
①4/5-5/9 ②5/10-6/6 ③6/7-7/4 ④7/5-8/1 ⑤8/2-8/29 ⑥8/30-9/26 ⑦9/27-10/24 ⑧10/25-11/21 ⑨11/22-12/19 ⑩12/20-1/16 ⑪1/17-2/13 ⑫2/14-3/13
研修医1 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 一般外来・総診 外科 糖血 神経 消化器 消化器 救急 整形 麻酔 救急 循環器 循環器

研修医2 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 救急 麻酔 神経 糖血 消化器 消化器 整形 救急 一般外来・総診 外科 循環器 循環器

研修医3 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 救急 救急 循環器 循環器 糖血 神経 整形 一般外来・総診 麻酔 外科 消化器 消化器

研修医4 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 救急 一般外来・総診 循環器 循環器 神経 糖血 外科 救急 整形 麻酔 消化器 消化器

研修医5 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 外科 救急 一般外来・総診 麻酔 消化器 消化器 循環器 循環器 救急 整形 神経 糖血

研修医6 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 整形 救急 救急 外科 循環器 循環器 糖血 神経 消化器 消化器 一般外来・総診 麻酔

研修医7 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 外科 麻酔 救急 整形 循環器 循環器 消化器 消化器 救急 一般外来・総診 糖血 神経

研修医8 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 麻酔 整形 救急 一般外来・総診 糖血 神経 消化器 消化器 外科 救急 循環器 循環器

研修医9 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 消化器 消化器 整形 救急 一般外来・総診 外科 循環器 循環器 神経 糖血 麻酔 救急

研修医10 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 消化器 消化器 麻酔 一般外来・総診 救急 整形 循環器 循環器 糖血 神経 救急 外科

研修医11 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 循環器 循環器 外科 救急 整形 麻酔 神経 糖血 一般外来・総診 救急 消化器 消化器

研修医12 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 循環器 循環器 整形 麻酔 救急 救急 神経 糖血 消化器 消化器 外科 一般外来・総診

研修医13 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 糖血 神経 消化器 消化器 麻酔 一般外来・総診 救急 外科 循環器 循環器 救急 整形

研修医14 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 神経 糖血 消化器 消化器 外科 救急 一般外来・総診 麻酔 循環器 循環器 整形 救急

研修医15 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 神経 糖血 消化器 消化器 整形 救急 麻酔 一般外来・総診 循環器 循環器 外科 救急

extra ①4/5-5/9 ②5/10-6/6 ③6/7-7/4 ④7/5-8/1 ⑤8/2-8/29 ⑥8/30-9/26 ⑦9/27-10/24 ⑧10/25-11/21 ⑨11/22-12/19 ⑩12/20-1/16 ⑪1/17-2/13 ⑫2/14-3/13
研修医1 麻酔 放射線科 麻酔 救急 下関 産婦人科 小児 壱岐(地域) 香川(麻酔) 整形外科 眼科 麻酔 放射線科

研修医2 消化器 産婦人科 泌尿器 救急 糖血 放射線科 こころ 精神/放科 小児 周防大島 救急 壱岐(地域) 精神

研修医3 神経 放射線科 病理 消化器 小児 壱岐(地域) 救急&病理 山大(呼吸) 消化器 救急 産婦人科 下関(精神) 救急

研修医4 消化器 整形外科 救急 産婦人科 矢壁(地域) 救急 矢壁(産婦) 香川(小児) 精神 放射/救急 病理&皮膚 麻酔 放射線科

研修医5 放射線科 糖血 救急 日赤(腎内) 整形外科 吉水(地域) 消化器 香川(小児) 産婦人科 泌尿器 精神 糖血 消化器

研修医6 産婦人科 精神 放射線科 小児 救急 矢壁(地域) 整形外科 放射/救急 麻酔 産婦人科 病理&皮膚

研修医7 総診 病理&皮膚 放射線科 沖縄 救急 香川(小児) 産婦人科 救急 麻酔 吉水(地域) 麻酔 放射線科 精神

研修医8 総診 救急 整形外科 精神 救急&呼吸 香川(小児) 放射線科 矢壁(産婦)→産婦人科耳鼻科 壱岐(地域) 消化器 救急 救急

研修医9 整形外科 救急 消化器 日赤(泌尿) 泌尿器 放射線科 山大(泌尿) 小児 整形外科 壱岐(地域) 泌尿器科 精神 産婦人科

研修医10 外科 耳鼻/麻酔 精神 放射/泌尿 産婦人科 小児 救急 沖縄（呼吸器） 救急 御調(地域) 放射線科 救急 救急&皮膚

研修医11 総診 麻酔 産婦人科 日赤(放射) 放射線科 下関(精神) 吉水(地域) 放射線科 救急 小児 放射線科 放射線科 消化器

研修医12 総診 救急 小児 放射線科 御調(地域) 沖縄 精神 日赤(膠原病) 放射線科 産婦人科 救急 脳神経内科 糖血

研修医13 整形外科 小児 精神 壱岐(地域) 山大(整形) 香川(整形) 救急 産婦人科 放射線科 麻酔/放射 整形外科 整形外科 整形外科

産婦人科 小児 外病院 救急 病理・皮膚 変更
精神 整形外科 糖血

１年目ローテーション
2021年度最新版

◆神経内科2タームの中で1タームを糖尿病・血液内科に変更できます。

　　　　　　２年目ローテーション

←ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー外病院可ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→

外病院は3タームまでです。
産婦人科は各タームに１人必要です。その条件を満たせば、2人同時に回ることが出来ます。Extraタームで産婦人科を回っても、履修のカウントにはなりません。

香川(新生児、産婦)


