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資料 1. 神戸大学専門研修連携施設群

連携施設群：

①高槻病院 ②淀川キリスト教病院、③千船病院、④神戸赤十字病院、⑤神戸

医療センター、⑥県立こども病院、⑦西神戸医療センター、⑧済生会兵庫県病

院、⑨県立淡路医療センター、⑩県立がんセンター、⑪明石医療センター、⑫

加古川西市民病院、⑬三田市民病院、⑭兵庫県立柏原病院、⑮西脇市立西脇病

院、⑯製鉄記念広畑病院、⑰中林産婦人科クリニック、⑱赤穂市民病院、⑲第

２大谷レディスクリニック
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各研修病院における手術件数と分娩数等の概数（平成 26 年 1月～12月）

各研修病院における研修体制

各研修病院での専門医指導に関する研修可能性を 3段階（◎、〇、△）に評価した。

「 - 」は症例取り扱いなし。

病院 生殖内分泌 婦人科腫瘍 周産期 女性のヘルスケア
神戸大学医学部

附属病院
〇 ◎ ◎ 〇

高槻病院 〇 ◎ ◎ 〇
千船病院 〇 ◎ ◎ 〇

淀川キリスト教病院 〇 〇 ◎ 〇
西神戸医療センター 〇 ◎ 〇 〇
神戸医療センター 〇 ◎ 〇 〇
神戸赤十字病院 〇 ◎ - 〇

県立淡路医療センター 〇 〇 ◎ 〇
済生会兵庫県病院 〇 〇 ◎ 〇

三田市民病院 〇 〇 〇 〇
明石医療センター 〇 ◎ ◎ 〇
加古川西市民病院 〇 〇 ◎ 〇
兵庫県立柏原病院 〇 〇 〇 〇
西脇市立西脇病院 〇 〇 〇 〇
製鉄記念広畑病院 〇 〇 〇 〇

赤穂市民病院 〇 〇 〇 〇
兵庫県立こども病院 - - ◎ -

兵庫県立がんセンター - ◎ - △
中林産婦人科クリニック ◎ - △ 〇

第２大谷レディスクリニック ◎ - - 〇

総合型

連携型

連携専門
医療型

指導施設外

病院 婦人科手術
子宮内容除去術・
子宮内膜掻爬術

腹腔鏡下手術 分娩数 帝王切開 母体搬送

神戸大学医学部
附属病院

350 50 50 450 250 70

高槻病院 450 100 90 1350 450 200
千船病院 500 200 300 1500 450 120

淀川キリスト教病院 250 40 60 1400 350 120
西神戸医療センター 600 50 270 750 200 40

神戸医療センター 200 20 70 250 70 5
神戸赤十字病院 350 10 120 0 0 0

県立淡路医療センター 160 40 30 650 140 20
済生会兵庫県病院 100 30 30 580 160 70

三田市民病院 200 30 30 450 80 0
明石医療センター 450 100 200 1050 230 20
加古川西市民病院 200 50 30 850 350 100
兵庫県立柏原病院 100 30 10 180 40 2

西脇市立西脇病院 100 10 1 270 80 2
製鉄記念広畑病院 200 20 30 350 60 10

赤穂市民病院 150 60 1 250 50 0
兵庫県立こども病院 0 2 0 350 200 150

兵庫県立がんセンター 650 20 20 0 0 0
指導施設外 中林産婦人科クリニック 1 50 0 320 50 0

総合型

連携型

連携専門
医療型
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1).総合型研修病院

I. 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：25名 非常勤：0名 計：25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

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、
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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

Ⅱ．社会医療法人 愛仁会 高槻病院

指導医 中後 聡 他 2名

疾患の比率
婦人科腫瘍 20％，周産期 65％，生殖・内分泌・女性ヘルスケ

ア 15％

医師数 常勤：13名 非常勤：0名 計：13名

病床・患者数

病床数 婦人科 16床 産科 38床 MFICU 6床

新生児 NICU 21床 GCU 24床

婦人科手術 約 390件／年 分娩 1350例／年

母体搬送 200件／年

外来患者総数 約 20000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｣となっている。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

医の取得が可能である。新生児科、小児外科、小児脳神経外科と

合わせ、総合周産期母子医療センターに指定されており、あらゆ

るハイリスク妊娠・分娩、胎児疾患に対応している。

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、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のもとに研修することが

