
150通りの臨床実習コース
150 コース計

９月 10月 12月 ２月１月コース １１月
1 001 大学３内 神 大学　泌尿器 須坂 内科 大学　腫瘍長野松代総合 呼内(総内) 市立大町 (PC)
2 002 長野日赤 消内 大学　麻酔 大学　産婦 信州上田 循内佐久 神経内科 丸の内 内科
3 003 中信松本 呼内 大学　眼科 飯田市立 産婦 大学　循内伊那中 神内 昭和伊南 外科 (PC)
4 004 篠ノ井総合 循内 松本医療ｾﾝﾀ- 泌尿 大学　２外 諏訪日赤 消内長野日赤 呼内 中信松本 神内
5 005 長野日赤 呼内 丸の内 外科 諏訪日赤 救急 北信総合 消内大学３内 膠 あづみ 在宅支援 (PC)
6 006 諏訪日赤 呼内 松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔 大学　１外 木曽 外科市立甲府 神内 大学　総合診療
7 007 大学１内 大学　臨床検査 長野日赤 救急 大学　小児大学３内 神 木曽 内科
8 008 大学２内 消 長野松代総合 外科(整脳) 大学　耳鼻 大学　救急須坂 内科 飯田市立 代内
9 009 伊那中 循内 丸の内 内科 依田窪 整形 大学　産婦諏訪日赤 神内 飯田市立 総内
10 010 大学３内 神 大学　脳外 中信松本 外科 篠ノ井総合 救急諏訪日赤 呼内 富士見高原 内科
11 011 長野市民 呼内 浅間総合 耳鼻 丸の内 外科 大学　小児大学３内 膠 浅間総合 総内
12 012 相澤 消内 大学　耳鼻 こども 総合小児 諏訪日赤 精神丸の内 膠内 飯田市立 循内
13 013 大学１内 木曽 外科 安曇野日赤 消内 大学　精神大学３内 膠 鹿教湯  (PC)
14 014 中信松本 神内 大学　臨床検査 小諸高原 精神 長野日赤 外科大学４内 飯田市立 消内
15 015 大学２内 腎 大学　腫瘍 信州上田 泌尿 松本市立 産婦大学４内 市立甲府 神内
16 016 佐久 神経内科 大学　放射線科 諏訪日赤 外科 飯田市立 小児大学４内 長野日赤 血内
17 017 大学２内 血 須坂 麻酔 大学　精神 長野松代総合 外科(整脳)市立岡谷 糖内 安曇野日赤 神内
18 018 諏訪中央 （PC） こども 形成小児 中信松本 小児 大学　１外伊那中 代内 松本医療ｾﾝﾀ- 消内
19 019 長野日赤 腎内 大学　形成 小諸厚生 外科 松本市立 救急相澤 代内 長野松代総合 循内(総内)
20 020 松本医療ｾﾝﾀ- 血内 須坂 小児 大学　泌尿器 大学　２外長野市民 代内 北信総合 消内
21 021 諏訪日赤 神内 大学　放射線科 諏訪中央 （PC） 中信松本 外科諏訪日赤 循内 相澤 消内
22 022 信州上田 消内 大学３内 膠 大学　麻酔 小諸高原 精神浅間総合 総内 信州上田 循内
23 023 大学　放射線科 大学４内 安曇野日赤 神内 大学　小児長野日赤 精神 須坂 内科
24 024 佐久 外科・放射線治療科 信州上田 呼内 大学　耳鼻 安曇野日赤 消内大学　循内 小諸厚生 神内
25 025 諏訪日赤 腎内 あづみ 在宅支援 (PC) 大学　眼科 市立甲府 外科小諸厚生 神内 大学１内
26 026 市立甲府 神内 松本市立 内科 大学　脳外 諏訪日赤 救急大学　循内 信州上田 消内
27 027 富士見高原 内科 昭和伊南 外科 (PC) 丸の内 関節 大学　１外大学　循内 諏訪日赤 神内
28 028 大学２内 消 諏訪中央 （PC） 大学　皮膚 小諸高原 精神相澤 循内 市立甲府 外科
29 029 飯田市立 総内 木曽 内科 大学　眼科 大学　１外上越総合 循内 大学３内 神
30 030 大学　循内 市立大町 (PC) 大学　整形 中信松本 小児長野市民 神内 大学２内 消
