
埼玉医科大学病院
http://www.saitama-med.ac.jp/resident/moro/
https://www.facebook.com/smu.resident

埼玉医科大学総合医療センター
http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/kensyui/index.html

埼玉医科大学国際医療センター
http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu/

埼玉医科大学病院群 新専門医制度研修体制 一覧

各学会のWebサイトに研修プログラムが掲載されています。 （ ）1学年あたり募集定員数 2022.5.1 現在

基本領域専門医
下段 Webサイト

埼玉医科大学病院 総合医療センター 国際医療センター

内科
http://www.naika.or.jp/

基幹施設 （20） 担当：山本
E-mail: keiji@saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1667

基幹施設 （20） 担当：前沢
E-mail：maeza@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3564

基幹施設（12） 担当：岩永
E-mail: siwanaga2@saitama-med.ac.jp

小児科
https://www.jpeds.or.jp/

基幹施設 （7）担当：秋岡
E-mail：akioka＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1219

基幹施設 （9） 担当：小林
E-mail：shingok@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3550
連携施設

皮膚科
https://www.dermatol.or.jp/

基幹施設 （5）担当：常深
E-mail：ytsunemi＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1247

基幹施設 （4） 担当：福田
E-mail：fukuda@saitama-med.ac.jp

Phone:049-228-3652
連携施設

精神科
https://www.jspn.or.jp/

基幹施設 （10）担当：松岡
E-mail：psy_jimu＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1214

基幹施設 （5） 担当：吉益
E-mail：haruo@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3746
連携施設

外科
https://www.jssoc.or.jp/

連携施設
基幹施設 （10） 担当：石畝

E-mail：itoru@saitama-med.ac.jp
Phone：049-228-3619

基幹施設（11） 担当：鈴木
E-mail: tksuzuki@saitama-med.ac.jp

整形外科
http://www.joa.or.jp/jp/index.html

基幹施設 （8）担当：渡會
E-mail：kwatarai＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1238

基幹施設 （8） 担当：税田
E-mail：saita@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3627
連携施設

産婦人科
http://www.jsog.or.jp/

基幹施設 （6）担当：高村
E-mail：mtaka＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1347

基幹施設 （5） 担当：齋藤
E-mail：saimasa@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3681

※大学病院と協同
基幹施設

眼科
https://www.nichigan.or.jp/

基幹施設 （6）担当：石川
E-mail：shibu＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1250

基幹施設 （2） 担当：小幡
E-mail：obatah@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3684

耳鼻咽喉科
http://www.jibika.or.jp/

基幹施設 （4）担当：細川
E-mail： hosokawa.yu＠1972.saitama-

med.ac.jp Phone : 049‐276-1253

基幹施設 （3） 担当：菊地
E-mail:shigeruk@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3685
連携施設

泌尿器科
https://www.urol.or.jp/

基幹施設 （8）担当：篠島
E-mail：tshinoj＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1243
連携施設 連携施設

脳神経外科
http://jns.umin.ac.jp/

連携施設
基幹施設 （4） 担当：大宅

E-mail：soichi@saitama-med.ac.jp
Phone：049-228-3671

基幹施設（8） 担当：栗田

E-mail: hkurita@saitama-med.ac.jp

放射線科
http://www.radiology.jp/

連携施設 連携施設 基幹施設（12） 担当：馬場

E-mail: y_baba@saitama-med.ac.jp

麻酔科
http://www.anesth.or.jp/

基幹施設 （4）担当：長坂
E-mail：hnagasak＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1270

基幹施設 （5） 担当：小山
E-mail:kkoyama@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3654

基幹施設（10） 担当：北村

E-mail: kita5@saitama-med.ac.jp

病理
http://pathology.or.jp/

基幹施設 （1）担当：山田
E-mail：taketo＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1446

基幹施設 （1） 担当：東
E-mail：mhigashi@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3522

基幹施設（1） 担当：安田
E-mai: m_yasuda@saitama-med.ac.jp

臨床検査
http://www.jslm.org/

基幹施設 （1）担当：森吉
E-mail：moriyosi＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1175
連携施設 連携施設

救急科
https://www.jaam.jp/index.html

基幹施設 （3）担当：高平
E-mail：takahira＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1228

基幹施設 （6） 担当：澤野
E-mail：eccm@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3755

基幹施設（4） 担当：根本
E-mail: mnemoto@saitama-med.ac.jp

形成外科
http://www.jsprs.or.jp/

基幹施設 （4）担当：栗原
E-mail：saitama.keisei@gmail.com

Phone : 049‐276-1230

基幹施設 （4） 担当：三鍋
E-mail：minabe@saitama-med.ac.jp

Phone：049-228-3639
連携施設

リハビリテーション
http://www.jarm.or.jp/

基幹施設 （2）担当：倉林
E-mail：hkuraba＠saiama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1255
連携施設 連携施設

総合診療科
https://jmsb.or.jp/sogo/

基幹施設 （6）担当：小林
E-mail：kobatake＠saitama-med.ac.jp

Phone : 049‐276-1667
連携施設
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