できる。生殖補助医療については関連施設での研修が可能である。
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臨床研修の内

容

指導医とともに様々な領域の疾患の患者さんを診療し、チーム医

療を通して、報告・連絡・相談の重要性を認識し、診療の基本姿

勢、技術を学ぶ。

研究活動

“患者が発する情報”と“世界の情報”と“チームの経験”を組

み合わせ「最良の医療」を模索する。この努力により、新しい医

療（エビデンス）を開発し、評価を世に問うという医療姿勢を身

につける。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

2名

Ⅲ．社会医療法人愛仁会 千船病院

指導医 吉田茂樹 他 2名

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 ％

医師数 常勤：12 名 非常勤：1 名 計： 13 名

病床・患者数

病床数 婦人科 31床 産科 34 床 新生児 30 床

婦人科手術 約 600 件／年 分娩 1500 例／年

母体搬送 140 件／年 外来患者総数 約 35,000 名/年

病院の特徴

母体胎児集中治療室（MFICU）6 床、新生児集中治療室（NICU、GCU）

各 15 床を備える地域周産母子センターとして、年間 1500件をこ

える分娩を取り扱い, 大阪府の周産期医療システムにおける基幹

病院の一つとして機能すると同時に、婦人科領域にも注力し、子

宮癌、卵巣癌をはじめとする婦人科悪性疾患を広く行うと同時に、

腹腔鏡手術を積極的に導入し、子宮筋腫・子宮内膜症等良性疾患
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にも注力しております。

研修の特徴

圧倒的な症例数を背景に、産科・婦人科すべての領域を網羅した

バランスのよい研修内容を提供しており、 さらに、希望されれ

ば、他の愛仁会関連病院産婦人科（愛仁会高槻病院・明石医療セ

ンター）での交換研修が可能です。

臨床研修の内

容

年間 400件の帝王切開を含め、産婦人科単独で年間 1000件を超え

る手術を、指導医の指導のもと、後期研修医に積極的に執刀させ

るような体制をとっており、きめ細かく技術面の指導を行います。

病院や医局の雰囲気もよく、コメディカルは協力的で、非常に働

きやすい環境です。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

4名

2).連携型研修病院

Ⅰ．淀川キリスト教病院

指導医 丸尾伸之 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％

医師数 常勤： ９名（3名は産休中） 非常勤： ７名 計１６名

病床・患者数

病床数 婦人科１０床 産科５４床 NICU３６床

婦人科手術 約 ２６０件／年 分娩 １１３０例／年

母体搬送 １１０件／年

外来患者総数 約２５０００名/年
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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」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。

研修の特徴

産科を中心として、婦人科全般にわたる研修を積むことができ

ます。

地域周産期母子医療センターとして週数制限なく妊娠管理を行

い、多数の胎児救命症例や重症合併症に伴う母体救命症例を研修

できます。産科出血に対応した動脈塞栓治療も可能です。

また、ホスピスと連携し、婦人科癌の手術、化学療法、放射線

治療、緩和治療まで一貫して研修できます。腹腔鏡や子宮鏡手術

も積極的に行っています。救急外来が活発であり、婦人科救急疾

患症例も豊富に研修できます。

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

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

３名

Ⅱ．西神戸医療センター

指導医 竹内 康人

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％
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医師数
常勤：10名 非常勤：0名 計：10名