31 031 長野市民 代内 鹿教湯  (PC) 飯田市立 小児 大学　２外飯山日赤 内科 大学２内 血
32 032 大学　１外 大学　皮膚 こども 小児外科 丸の内 膠内長野日赤 循内 市立大町 内科
33 033 長野松代総合 呼内(総内) 松本市立 救急 安曇野日赤 外科 長野市民 神内松本医療ｾﾝﾀ- 循内 大学　放射線科
34 034 大学１内 大学　小児 大学　産婦 松本医療ｾﾝﾀ- 血内中信松本 神内 信州上田 脳外
35 035 大学３内 神 大学　救急 小諸高原 精神 大学　循内大学１内 諏訪中央 （PC）
36 036 丸の内 内科 諏訪日赤 救急 駒ヶ根 精神 大学４内大学２内 消 富士見高原 (PC)
37 037 松本医療ｾﾝﾀ- 循内 諏訪日赤 産婦 大学　小児 伊那中 代内諏訪中央 （PC） 大学　放射線科
38 038 浅間総合 代内 長野日赤 救急 大学　２外 伊那中 循内大学２内 消 大学　麻酔
39 039 大学２内 消 大学　産婦 長野日赤 腎内 大学　放射線科篠ノ井総合 呼内 こども 形成小児
40 040 飯田市立 消内 丸の内 関節 市立甲府 外科 諏訪日赤 循内大学１内 大学　耳鼻
41 041 飯田市立 循内 大学　１外 丸子中央 総診 大学３内 膠依田窪 整形 飯田市立 小児
42 042 丸の内 膠内 大学　皮膚 飯田市立 外科 長野日赤 循内諏訪日赤 腎内 大学　腫瘍
43 043 須坂 呼吸器・感染症内科 中信松本 外科 松本市立 救急 丸子中央 総診長野日赤 神内 大学　形成
44 044 信州上田 循内 相澤 脳外 長野日赤 精神 大学４内大学２内 腎 小諸厚生 外科
45 045 長野松代総合 循内(総内) 大学　総合診療 大学　１外 長野市民 代内長野日赤 消内 大学　腫瘍
46 046 長野日赤 血内 市立大町 泌尿 大学　小児 篠ノ井総合 循内大学３内 神 篠ノ井総合 産婦
47 047 長野市民 消内 小諸厚生 外科 大学　救急 市立岡谷 糖内長野日赤 血内 大学　眼科
48 048 市立甲府 総内 大学　眼科 篠ノ井総合 産婦 上越総合 循内松本医療ｾﾝﾀ- 血内 松本市立 内科
49 049 飯山日赤 内科 安曇野日赤 内科 大学　２外 長野日赤 消内須坂 呼吸器・感染症内科 大学　脳外
50 050 市立大町 (PC) 大学　整形 大学　救急 長野日赤 腎内大学３内 神 上越総合 循内
51 051 大学　臨床検査 大学　腫瘍 市立大町 外科 相澤 代内長野市民 消内 北信総合 循内
52 052 大学　腫瘍 市立岡谷 外科 大学１内 諏訪日赤 腎内市立甲府 総内 依田窪 整形
53 053 大学　耳鼻 こども 総合小児 小諸厚生 神内 長野市民 呼内木曽 内科 飯田市立 産婦
54 054 須坂 麻酔 篠ノ井総合 産婦 大学３内 膠 大学２内 消大学１内 松本市立 外科
55 055 松本市立 救急 大学　整形 大学２内 消 諏訪日赤 神内富士見高原 内科 大学　２外
56 056 市立大町 内科 木曽 外科 大学４内 飯田市立 神内佐久 外科・放射線治療科 大学　眼科
57 057 大学　腫瘍 飯田市立 小児 諏訪日赤 循内 長野市民 消内大学２内 血 丸の内 関節
58 058 小諸高原 精神 安曇野日赤 消内 大学４内 伊那中 神内大学　眼科 大学　２外
59 059 松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔 飯田市立 産婦 市立甲府 総内 大学１内安曇野日赤 神内 丸の内 外科
60 060 大学　放射線科 市立甲府 外科 長野市民 代内 大学２内 血信州上田 消内 大学　小児
61 061 小諸厚生 外科 大学　２外 相澤 代内 佐久 神経内科大学２内 消 大学　耳鼻
