
1 

資料 4. 神戸大学産婦人科専門研修施設群 2019 

 

教育連携施設群：下記施設にて研修プログラムを実施する 

 

① 神戸大学医学部附属病院 

指導医 山田秀人、蝦名康彦 他 4名 

疾患の比率 
婦人科腫瘍 45％，周産期 45％，生殖・内分泌・女性ヘルスケ

ア 10％ 

 医師数 常勤：30名   非常勤：0名    計：30名  

病床・患者数 

病床数 婦人科 35床 産科 30床 NICU 12床 新生児 18床  

婦人科手術 約 360件／年 分娩 約 490例／年 母体搬送 70

件／年 

外来患者総数 約 20,000名/年 

病院の特徴 

「日本産科婦人科学会専門研修施設」に加えて「周産期専門医

制度基幹施設」および「婦人科腫瘍研修認定施設」となっていま

す。サブスペシャリティである周産期（母体・胎児）専門医、婦

人科腫瘍専門医、生殖医療専門医の取得可能です。また、産婦人

科内視鏡学会認定医も取得可能な施設です。 

研修の特徴 

良性から悪性まであらゆる婦人科疾患、母体救命、胎児救命、

ＮＩＣＵを含むあらゆる周産期疾患、腹腔鏡から体外受精まであ

らゆる生殖内分泌疾患・女性ヘルスケアなど非常に豊富な症例を

それぞれの専門家による手厚い指導にて研修することができま

す。 

臨床研修の内

容 

専門研修 1 年目 

指導医とともに様々な領域の疾患の患者さんを担当し、産婦人科
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診療に必要な基本的な姿勢、技術を身につける。帝王切開や単純

子宮全摘術など基本術式の第 1助手を担当する。 

研究活動 

カンファレンスでの症例提示や抄読会発表に加えて、学会発表、

論文執筆・投稿を行う。  

単年度専攻医

受け入れ可能

人数 

16名 

 

② 社会医療法人 愛仁会 高槻病院                 

病院名  

指導責任者  

社会医療法人愛仁会 高槻病院   

中後 聡 

医師数  常勤13名 非常勤0名 計13名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 専門医8名（内指導医４名）  

日本婦人科腫瘍学会 専門医1名(内指導医１名)  

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)専門医3名（内指導医１名）  

日本女性医学会 暫定指導医1名  

日本臨床細胞学会 専門医２名（内教育研修指導医２名） 

日本がん治療認定医機構 認定医4名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 20％，周産期 60％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 20％  

病床  婦人科15床 産科45床 NICU 21床 新生児27床  

患者数  婦人科手術 約360件／年 （内訳 悪性浸潤癌25件、良性174件、腹腔鏡手

術116件）  

分娩 約1223例／年 帝王切開 388件／年（前置胎盤取り扱い19件） 母体

搬送 280件／年  

外来患者数 約32400名/年  

病院、研修の特徴  

 

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設」に加えて「周産期専門医制度

基幹施設」および「婦人科腫瘍研修認定施設」であり、周産期（母体・胎

児）専門医、婦人科腫瘍専門医が取得可能です。 

 良性から悪性まであらゆる婦人科疾患、母体救命、胎児救命、ＮＩＣＵを

含むあらゆる周産期疾患など豊富な症例を経験できます。絶対断らない搬
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送受け入れ体制を実践しています。  

 専攻医の研修期間に、自ら考え論文にまとめる力を養います。子宮底部横

切開、腹膜外帝王切開、当院で開発した骨盤臓器脱手術などクリエイティ

ブな臨床を行っています。 

 

③ 社会医療法人 愛仁会 千船病院  

病院名 

指導責任者  

愛仁会千船 病院   

吉田 茂樹 

医師数  常勤17名 非常勤1名 計18名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医6名・専門医9名  

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)暫定指導医2名・専門医4名  

日本女性医学会 暫定指導医1名  

日本がん治療認定医機構 暫定指導医1名・認定医4名  

日本産婦人科内視鏡学会 技術認定医3名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 45％，周産期 50％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 5％  