スタッフ 7人 専攻医 3人

病床・患者数

病床数 婦人科 25床 産科 20床 （病的）新生児 5床

平成 26年度実績

婦人科手術 570件／年 分娩 716例／年

母体搬送 42件／年

外来患者総数 28423名/年

病院の特徴

神戸市西地域の中核病院として、救急医療とがん診療に力を入

れています。厚生労働省指定の臨床研修指定病院であり、平成２

５年 11月地域医療指定病院、平成 27年 4月に国指定地域がん診

療連携拠点病院となっています。

研修の特徴

当院では総合病院という特徴を生かした診療を心がけていま

す。さまざまな産科疾患、婦人科疾患を経験してもらうと同時に、

学会や研修会などにも積極的に参加していただき、発表や論文作

成も指導しております。

日本産科婦人科学会にも、平成 25年度４題、平成 26年度・27

年度各 3題を発表しております。

臨床研修の内

容

産科部門：

外来診療を通じて、妊娠の診断、正常妊娠の管理、エコーによ

る胎児異常の診断、妊娠合併症の対処の仕方など、妊婦の健診に

必要な知識、技術を身に付けます。

病棟では正常分娩の管理に加え、異常分娩の早期診断、その対

処の仕方を習得します。特に分娩は、それまで順調に経過してい

るものでも、急変することがしばしばあり、場合によっては母児

双方の生命が危険にさらされることになります。したがって、分



9

娩周辺期の異常、特に大出血や子癇発作に対する対応は特に重要

であり、症例を通じてその対処に仕方を習得していただきます。

また、急速遂娩術としての吸引分娩は、胎児を救命する上でも重

要な手技であり、早い時期に習得します（当院では、鉗子分娩は

原則的に行っていません）。近隣の医療期間から、母体搬送を積

極的に引き受けることにより、ハイリスク妊娠、分娩管理を学び

ます。特に、産後の危機的出血例の受け入れは多く、DICの管理、

UAEや子宮全摘も選択する判断を学ぶことができます。

産科手術で基本となり、最も頻度の高いのは帝王切開術であり、

この手技についてもできるだけ早く習得していただくようにして

います。1年目の初めは第一助手が主体ですが、夏頃からは執刀

医として参加し、2年目、3年目には妊娠 36週未満の早産症例や

筋腫合併の症例なども執刀するようになります。3年目終了時に、

指導者的立場で自信を持って帝王切開術を施行できるようになる

ことを目標としています。

婦人科部門：

外来診療を通じて、婦人科内分泌疾患や不妊症の診断・治療法、

婦人科癌検診の手技、画像診断による性器腫瘍の診断手技などを

習得します。

入院患者については、まず術前、術後管理を学びます。

当院では婦人科手術として、開腹手術、膣式手術、腹腔鏡手術、

子宮鏡手術のいずれの術式も症例に応じて積極的に行っていま

す。1年目の初めはいずれの術式においても、第一助手として参

加することが多いですが、夏に入ると癒着が少なく比較的難易度

の低い腹式子宮全摘術、子宮筋腫核出術、円錐切除術が執刀でき

ることを目標にしています。2年目になりますと、開腹術は既往

があったり、癒着などでかなり難易度の高い症例もこなせるよう

になります。また、前半に子宮脱、後半に子宮筋腫の膣式子宮全

摘術と膣式手術の術者にも領域を拡大。腹腔鏡手術では、付属器

切除の執刀医を務めます。当院では症例の多い腹腔鏡手術に関し
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ては、3年目の前半で卵巣嚢腫核出術や子宮筋腫核出術（LAM）、

後半には子宮全摘術（LAVH）が上級医の指導のもと、完遂できる

ことを目標としています。悪性腫瘍に対する手術への参加は、症

例の難易度等により適時判断していますが、術後の化学療法には

チームの一員として積極的に参加します。

生殖・内分泌・女性ヘルスケア

不妊治療は外来診療において排卵誘発、人工授精を行い、HSG

も担当しています。原因不明の不妊症に対する腹腔鏡検査を行う

ケースもあります。

更年期患者には、DEXAによる骨密度検査や HRTや漢方投与を行

います。

子宮脱、膣脱の症例には、高齢者に対するペッサリーの挿入の

みならず、子宮全摘術および前後膣壁形成、マンチェスター手術、

膣閉鎖術などさまざまな術式で対応できるように指導していま

す。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

2名

Ⅲ．神戸医療センター

指導医 武内享介、杉本誠 2名

疾患の比率
婦人科腫瘍 50％，周産期 40％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア

10％

医師数 常勤：3名 非常勤（専攻医）： 2名 計： 5名

病床・患者数
病床数 婦人科 9床 産科 9床 新生児 3床

婦人科手術 約 300件／年 分娩 250例／年
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母体搬送 5件／年