62 062 大学　腫瘍 大学　産婦 松本医療ｾﾝﾀ- 循内 大学３内 神相澤 消内 大学　臨床検査
63 063 富士見高原 (PC) 長野日赤 神内 大学　腫瘍 篠ノ井総合 呼内松本医療ｾﾝﾀ- 消内 安曇野日赤 外科
64 064 松本市立 内科 篠ノ井総合 救急 大学　循内 相澤 消内長野市民 呼内 大学　臨床検査
65 065 木曽 内科 大学　精神 諏訪日赤 呼内 中信松本 神内あづみ 在宅支援 (PC) 松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔
66 066 あづみ 在宅支援 (PC) 大学　救急 伊那中 代内 大学３内 膠飯田市立 総内 大学　泌尿器
67 067 昭和伊南 外科 (PC) 大学　小児 長野日赤 循内 大学３内 神飯田市立 代内 大学　皮膚
68 068 須坂 内科 大学　１外 大学４内 大学２内 消鹿教湯  (PC) 大学　皮膚
69 069 鹿教湯  (PC) 小諸高原 精神 大学４内 長野日赤 呼内北信総合 循内 大学　整形
70 070 信州上田 呼内 大学　２外 長野市民 消内 長野日赤 神内長野松代総合 循内(総内) 大学　腫瘍
71 071 大学　総合診療 中信松本 小児 松本市立 外科 大学３内 膠飯田市立 循内 信州上田 泌尿
72 072 大学　脳外 北信総合 消内 諏訪日赤 神内 大学　循内市立大町 (PC) 大学　小児
73 073 浅間総合 耳鼻 諏訪日赤 腎内 大学３内 神 大学　腫瘍中信松本 呼内 こども 小児外科
74 074 大学　整形 大学３内 膠 大学２内 消 飯田市立 総内信州上田 循内 諏訪日赤 救急
75 075 大学　形成 諏訪日赤 精神 長野日赤 呼内 信州上田 消内丸の内 内科 大学　小児
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76 076 大学　眼科 大学　１外 佐久 神経内科 市立岡谷 循内富士見高原 (PC) 安曇野日赤 消内
77 077 丸の内 関節 諏訪日赤 外科 長野市民 呼内 大学２内 消昭和伊南 外科 (PC) 駒ヶ根 精神
78 078 大学　眼科 松本医療ｾﾝﾀ- 外科 大学３内 膠 大学１内松本市立 内科 大学　精神
79 079 大学　皮膚 小諸高原 精神 上越総合 循内 大学３内 神浅間総合 代内 須坂 小児
80 080 大学　泌尿器 大学子どものこころ診療部 丸の内 膠内 長野日赤 血内市立岡谷 呼内 大学　１外
81 081 大学４内 大学　小児 昭和伊南 外科 (PC) 大学２内 腎市立大町 内科 飯田市立 外科
82 082 あづみ リハ 大学４内 篠ノ井総合 呼内 こども 小児外科飯田市立 小児 佐久 神経内科
83 083 篠ノ井総合 呼内 長野松代総合 循内(総内) 大学　皮膚 大学　救急駒ヶ根 精神 長野日赤 神内
84 084 大学３内 膠 飯田市立 循内 木曽 外科 安曇野日赤 内科大学　産婦 松本医療ｾﾝﾀ- 血内
85 085 相澤 代内 市立大町 内科 大学　脳外 大学子どものこころ診療部大学　１外 長野日赤 呼内
86 086 諏訪日赤 循内 飯田市立 総内 大学　臨床検査 佐久 外科・放射線治療科中信松本 外科 大学２内 消
87 087 大学４内 須坂 内科 相澤 消内 諏訪日赤 産婦飯田市立 外科 大学２内 腎
88 088 大学４内 諏訪日赤 呼内 大学　放射線科 松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔市立甲府 外科 長野市民 神内
89 089 上越総合 循内 市立岡谷 神内 大学　整形 飯田市立 産婦大学　２外 長野日赤 消内
90 090 飯田市立 神内 飯山日赤 内科 大学　循内 大学　皮膚こども 総合小児 大学４内