病床  婦人科20床 産科47床 NICU 15床 新生児GCU 15床  

患者数  婦人科手術 617件／年 （内訳 悪性浸潤癌39件、良性578件、腹腔鏡手術317件）  

分娩 1501例／年 帝王切開 317件／年（前置胎盤取り扱い 10件） 母体搬送 90件

／年  生殖補助医療 0件/年 

外来患者数 37387名/年  

病院、研修の特徴  

 

愛仁会千船病院は,大阪市西淀川区にある292床の一般急性期病院で,当院産婦人科

は母体胎児 集中治療室（MFICU）6床,新生児集中治療室（NICU・GCU） を各15

床備え,年間およそ1500件の分娩を取り扱う地域周産期母子医療センターです。多数

の母体搬送を積極的に 受け入れると同時に,年間1200件の産婦人科一次救急患者の

半数以上を引き受けております。近年,これら周産期・産婦人科救急医療に加え,婦人

科悪性腫瘍ならびに婦人科腹腔鏡手術に力を入れ,産婦人科のみで年間1000件を超

える手術件数を取り扱い,産科・婦人科すべての領域をカバーした高度な医療を提供

しております。  

当院は,地域における「がん診療拠点病院」「がん治療認定機構における研修施設」

ならびに「日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設」に認定されており,4名 の同機

構がん治療認定医、3名の内視鏡技術認定医の指導のもと,積極的に腹腔鏡手術を導
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入した婦人科がんの治療を行っております。 

さらに2017年7月新病院への移転を機に,最新型「da Vinci Xi」を導入し,子宮悪性腫

瘍に対するロボット支援手術を導入し,すでに産婦人科指導医4名がIntuitive 

Surgical Japan社のda Vinciトレーニングを修了しております。 

これまで広く偏りのない多くの大学より多数の専攻医を採用 しており,臨床力・人

格ともすぐれた男性医師4名,女性医師2名, 合計6名の指導医が懇切丁寧に指導に当

たります。 

当科で取得できる認定医／専門医ならびにセカンドスペシャリ ティーの資格は下

記の5つです。1）日本産科婦人科学会専門医 2） 日本産婦人科医会母体保護法指定

医 3）日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 4）日本周産期・新生児医学会周産

期母体・胎児専門医 5）日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 

当院産婦人科は,『新専門医制度・産婦人科専門研修プログラムにおける基幹施設』

に認定されており、院内初期研修医を優先的に採用すると同時に、院外からも多数

の後期研修医を募集いたしております。当院での初期ならびに後期研修に興味のあ

る方,見学希望の学生・研修医の先生からの連絡を随時お待ちしております。  

 

④ 淀川キリスト教病院               

病院名  

指導責任者  

淀川キリスト教病院   

丸尾 伸之 

医師数  常勤９名 非常勤6名 計15名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医２名・専門医８名  

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)指導医１名・専門医２

名  

日本女性医学会 暫定指導医１名  

日本産婦人科内視鏡学会 技術認定医１名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 ２０％，周産期 ６０％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア ２

０％  

病床  婦人科10床 産科54床 NICU 21床 新生児15床  

患者数  婦人科手術 約356件／年 （内訳 悪性浸潤癌10件、良性346件、腹腔

鏡手術203件）  

分娩 約1305例／年 帝王切開 275件／年（前置胎盤取り扱い13件） 母

体搬送 100件／年  
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生殖補助医療０件/年 

外来患者数 約28,426名/年  

病院、研修の特徴  

 

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設」に加えて「周産期専門医

制度基幹施設」および「産婦人科内視鏡学会認定研修施設」となって

います。サブスペシャリティである周産期（母体・胎児）専門医、ヘ

ルスケア専門医が取得可能です。また、産婦人科内視鏡学会認定医も

取得可能です。  

 地域周産期センターとして、母体救命、胎児救命などあらゆる周産期

疾患に習熟できます。また良性を主体とした腹腔鏡手術を先駆者の専

門家による手厚い指導にて研修することができます。  

私たちが大切にしていることは教育と治療の標準化、臨床研究を通

じて外部へ発信できる力です。若手からは熱意という刺激をもらい、

若手の教育を通じて指導医が成長しています。また、へき地医療や海

外医療の機会も活用しながら、より多角的な視座の獲得を目指してお

ります。 

  