外来患者総数 約 9300名/年

病院の特徴

当科は、成育医療の近畿地区基幹医療施設として母子医療、また

がん診療連携拠点病院として悪性腫瘍に対する政策医療に取り組

んできた。正常分娩はもとより異常分娩を取り扱うのみならず婦

人科悪性腫瘍や子宮頸部異形成に対する最新知見に基づいた集学

的治療、さらには良性腫瘍に対する内視鏡（腹腔鏡、子宮鏡）を

用いた治療、尿失禁や骨盤臓器脱（子宮脱）に対する手術療法な

ど幅の広い診療を行っている。

研修の特徴

当院は、現時点で日本産科婦人科学会の中央専門医制度委員会に

おける総合型専攻医指導施設であり、当院の研修で様々な症例を

経験し、臨床研究とその成果としての学会発表、論文執筆を効率

的に指導することが可能である。また、当科は日本産科婦人科内

視鏡学会認定研修施設で将来的に内視鏡手術技術認定医取得も可

能である。

臨床研修の内

容

【産科】

当院では主に正常分娩、内科合併症妊娠などの管理を行い。正常

分娩をしっかりと管理できるようにする。産婦人科診療の基礎を

収得した後は、自分で妊婦健診を行い、分娩を取り扱うことがで

きるように指導する。研修の目標である正常妊娠の管理、異常妊

娠・合併症妊娠への対応を含めて周産期専門医（母体・胎児）を

中心として指導する。

【婦人科】

当院では良性疾患のほとんどを内視鏡手術で加療している。開腹

手術の基本術式を収得した後に、研修期間に応じて腹腔鏡手術に

よる付属器腫瘍手術から筋腫核出術まで執刀できるような指導し

ている。子宮鏡手術に関しても、基本的な術式を習得することを

目的とする。また、女性泌尿器科にも力を入れており、エキスパ

ートによる hands on trainingを積んだ指導医のもとで TOT, TVM
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などのメッシュ手術を経験する。悪性腫瘍の治療に関して、がん

診療連携拠点病院として様々な症例や治療法を取り扱っている。

悪性腫瘍手術に関して、女性骨盤の解剖学に基づいて、根治性と

QOL の維持を高いレベルで両立するような術式を理解することを

目的とする。MRI をはじめとする産婦人科画像診断に関して、放

射線科と連携し、産婦人科医として基本的な読影能力を習得する。

悪性腫瘍に関しては細胞診専門医を中心としてその診断から治療

まで高いレベルでカバーしているので婦人科治療に関してはほと

んど経験可能である。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

2 名

Ⅳ．神戸赤十字病院

指導医 佐藤 朝臣

疾患の比率
婦人科腫瘍 90％，周産期 0％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア

10％

医師数 常勤：3名 計：3名

病床・患者数

病床数 時に指定なし

婦人科手術 約 322件／年 分娩 0例／年

外来患者総数 8810名/年

病院の特徴
地域医療支援病院で、地域からの紹介を多数受け入れており、

良性から悪性まであらゆる婦人科疾患に対応しています。

研修の特徴
良性から悪性まであらゆる婦人科疾患を経験でき、開腹手術の

みならず、腟式手術、腹腔鏡手術においても非常に豊富な症例が
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あり、手厚い指導にて研修することができます。連携型研修病院

