco/index.html

（放射線医学講座）
http://www.fmu.ac.jp/cms/rad/index.html

14 麻酔科 福島県立医科大学麻酔科専門研修プログラム 15 （麻酔科学講座）
主任教授　村川 雅洋

―
（麻酔科学講座）

主任教授　村川 雅洋
（麻酔科学講座）

主任教授　村川 雅洋
024-547-1342 masui@fmu.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/masui/masui-top.htm

15 救急科
福島県立医科大学附属病院
救急科専門研修プログラム

8 （救急医療学講座）
主任教授　伊関 憲

―
（救急医療学講座）
主任教授　伊関 憲

（救急医療学講座）
主任教授　伊関 憲

024-547-1581 ken@fmu.ac.jp http://qqka-senmoni.com/1928

16 病理
福島県・福島県立医科大学医学部
病理専門研修プログラム

4 （病理病態診断学講座）
主任教授　橋本 優子

（附属会津医療センター）
　教授　北條　洋

（病理病態診断学講座）
主任教授　橋本 優子

（病理病態診断学講座）
主任教授　橋本 優子

024-547-1165 ykhykh@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/pathol-1/

17 リハビリテーション科
福島県立医科大学
リハビリテーション科専門研修プログラム

2 （リハビリテーション医学講座）
主任教授　大井 直往

―
（リハビリテーション医学講座）

主任教授　大井 直往
（リハビリテーション医学講座）

主任教授　大井 直往
024-547-1518 spine-oi@fmu.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/cms/reha-med/reha-med.html

18 臨床検査 福島県立医科大学臨床検査専門研修プログラム 1 （臨床検査医学講座）
主任教授　志村 浩己

総括副学長　大戸 斉
（臨床検査医学講座）
主任教授　志村 浩己

（臨床検査医学講座）
主任教授　志村 浩己

024-547-1918 rinken@fmu.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/cms/rinken/index.html

19 総合診療 福島県立医科大学　総合診療専門研修プログラム 10 （地域・家庭医療学講座）
主任教授　葛西 龍樹

―
（地域・家庭医療学講座）

講師　菅家　智史

（地域・家庭医療学講座）
主事　國分　由香

主事　玉木　真奈美
024-547-1516 comfam@ｆｍｕ.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/comfam/

※各プログラムの定員については、１次審査後のものであり、今後調整される場合があります。

統括責任者 副責任者 担当 窓口 直通 E-mail
福島県立医科大学　医
療人育成・支援セン
ター

― ― ―
（教育研修支援課 研修支援係）

係長　根本　朝彦
024-547-1047 cmecd@fmu.ac.jp http://www.fmu.ac.jp/home/anzen/kouki/course/new_course.html
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