 

⑤ 神戸医療センター 

病院名  

指導責任者  

神戸医療センター 

武内 享介 

医師数  常勤4名 非常勤1名 計5名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医2名・専門医4名   

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)指導医1名・専門医1名  

日本産婦人科内視鏡学会 技術認定医1名   

疾患の比率  婦人科腫瘍 60％，周産期 30％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 10％  

病床  産婦人科18床 新生児は定床なし  

患者数  婦人科手術 約300件／年 （内訳 悪性浸潤癌30件、良性270件、腹腔鏡手術150件）  

分娩 約230例／年 帝王切開 66件／年（前置胎盤取り扱い4件） 母体搬送 5件／年  

生殖補助医療0件/年 

外来患者数 約10,000名/年  
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病院、研修の特徴  

 

神戸大学専門研修プログラムの研修施設として様々な症例を経験することが可能で

す。また、専門医受験に必要な学会発表ならびに論文執筆に対する指導を確実に行

っています。当科は日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設であり、専門医修得後

は内視鏡手術技術認定医取得も可能です。  

  

  

 

 

⑥ 加古川中央市民病院 

病院名  

指導責任者  

加古川中央市民病院 病院   

房 正規 

医師数  常勤5名 非常勤1名 計6名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医1名・専門医4名  

 

疾患の比率  婦人科腫瘍 30％，周産期 60％，生殖・内分泌・女

性ヘルスケア 10％  

病床  婦人科7床 産科47床 NICU 15床 ＧＣＵ30床  

患者数 婦人科手術 約240件／年 （内訳 悪性浸潤癌0件、良

性170件、腹腔鏡手術70件）  

分娩 約850例／年 帝王切開 420件／年（前置胎盤取

り扱い15件） 母体搬送 90件／年  

生殖補助医療0件/年 

外来患者数 約12500名/年  

病院、研修の特徴  

 

当院は700床、３０診療科を擁する東播磨地域の中核

病院です。地域周産期センターならびにＢＦＨに認定

されています。このため産科では正常妊婦、分娩症例

だけでなくハイリスク妊娠、産科救急症例も数多く経

験できます。 

婦人科は良性婦人科疾患を中心に対応しており、腹腔

鏡、子宮鏡による低侵襲手術を積極的に行っておりま
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す。 

  

  

 

                

⑦ 兵庫県立こども病院  

病院名  

指導責任者  

兵庫県立こども病院   

船越 徹 

医師数  常勤7名 非常勤0名 計7名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医1名・専門医6名  

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)指導

医1名・専門医3名   

疾患の比率  婦人科腫瘍 0％，周産期 100％，生殖・内分泌・女

性ヘルスケア 0％  

病床  婦人科0床 産科32床(MFICU6床含む) 新生児室5床 

NICU 21床 GCU 24床  

患者数  婦人科手術 約0件／年 （内訳 悪性浸潤癌0件、良性

0件、腹腔鏡手術0件）  

分娩 273例／年 帝王切開 145件／年（前置胎盤取り

扱い3件） 母体搬送 133件／年  

生殖補助医療0件/年 

外来患者数 2490名/年  

病院、研修の特徴  

 

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設」に加えて

「周産期専門医制度基幹施設」となっています。サブ

スペシャリティである周産期（母体・胎児）専門医が

取得可能です。また、臨床遺伝専門医も取得可能です。  

 あらゆる胎児形態異常、胎児発育不全、多胎、切迫早

産、前期破水等の周産期疾患の豊富な症例を専門医に

よる手厚い指導を受けて研修することができます。  
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⑧ 兵庫県立がんセンター 

病院名 

指導責任者  

兵庫県立がんセンター 

山口 聡 

医師数  常勤12名 非常勤0名 計12名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医4名・専門医12名  