ですので、兵庫県立こども病院、神戸大学附属病院での周産期研

修が可能です。

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

診療に必要な基本的な姿勢、技術を身につける。腹式単純子宮全

摘術や腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術、子宮脱手術など基本術式

の助手、術者を担当する。週 1回の外来診療を担当する。

専門研修 2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

診療に必要な基本的な姿勢、技術を身につける。腹式単純子宮全

摘術や腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術、子宮脱手術など基本術式

の術者、子宮付属器悪性腫瘍手術の助手を担当する。

週 1回の外来診療を担当する。

専門研修 3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

診療に必要な基本的な姿勢、技術を身につける。腹式単純子宮全

摘術や腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術、腹腔鏡補助下子宮筋腫摘

出術、子宮脱手術など基本術式の術者、子宮付属器悪性腫瘍手術

の助手を担当する。週 2回の外来診療を担当する。

後半は兵庫県立こども病院や、神戸大学附属病院での周産期研修

を行なう。

研究活動

カンファレンスでの症例提示に加えて、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

1名
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Ⅴ. 兵庫県立淡路医療センター

指導医 西島 光浩

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％

医師数 常勤：5名

病床・患者数

病床数 婦人科 10床 産科 20床 新生児 12床

婦人科手術 約 300件／年 分娩 638例／年

母体搬送 12件／年 外来患者数 約 14000名／年

病院の特徴

当院では地域救命救急センターが設置され、2次救急および救

命救急患者(3次救急)を中心に受け入れており、産婦人科も 24時

間体制で救急対応・緊急手術にあたっています。また地域の周産

期センターとして、母体搬送も随時受け入れております。

研修の特徴

指導医のサポートの下、婦人科・周産期の外来診療を担当し、

自分が診断した手術適応のある患者の、入院時の IC・手術の執

刀・術後管理をできる限り行ってもらっています。婦人科では腫

瘍・癌・ターミナルケア、周産期では、ハイリスク妊娠・分娩管

理など、症例はバリエーションに富んで非常に多く、産婦人科診

療のおもしろさを十分に感じられる研修ができます。

臨床研修の内

容

指導医の指導・サポートの下、妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、

正常分娩、異常分娩、産科出血、産褥）、女性生殖器及びその関

連疾患（無月経を含む月経異常、不正性器出血、更年期障害、外

陰・膣・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍）について、外来診療・入院

管理を行う。帝王切開や単純子宮全摘術などの基本術式、腹腔鏡

下手術・膣式手術の執刀およびの第１助手を担当する。

研究活動

NICUカンファレンスでの症例提示
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術前症例検討会での症例提示

症例報告などの学会発表、論文執筆・投稿など

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

2 名

Ⅵ．済生会兵庫県病院

指導医 左右田 裕生

疾患の比率 腫瘍 40 ％， 周産期 50 ％， 内分泌 10％

医師数 常勤：7名 非常勤：0名 計：7名

病床・患者数

病床数 産婦人科 30床 NICU 9床 新生児 18床

婦人科手術 約 200件／年

分娩 約 600例／年 母体搬送 100件／年

外来患者総数 約 17,000名/年

病院の特徴

「日本産科婦人科学会専門研修施設」で地域周産期母子医療セ

ンターとなっています。サブスペシャリティである周産期（母体・

胎児）専門医の取得可能です。

研修の特徴

良性から悪性を含む婦人科疾患、腹腔鏡や子宮鏡による低侵襲

的外科治療、母体救命、胎児救命、ＮＩＣＵを含むあらゆる周産

期疾患、生殖内分泌疾患・女性ヘルスケアなどの症例を研修する

ことができます。

臨床研修の内

容

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

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を経験します。また、麻酔手技について
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も経験します。

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

2 名

Ⅶ．三田市民病院

指導医 小原範之、神田雅俊

疾患の比率
婦人科腫瘍２０％，周産期７５％，生殖・内分泌・女性ヘルスケ

ア５％

医師数 常勤：４名 非常勤：１名（大学から当直担当） 計：５名

病床・患者数

病床数 婦人科と産科をあわせて１７床 新生児約２０床

婦人科手術 約２１８件／年 分娩４３８例／年

母体搬送 受け入れは０件／年

外来患者総数 約４３名/月

病院の特徴
地域中核病院である。

急性期病院である。

研修の特徴

重大な合併症を有していない妊婦の管理・分娩を学ぶ。

一般婦人科手術、悪性腫瘍の手術と化学療法の実施を学ぶ。

産科、婦人科一般の外来を学ぶ。

臨床研修の内

容

産科では NICUがないため母体搬送を要しない妊婦を扱っている。

婦人科では子宮・卵巣・卵管悪性腫瘍の手術を施行しているが傍
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大動脈リンパ節郭清は行っていない。

体外受精は行っていない。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

１名

Ⅶ． 加古川西市民病院

指導医 房 正規

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％

医師数 常勤：9名 非常勤：1名 計：10名

病床・患者数

病床数 婦人科 11床 産科 45床 新生児 NICU 15, GCU 27床

婦人科手術 約 350件／年 分娩 900例／年

母体搬送 60件／年 外来患者総数 約 200000名/年

病院の特徴

当院は地域周産期母子医療センターに指定されており、関連各

科と協力してハイリスク妊娠・分娩、胎児疾患に対応している。

また地域の中核病院として、正常分娩ならびに良性疾患を中心と

した婦人科疾患、女性ヘルスケアに対応している。

研修の特徴

指導医のマンツーマン指導により、産婦人科診療に必要な基本

的な姿勢、技術を身につける。母体救命、胎児救命を含む周産期

疾患を経験し、周産期（母体・胎児）専門医への基礎を作る。

臨床研修の

内容

豊富な症例をもとに、経腟分娩への対応や帝王切開や単純子宮

全摘術など基本術式を習得する。

産科、婦人科外来、超音波外来を担当し、主体的な診療能力を育
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成する。