91 091 伊那中 神内 浅間総合 代内 大学　臨床検査 木曽 外科長野日赤 救急 大学１内
92 092 伊那中 代内 大学２内 血 大学　小児 須坂 麻酔諏訪日赤 救急 伊那中 神内
93 093 大学４内 市立甲府 総内 松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔 大学　産婦大学　２外 諏訪日赤 呼内
94 094 大学　循内 伊那中 神内 富士見高原 (PC) 大学　総合診療諏訪日赤 外科 篠ノ井総合 呼内
95 095 大学３内 膠 富士見高原 内科 木曽 外科 大学　耳鼻大学　救急 須坂 呼吸器・感染症内科
96 096 長野日赤 循内 丸子中央 総診 松本市立 内科 あづみ 外傷大学　整形 大学２内 消
97 097 北信総合 循内 長野松代総合 呼内(総内) 市立大町 (PC) 須坂 小児大学　２外 大学３内 神
98 098 松本医療ｾﾝﾀ- 消内 須坂 呼吸器・感染症内科 あづみ 在宅支援 (PC) 大学　泌尿器大学　１外 飯山日赤 内科
99 099 大学　循内 飯田市立 神内 大学　形成 小諸厚生 外科松本市立 救急 諏訪日赤 腎内
100 100 小諸高原 精神 信州上田 消内 浅間総合 代内 松本市立 内科大学　救急 佐久 外科・放射線治療科
101 101 中信松本 外科 北信総合 循内 松本医療ｾﾝﾀ- 消内 大学　皮膚大学　精神 長野市民 呼内
102 102 長野松代総合 外科(整脳) 篠ノ井総合 呼内 長野日赤 消内 浅間総合 代内大学　腫瘍 大学　整形
103 103 中信松本 小児 松本医療ｾﾝﾀ- 血内 大学　総合診療 信州上田 脳外木曽 外科 長野日赤 循内
104 104 諏訪日赤 産婦 大学３内 神 信州上田 消内 松本医療ｾﾝﾀ- 泌尿大学　１外 大学　循内
105 105 こども 総合小児 飯田市立 消内 市立岡谷 循内 大学　麻酔大学　産婦 市立甲府 総内
106 106 安曇野日赤 消内 大学　循内 飯田市立 代内 大学　整形大学　小児 木曽 外科
107 107 飯田市立 産婦 長野市民 呼内 飯山日赤 内科 市立大町 泌尿大学　小児 大学　循内
108 108 大学　産婦 諏訪日赤 循内 大学　放射線科 浅間総合 外科長野日赤 腎内 丸の内 膠内
109 109 丸の内 外科 長野日赤 腎内 長野松代総合 循内(総内) 相澤 脳外飯田市立 産婦 大学４内
110 110 長野日赤 外科 相澤 消内 須坂 呼吸器・感染症内科 大学　眼科大学　小児 長野市民 代内
111 111 大学　１外 大学２内 消 飯田市立 循内 浅間総合 耳鼻篠ノ井総合 産婦 大学３内 膠
112 112 丸子中央 総診 松本医療ｾﾝﾀ- 消内 市立岡谷 呼内 大学　放射線科諏訪日赤 産婦 大学　循内
113 113 安曇野日赤 内科 大学３内 神 富士見高原 内科 丸の内 外科小諸高原 精神 大学１内
114 114 大学　小児 富士見高原 (PC) 木曽 内科 大学　眼科篠ノ井総合 循内 相澤 代内
115 115 松本市立 産婦 長野日赤 消内 篠ノ井総合 循内 大学　形成中信松本 小児 長野松代総合 呼内(総内)
116 116 大学　臨床検査 大学２内 腎 市立大町 内科 飯田市立 循内松本市立 外科 大学３内 神
117 117 松本市立 整外 伊那中 循内 大学　腫瘍 市立甲府 神内大学　総合診療 中信松本 外科
118 118 大学３内 膠 大学　腫瘍 長野日赤 血内 大学１内市立大町 外科 小諸高原 精神
119 119 相澤 循内 大学４内 須坂 小児 大学　２外大学　腫瘍 長野市民 消内
120 120 大学　産婦 大学２内 消 大学　１外 諏訪日赤 呼内大学　皮膚 伊那中 代内