日本婦人科腫瘍学会指導医2名・専門医6名  

日本がん治療認定医機構 暫定指導医2名認定医10名  

臨床遺伝専門医制度 臨床遺伝専門医2名  

日本産婦人科内視鏡学会 技術認定医1名  

日本内視鏡外科学会 技術認定医1名  

日本臨床細胞学会 細胞診専門医1名 

疾患の比率  婦人科腫瘍 100％，周産期 0％，生殖・内分泌・女

性ヘルスケア0％  

病床  婦人科45床 産科0床 NICU 0床 新生児0床  

患者数 婦人科手術 約690件／年 （内訳 悪性浸潤癌約250

件、良性440件、腹腔鏡手術108件）  

分娩 0例／年 帝王切開 0件／年（前置胎盤取り扱い

0件） 母体搬送 0件／年  

生殖補助医療0件/年 

外来患者数 約15000名/年  

病院、研修の特徴  都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受けており、

「日本産科婦人科学会専門研修施設」に加えて「日本

婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医修練施設」「産婦人

科内視鏡学会研修認定施設」となっています。サブス

ペシャリティである婦人科腫瘍専門医、がん治療認定

医、産婦人科内視鏡学会技術認定医、臨床遺伝専門医

の取得が可能です。また、新薬の治験や臨床試験にも

積極的に参加し、最新の治療を患者様に提供できるよ

う努力しています。 
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がんの治療方法は、手術、放射線治療、化学療法など

を組み合わせ、多岐にわたりますが、どのような治療

を受ける場合でも、きちんとした説明を受けて、患者

さんと御家族が納得して治療を受けることが重要で

す。当センターでは、「科学と信頼に基づいた最良の

がん医療を推進します」を基本理念とし、患者さんと

医療スタッフとの信頼関係をもっとも大切にして診

療を行い、がん患者を支援する「チーム医療」を実践

しています。がんの治療はますます高度化、専門化し

ていることから、初期治療から経過観察、看取りまで

のすべてを、単独の病院のみで行うことは困難となっ

ています。「地域医療連携室」や「がん相談支援セン

ター」を通して、当センターと地域の他の病院・診療

所との連携を密にし、がん患者さんの回復と社会復帰

を支援できるよう努力しています。 

  

 

 

その他の連携施設群 

 

1）神戸赤十字病院   

病院名  

指導責任者  

神戸赤十字病院   

佐藤 朝臣 

医師数  常勤3名 非常勤0名 計4名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医2名・専門医3名  

疾患の比率  婦人科良性腫瘍79％，悪性腫瘍6％、周産期 3％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 12％  

病床  婦人科12床  

患者数  婦人科手術 304件／年 （内訳 悪性浸潤癌18件、良性開腹手術50件、膣式手術54

件、腹腔鏡手術151件 子宮鏡34件）  

外来患者数 約8200名/年  
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病院、研修の特徴  

 

日本産科婦人科学会専門医制度研修施設となっています。良性から悪性まで非常に

豊富な婦人科症例があり、開腹手術だけでなく、腟式手術、子宮鏡手術、腹腔鏡手

術と広く執刀経験を積むことが可能です。 

  

  

 

2）兵庫県立淡路医療センター 

病院名  

指導責任者  

兵庫県立淡路医療センター病院 

西島 光浩 

医師数  常勤５名 非常勤０名 計５名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医１名・専門医４名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 ３５％，周産期 ５５％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア １０％  

病床  婦人科６床 産科２０床 NICU ６床 新生児１５床  

患者数  婦人科手術 約１５０件／年 （内訳 悪性浸潤癌１０件、良性１１５件、腹腔鏡手術

２５件）  

分娩 約８００例／年 帝王切開 １７０件／年（前置胎盤取り扱い５件） 母体搬送 

１０件／年  

生殖補助医療０件/年 

外来患者数 約１３７５０名/年  

病院、研修の特徴  

 