カンファレンスでの症例提示や抄読会発表、学会発表、論文執筆・

投稿を行なう。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

3名

Ⅷ． 兵庫県立柏原病院

指導医 丸尾 原義(暫定指導医)

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％

医師数 常勤：４名 非常勤： 2名 計： 6名

病床・患者数

病床数 産婦人科：16床 新生児 4床

婦人科手術 約 80件／年 分娩 220例／年

母体搬送 3件／年

外来患者総数 約 7400名/年

病院の特徴

地域医療の中核となる中規模病院。地域救急、周産期、循環器救

急、消化器悪性疾患、緩和医療などの特色を有する。病院全体と

して、臨床研修に力を入れている。

研修の特徴

母体救命、胎児救命を含む様々な周産期医療や、良性から悪性ま

での婦人科腫瘍、性器脱などの女性ヘルスケアを専門医の指導の

もと、学ぶ事が出来る。
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臨床研修の内

容

ハイリスク妊娠を含めた妊娠管理、分娩、良性腫瘍手術執刀、悪

性腫瘍手術第１助手、学会発表、論文作製。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

1名

Ⅸ. 製鉄記念広畑病院

指導医 0 名 申請予定

疾患の比率
婦人科腫瘍：30％，周産期：50％，生殖・内分泌・女性ヘルスケ

ア：10％

医師数 常勤：3名 非常勤：1名 計：4名

病床・患者数

病床数 婦人科：10床 産科：25床 新生児（小児科管理）：3

床 NICU：0床

婦人科手術 約 200件／年 分娩 380-400例／年

母体搬送（受け入れ）3件／年

外来患者総数 約 10,000名/年

病院の特徴

救急センターを有する地域密着型急性期病院である。また、がん

拠点病院であり、婦人科悪性腫瘍の治療・診断を行っています。

しかしマンパワーの関係で、婦人科手術の 90％は良性疾患です。

周産期に関しては小児科医 1名で NICUがないため、当院で分娩管

理可能な妊娠週数は 34-35週以降となります。総合病院であるた

め、ハイリスクな症例も積極的に診療しなければならない。

研修の特徴

地域密着型病院であるため、軽症から重症まで幅広く診療する必

要がある。救急センターがあるため、産婦人科救急疾患を多く経

験できる。緩和治療も各関係部署と連携し力を注いでいる。当院
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で手術した悪性疾患の 90％は当院で看取っている。

臨床研修の内

容

1 年目より即戦力として診療業務をこなしてもらう。外来（初診）

から、入院、治療、退院まで一貫して主治医として担当していた

だき、主治医としての心構え、責任感を育成する。半年間で基本

的治療技術を身につけることを目標とし、1年目の終了時には、

リスクの少ない帝王切開、子宮全摘術を執刀するレベルを目指す。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

1名

Ⅹ. 赤穂市民病院

指導医 常盤洋一、東田太郎

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％

医師数 常勤：3名 非常勤：1名 計：4名

病床・患者数

病床数 産婦人科 20床 新生児 4床

婦人科手術 約 90件／年 分娩 291例／年

母体搬送 0件／年

外来患者総数 約 8369名/年

病院の特徴 日本臨床細胞診専門医が取得可能です。

研修の特徴

当院は救急外来が研修できる病院として初期研修医に人気のあ

る自治体病院です。他科との垣根は低く、家庭内科医のtraining

も行っています。内科・外科は充実しており合併症妊娠にも十

分対応可能で、比較的緩やかな時間の中で仕事ができます。
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赤穂市は子育ての環境に恵まれており、小さなお子様を子育て