121 121 篠ノ井総合 救急 浅間総合 総内 諏訪日赤 産婦 丸の内 関節大学　皮膚 大学４内
122 122 大学子どものこころ診療部 長野市民 消内 浅間総合 総内 大学　臨床検査丸の内 外科 大学３内 膠
123 123 大学　１外 佐久 神経内科 鹿教湯  (PC) 大学　脳外飯田市立 消内 大学４内
124 124 大学　２外 長野市民 神内 飯田市立 消内 大学　腫瘍大学　整形 相澤 循内
125 125 須坂 小児 長野日赤 血内 丸の内 内科 大学　臨床検査安曇野日赤 消内 松本医療ｾﾝﾀ- 循内
126 126 大学　救急 諏訪日赤 神内 飯田市立 総内 こども 形成小児安曇野日赤 外科 篠ノ井総合 循内
127 127 木曽 外科 長野日赤 呼内 大学　腫瘍 諏訪中央 （PC）大学　放射線科 大学３内 膠
128 128 松本医療ｾﾝﾀ- 外科 大学２内 消 長野松代総合 呼内(総内) 鹿教湯  (PC)篠ノ井総合 脳外 伊那中 循内
129 129 大学　２外 大学１内 大学３内 膠 市立大町 (PC)信州上田 泌尿 諏訪日赤 循内
130 130 大学　２外 大学１内 諏訪日赤 腎内 富士見高原 (PC)大学　泌尿器 丸子中央 総診
131 131 市立甲府 外科 相澤 代内 大学１内 飯田市立 消内丸子中央 総診 諏訪日赤 産婦
132 132 小諸厚生 循内 大学３内 神 諏訪日赤 消内 大学　整形小諸高原 精神 浅間総合 代内
133 133 大学　救急 大学１内 市立甲府 神内 丸の内 内科こども 形成小児 木曽 外科
134 134 松本医療ｾﾝﾀ- 泌尿 大学４内 大学２内 消 飯山日赤 内科木曽 外科 大学　救急
135 135 大学　精神 大学３内 膠 北信総合 循内 須坂 内科大学　耳鼻 諏訪日赤 外科
136 136 大学　麻酔 中信松本 呼内 信州上田 循内 市立大町 内科丸の内 関節 大学　産婦
137 137 諏訪日赤 救急 長野日赤 循内 大学３内 神 松本医療ｾﾝﾀ- 消内大学　臨床検査 長野日赤 精神
138 138 長野市民 神内 大学　循内 大学１内 昭和伊南 外科 (PC)大学　麻酔 長野日赤 救急
139 139 木曽 外科 市立甲府 神内 松本医療ｾﾝﾀ- 血内 小諸厚生 循内大学　形成 中信松本 小児
140 140 こども 小児外科 信州上田 循内 長野日赤 神内 長野松代総合 呼内(総内)大学　腫瘍 大学　１外
141 141 大学　小児 松本医療ｾﾝﾀ- 循内 伊那中 神内 木曽 内科大学　脳外 松本市立 救急
142 142 北信総合 消内 佐久 外科・放射線治療科 大学２内 腎 中信松本 呼内大学　眼科 市立大町 外科
143 143 長野日赤 神内 大学　循内 中信松本 呼内 富士見高原 内科大学　放射線科 大学　救急
144 144 飯田市立 小児 伊那中 代内 北信総合 消内 松本医療ｾﾝﾀ- 循内小諸厚生 外科 大学　産婦
145 145 諏訪日赤 精神 篠ノ井総合 循内 長野市民 神内 大学４内松本医療ｾﾝﾀ- 麻酔 大学　１外
146 146 安曇野日赤 神内 長野市民 代内 大学２内 血 長野松代総合 循内(総内)大学　臨床検査 小諸高原 精神
147 147 大学　小児 上越総合 循内 中信松本 神内 あづみ 在宅支援 (PC)大学　耳鼻 長野日赤 腎内
148 148 大学　皮膚 大学　２外 佐久 外科・放射線治療科 市立甲府 総内北信総合 消内 中信松本 呼内
149 149 市立大町 泌尿 丸の内 膠内 大学３内 神 北信総合 循内須坂 小児 大学　２外
150 150 大学　基礎 中信松本 神内 大学　循内 須坂 呼吸器・感染症内科大学　基礎 大学　基礎
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