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設」に加えて「地域の周産期センター」、

「兵庫県のがん拠点病院」となっています。症例報告など論文投稿についても上級

医が十分に指導・協力します。 

 良性から悪性まであらゆる婦人科疾患の診断および手術療法、化学療法、放射線療

法、周産期では正常・異常分娩の管理、母体合併症、胎児救命、帝王切開術等、非

常に豊富な症例を経験し、研修することができます。  
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3）済生会兵庫県病院 

病院名 

指導責任者  

社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 

左右田 裕生 

医師数  常勤6名 非常勤0名 計6名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医3名・専門医3名  

日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児)指導医1名・専門医2名  

臨床遺伝専門医制度 臨床遺伝専門医1名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 30％，周産期 60％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 10％  

病床  産婦人科 30床 NICU 9床 GCU 12床  

患者数  婦人科手術 103件／年 （内訳 悪性浸潤癌5件、良性13件、腹腔鏡手術13件）  

分娩 543例／年 帝王切開 174件／年（前置胎盤取り扱い2件） 母体搬送 74件／年  

外来患者数 約11000名/年  

病院、研修の特徴  

 

当院は神戸市北区（車で六甲山トンネルを抜けて約10分、有馬温泉から約15分）に

位置する北神三田地区の地域中核病院です。地域周産期センターに認定されており、

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設」に加えて「周産期専門医制度基幹施設」

となっています。また、サブスペシャリティである周産期（母体・胎児）専門医が

取得可能です。 

 また、婦人科疾患についても良性から悪性まで対応しており、医師としてまた産婦

人科医師として幅広い知識と技能を持つことが可能です。 

  

 

 

4）三田市民病院  

病院名  

指導責任者  

三田市民病院   

小原 範之 

医師数  常勤４名 非常勤０名 計４名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 暫定指導医２名・専門医３名  

日本がん治療認定医機構 暫定指導医０名・認定医０名 会員１名  
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疾患の比率  婦人科腫瘍 40％，周産期 50％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 10％  

病床  婦人科と産科で14床 NICU 0床 新生児 規定なし  

患者数  婦人科手術 約77／年 （内訳 悪性浸潤癌11件、良性48件、腹腔鏡手術18件） 、

化学療法例 多数 

分娩 約344例／年 帝王切開79件／年（前置胎盤取り扱い0件）、母体搬送受け入

れなし 

生殖補助医療０件/年 

外来患者数 14,658名/年 

病院、研修の特徴  

 

日本産科婦人科学会専門医制度研修施設で神戸大学と連携病院の体制をとってい

ます。当病院は北摂、宝塚、篠山、北区を含む人口30万人の住民をカバーしてい

る地域中核病院であり、特に救急患者への対応に力を注いでいます。実地臨床の

中でサブスペシャリティである婦人科腫瘍専門医、ヘルスケア専門医が取得可能

です。研修医には積極的に執刀を行なっており、子宮全摘出術、帝王切開術、子

宮脱、腹腔鏡手術、骨盤リンパ節生検等を指導しています。また、研修医の先生

に対して専門医取得の準備が必要とのことから、学会発表と英文論文執筆の指導

を実施しています。当科での英文論文採用実績は2013年からPub-Med掲載英文論

文８編。現在、研修医が１編英文論文投稿済み、１編執筆中。  

 良性から悪性まで婦人科疾患、母体救命、胎児救命を含む周産期疾患、腹腔鏡下

手術、無月経の治療まで生殖内分泌疾患・女性ヘルスケアなど豊富な症例をそれ

ぞれの専門家による指導にて研修することができます。  

稀な症例については病理医との協力のもとで免疫染色を含む詳細な病理学的検討

を行なっています。子宮頸癌症例に対しては放射線治療（外照射）も施行してい

ます（腔内照射は神戸大学で施行）。また、DEXAで骨塩量の測定が可能で整形外

科との連携で骨粗鬆症の治療を手がけています。最新型のダビンチが昨年導入さ

れ、産婦人科でも準備を整えつつあります。 
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5）兵庫県立柏原病院  