中のママさん医師にも優しい病院です。

臨床研修の内

容

様々な領域の疾患の患者さんを担当します。最近は低侵襲手術

（MEA、HFS）に積極的に取り組み、外来では定期的なコルポスコ

ピーの trainingをしています。

研究活動

カンファレンスでの症例提示に加えて、学会発表、論文執筆・投

稿を行い、特に細胞診関連の学会発表を継続しています。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

0名

3).連携専門研修病院

Ⅰ． 兵庫県立こども病院

指導医 船越 徹

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％

医師数 常勤：7名 非常勤：3名 計：10名

病床・患者数

病床数 婦人科 0床 産科 32床 NICU 15床 GCU 35床

婦人科手術 0件／年 分娩 約 350例／年

母体搬送 約 150件／年

外来患者総数 約 5,000名/年

病院の特徴
当院は「総合周産期母子医療センター」であり、関連各科と協力

してハイリスク妊娠・分娩、胎児・新生児疾患に対応しています。
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また、「日本産科婦人科学会専門研修施設」、「周産期専門医制

度基幹施設」であり、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。

研修の特徴

切迫早産、前期破水、多胎、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、胎

児形態異常、胎児診断、胎児治療等のあらゆる周産期疾患の豊富

な症例を指導医とともに担当し研修することができる。

臨床研修の内

容

ハイリスク妊産婦を担当し、産科診療に必要な基本姿勢、技術を

身につける。ハイリスク妊娠の管理ならびに分娩、胎児診断・胎

児治療、また、帝王切開など基本術式の第一助手を担当する。

カンファレンスでの症例提示、抄読会発表、学会発表、論文作製。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

1名

Ⅱ． 兵庫県立がんセンター

指導医 山口聡、長尾昌二

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％

医師数 常勤：10名 非常勤：0名 計：10名

病床・患者数

病床数 婦人科 41床 産科 0床 新生児 0床

婦人科手術 約 644件／年 分娩 0例／年

母体搬送 0件／年

外来患者総数 約 15000名/年

病院の特徴 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
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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」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、がん治療認定医の取得可能です。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。

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。

研修の特徴

全国でも 3位には入る多くの婦人科癌症例の治療を経験するこ

とができます。具体的な当センターの症例数は 2014年の実績では

子宮頸がん（上皮内癌 112例を除く）140例（ⅠA期：20、ⅠB期：

52、ⅡA期：6、ⅡB期：31、Ⅲ期：17、Ⅳ期：14）、子宮体がん

126例（Ⅰ期：88、Ⅱ期：5、Ⅲ期：17、Ⅳ期：16）、卵巣がん 58

例（境界悪性 7例を除く）（Ⅰ期：17、Ⅱ期：5、Ⅲ期：22、Ⅳ期：

12、転移性 2）です。主な術式でみると、広汎子宮全摘 60例、準

広汎子宮全摘術 75例（傍大動脈リンパ節廓清 23例含む）、単純

子宮全摘術 158例（腹腔鏡下 18例を含む）、卵巣がん根治術 24

例、円錐切除 249例などです。多くの手術を経験できるだけでな

く、化学療法、放射線治療、緩和ケアの経験を積み、がん治療医

としての必要な研修を実際の臨床において行うことができます。

また、当センターの研究部では、がんの基礎研究から臨床研究

まで幅広い研究を行っていますので、意欲のある方は臨床に即し
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た研究も同時に行うことができます。

臨床研修の内

容

婦人科専攻医

後期研修として婦人科腫瘍学に特に重点をおいた産婦人科研修を

ご希望の方には、より短期間で婦人科腫瘍に関する経験を積んで

いただけるよう基幹病院とも連携を図りながら、より充実した研

修プログラムを考えています。

婦人科腫瘍専門医修練

すでに後期研修を修了し日本産科婦人科学会専門医資格を取得

された方（取得見込みの方も含む）を対象に、原則として 3年間

で広汎性子宮全摘術（15例以上）を含む婦人科癌手術を十分に経

験し、また化学療法専門医や放射線治療医、他科の医師との緊密

な連携の下に、婦人科癌の化学療法、放射線治療の経験を積み、

日本婦人科腫瘍学会の婦人科腫瘍専門医の資格取得を目標とす

る。

婦人科がん患者の診断、治療、経過観察、緩和ケアという診療

各過程において最善の選択を行えるようになるための研修を実際

の臨床現場において行います。

学術活動

カンファレンスでの症例提示や学会発表に加えて、論文投稿を

行います。また、研究部では、がんの基礎研究から臨床研究まで

幅広い研究を行っています。

単年度専攻医

受け入れ可能

人数

2名