病院名  

指導責任者  

兵庫県立柏原病院 

丸尾 原義 

医師数  常勤 4名 非常勤 1名 計 5名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医 2名・専門医 3名   

疾患の比率  婦人科腫瘍 30％，周産期 60％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 20％  

病床  産婦人科 14床 NICU 0床 新生児 4床  

患者数  婦人科手術 120件／年 （内訳 悪性浸潤癌 8件、良性 86件、腹腔鏡手術 30件）  

分娩 207例／年 帝王切開 52件／年（前置胎盤取り扱い 1件） 母体搬送 5件／年  

生殖補助医療 0件/年 

外来患者数 約 9,000名/年  

病院、研修の特徴  正常妊娠、婦人科良性疾患などの産婦人科一般診療から、合併症妊娠管理、婦人

科悪性疾患治療まで幅広い診療を提供しています。当院では「日本産科婦人科学

会専門医制度研修施設」に意外にも「兵庫県周産期医療協力病院」「地域がん診

療連携病院」「臨床研修指定病院」であり、内科を始めとする他診療科とも密な

連携をとり、産科疾患や、悪性疾患を含めたあらゆる婦人科疾患の合併症管理も

経験することができます。  

  

 

6）製鉄記念広畑病院  

病院名  

指導責任者  

製鉄記念広畑病院 病院 

武木田 茂樹 

医師数  常勤２名 非常３名 計５名  

指導医専門医数  日本産科婦人科学会 指導医１名・専門医１名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 40％，周産期 40％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 20％  

病床  婦人科10床 産科16床 NICU 0床 新生児3床  

患者数（H29.1～

H29.12） 

婦人科手術 254件／年 （内訳 悪性浸潤癌16件、良性238件、腹腔鏡手術52件）  

分娩 323例／年 帝王切開 65件／年（前置胎盤取り扱い1件） 母体搬送 5件／年  

生殖補助医療0件/年 
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外来患者数 約12000名/年  

病院、研修の特徴  

 

・当科は神戸大学病院産科婦人科を基幹病院とする日本産科婦人科学会専門医制

度研修連携施設である。 

・当院は392床、28診療科で構成され、プライマリケアから高度医療まで急性期を

主体とした病院である。 

・当院はヘリポートを常備した姫路救命救急センターを併設した急性期病院であ

り、婦人科救急の受け入れを積極的にしている。 

・地域型がん拠点病院であるため、初回手術治療、化学療法、放射線療法、緩和

治療も行っている。 

・姫路には産婦人科のある総合病院は、姫路赤十字病院、姫路聖マリア病院、当

院の3か所しかないため、広畑地区を中心に地域に根ざした医療も行っている（地

域のかかりつけ病院の位置付け）。 

 （周産期） 

ＮＩＣＵはないが小児科医１名が常勤しているため、低出生体重を含まない新生

児医療を行う体制は整っている。正常分娩を中心に取り扱っているが、総合病院

であるため、内科合併症、高齢妊婦など比較的ハイリスク症例の比率が高い。 

（婦人科） 

良性から悪性まであらゆる婦人科疾患の治療を行っている。子宮頚癌については

RALSの設備はないため高次専門医療機関に紹介している。 

（生殖内分泌） 

保険適応内での不妊精査、不育症精査は行っている。排卵誘発剤はCCおよびFSH

製剤、ｈCG製剤は投与可能でタイミングは指導している。自費診療となる、AIH 、

IVF-ET、ICSIは行っていない。 

  

 

7）  六甲アイランド甲南病院 

病院名  

指導責任者  

六甲アイランド甲南病院   

森田 宏紀 

医師数  常勤4名 非常勤0名 計4名  



15 

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医1名・専門医4名  

日本婦人科腫瘍学会専門医1名  

日本周産期・新生児医学会 周産期専門医3名  

日本女性医学会 専門医１名  

日本がん治療認定医機構 認定医１名  

日本産婦人科内視鏡学会 技術認定医１名  

疾患の比率  婦人科腫瘍 50％，周産期 30％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 20％  

病床  産婦人科20床  NICU 0床 新生児6床  

患者数  婦人科手術 141件／年 （内訳 悪性浸潤癌7件、良性134件、腹腔鏡手術58件）  

分娩 110例／年 帝王切開 27件／年（前置胎盤取り扱い0件） 母体搬送 5件／年 、

生殖補助医療0件/年 

外来患者数 6024名/年  

病院、研修の特徴  

 

当院は神戸市東部における唯一の産科と婦人科を有する総合病院です。東灘地域

の基幹病院でもあり産科、婦人科の両者の研修がまんべんなく行えます。2019年

以降順次新甲南病院に統合しこの地域における500床規模の総合病院に発展する

予定です。 

 婦人科良性疾患手術は原則腹腔鏡による低侵襲手術による対応をしており、ま

た円錐切除術、子宮脱根治術などの経腟手術から開腹子宮癌や卵巣癌根治術まで

幅広く対応をしております。分娩はNICUがありませんので35週以降の取り扱いに

なりますが、地域周産期協力病院として兵庫県の周産期システムの一躍を担い２

年前の当院の分娩再開以降増加しております。 

 サブスペシャリティーとして現在周産期専門医、腹腔鏡技術認定医を取得出来

る体制です。腫瘍専門医、女性医学会専門医も在籍しており将来同専門医の取得

も出来る体制を作っていきます。経験豊富な医師が熱い指導を行います。東灘と

いう良好な環境で婦人科、産科を充実して実習したい学生や、さらに将来様々な

サブスペシャリティーを取得したい研修医にはお勧めできる施設です。 

 

8）西脇市立西脇病院 

病院名 西脇市立西脇病院 

指導責任者  

西脇市立西脇病院   

阿江 孝 

医師数  常勤２名 非常勤１名 計３名  
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指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医2名・専門医２名  

  

疾患の比率  婦人科腫瘍 10％，周産期 50％，生殖・内分泌・女

性ヘルスケア 40％  

病床  婦人婦人科17床 NICU ３床 新生児0床  

患者数  婦人科手術 約72件／年 （内訳 悪性浸潤癌１件、良

性57件、腹腔鏡手術５件）  

分娩 約228例／年 帝王切開 75件／年（前置胎盤取

り扱い0件） 母体搬送 １件／年  

生殖補助医療０件/年 

外来患者数 約7680名/年  

病院、研修の特徴  

 

良性から悪性まであらゆる婦人科疾患の診断および

手術療法、化学療法、放射線療法、周産期では正常・

異常分娩の管理、母体合併症、胎児救命、帝王切開術

等、非常に豊富な症例を経験し、研修することができ

ます。 

  

  

9）明石医療センター 

病院名  

指導責任者  

医療法人社団 明石医療センター 

堀 聖奈 

医師数  常勤５名 非常勤2名 計7名  

指導医・  

専門医数  

日本産科婦人科学会 指導医1名・専門医3名   

  

病床  婦人科 15床 産科25床 NICU 6床 新生児10床  

患者数  婦人科手術 約320件／年 （内訳 腹腔鏡手術142件）  



17 

分娩 約1041例／年 帝王切開 192件／年（前置胎盤取

り扱いなし） 母体搬送 17件／年  

外来患者数 約24193名/年（延べ 重複あり）  

病院、研修の特徴  

 

「日本産科婦人科学会専門医制度研修施設（連携施

設）」、「地域周産期母子医療センター認定施設」で

す。  

 産科領域では、小児科医師と連携し、30週以降

の分娩を年間 1000件以上扱っています。総合病

院として、内科医師と連携し、合併症妊娠の管

理を経験することができます。 

婦人科領域では、外来診療の中で多彩な症例に

出会い、手術では多くの良性疾患を担当するこ

とが出来ます。中でも、腹腔鏡下手術を積極的

に行っており、上級医のもとで十分な経験を積

むことが出来ます。 

一般病院ならではのアットホームな雰囲気の中で、上

級医の指導の下、分娩、婦人科手術等、様々な症例を

経験することが可能です。 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


