
追加資料 1. 専門研修施設とプログラムの認定基準 

 

① 専門研修基幹施設の認定基準 

 神戸大学附属病院産科婦人科は以下の専門研修基幹施設の認定基準を満たして

いる。 

1) 初期研修における基幹型臨床研修病院であること 

2) 同一施設内で他科との連携による総合診療が可能で（少なくとも内科、外科、

泌尿器科、麻酔科、小児科（または新生児科）の医師が常勤していること）、救

急医療を提供していること 

3) 分娩数が（帝王切開を含む）申請年の前年 1月から 12 月までの 1年間に少なく

とも 150 件程度あること 

4) 開腹手術が帝王切開以外に申請年の前年1月から12月までの1年間に150件以

上あること（この手術件数には腹腔鏡下手術を含めることができるが、腟式手

術は含めない） 

5) 婦人科悪性腫瘍(浸潤癌のみ)の治療実数が申請年の前年 1月から 12月までの 1

年間に 30 件以上あること（手術件数と同一患者のカウントは可とする） 

6) 生殖・内分泌および女性のヘルスケアに関して専門性の高い診療実績を有して

いること 

7) 申請年の前年 12 月末日までの 5年間に、当該施設（産婦人科領域）の所属であ

る者が筆頭著者として発表した産婦人科領域関連論文（4 頁、註 1）が 10 編以

上あること。 

8) 産婦人科専門医が 4 名以上常勤として在籍し、このうち専門研修指導医が 2 名

以上であること（機構認定の機会が与えられる、学会認定の専門医、指導医も

含める） 

9) 周産期、婦人科腫瘍の各領域に関して、日本産科婦人科学会登録施設として症

例登録および調査等の業務に参加すること 

10) 症例検討会、臨床病理検討会、抄読会、医療倫理・安全などの講習会が定期的

に行われていること 

11) 学会発表、論文発表の機会を与え、指導ができること 

12) 日本専門医機構が認定する専門研修プログラムを有すること 

13) 施設内に専門研修プログラム管理委員会を設置し、専攻医および専門研修プロ

グラムの管理と、専門研修プログラムの継続的改良ができること 

14) 日本専門医機構のサイトビジットを受け入れ可能であること 



② 専門研修連携施設の認定基準 

 以下の 1）〜 5）を満たし、かつ、当該施設の専門性および地域性から専門研修基

幹施設が作成した専門研修プログラムに必要とされる施設が認定基準であり、神戸大

学産科婦人科専門研修プログラムの専門研修連携施設群（専門研修プログラム冊子 

６．専攻医研修ローテーションの項を参照のこと)はすべてこの基準を満たしている。 

1） 下記 a) b) c)のいずれかを満たす（専門研修指導医がいない下記 b)c)の施設

での研修は通算で 12 か月以内とする）。 

a) 連携施設：専門研修指導医が 1名以上常勤として在籍する。 

b) 連携施設（地域医療）：専門研修指導医が在籍していないが専門医が常勤と

して在籍しており、基幹施設または他の連携施設の指導医による適切な指

導のもとで、産婦人科に関わる地域医療研修を行うことができる。産婦人

科専門研修制度の他の専門研修プログラムも含め基幹施設となっておらず、

かつ東京 23 区以外および政令指定都市以外にある施設。 

c) 連携施設（地域医療-生殖）：専門研修指導医が常勤として在籍しておらず、

かつ、産婦人科に関わる必須の地域医療研修を行うことはできないが、専

門医が常勤として在籍しており、基幹施設または他の連携施設の指導医に

よる適切な指導のもとで、地域における生殖補助医療の研修を行うことが

できる。 

2） 女性のヘルスケア領域の診療が行われていることに加えて、申請年の前年 1月

から 12 月までの 1 年間に、a）体外受精（顕微授精を含む）30 サイクル以上、

b)婦人科良性腫瘍の手術が 100 件以上 c）婦人科悪性腫瘍（浸潤癌のみ）の診

療実数が 30 件以上、d）分娩数（帝王切開を含む）が 100 件以上の 3つのうち、

いずれか 1 つの診療実績を有する。ただし日本産科婦人科学会中央専門医制度

委員会が地域医療のために必要と判断する場合、この診療実績を満たさなくと

も、特例で連携施設（地域医療）として認められることがある。 

3） 所属する専門研修施設群の基幹施設が作成する専門研修プログラムに沿った専

攻医の指導が出来ること 

4） 専門研修プログラム連携施設担当者は、所属する専門研修施設群の基幹施設が

設置する専門研修プログラム管理委員会に参加し、専攻医および専門研修プロ

グラムの管理と、専門研修プログラムの継続的改良に携われること。 

5）週１回以上の臨床カンファレンスおよび、月１回以上の抄読会あるいは勉強会

を実施できること。 

 



③ 専門研修施設群の構成要件 

 神戸大学産科婦人科専門研修プログラムの専門研修施設群は、基幹施設および複数

の連携施設からなる。専攻医は 6 か月以上 24 か月以内の期間、基幹施設での研修を

行う。（研修期間が 3 年を超える場合には延長期間の研修を基幹施設で行うことは可

とする）。連携施設 1施設での研修も 24 か月以内とする（研修期間が 3年を超える場

合には延長期間の研修を当該連携施設で行うことは可とする）。原則として、専攻医

は、当該プログラムの募集時に示されていた施設群の中でのみ専門研修が可能である。

もしも、その後に研修施設が施設群に追加されるなどの理由により、募集時に含まれ

ていなかった施設で研修を行う場合、プログラム管理委員会は、専攻医本人の同意の

サインを添えた理由書を日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会に提出し、承認を

得なければならない。専攻医の研修に際しては、原則として施設群内の複数施設を年

次で定められたプログラムに則って計画的に移動するが、産婦人科領域の特殊性、地

域医療への配慮などにより柔軟に運用する。神戸大学附属病院産科婦人科の専門研修

施設群は、基幹施設、連携施設共に委員会組織を置き、専攻医に関する情報を定期的

に共有するために専門研修プログラム管理委員会を毎年 12 月に開催する。基幹施設、

連携施設ともに、毎年 12 月 1 日までに、専門研修プログラム管理委員会に以下の報

告を行う。 

1) 前年度の診療実績 

 a) 病院病床数、b) 産婦人科病床数、c) 日ないし年あたり産婦人科外来患者数、

d) 分娩件数、e) 帝王切開件数、f) 婦人科手術件数、g) 悪性腫瘍手術件数、 

h) 腹腔鏡下手術件数、i) 体外受精サイクル数 

2) 専門研修指導医数および専攻医数 

 a) 前年度の専攻医の指導実績、 

b) 今年度の産婦人科専門医および専攻医指導医の人数、c)今年度の専攻医数 

3) 前年度の学術活動 

 a) 学会発表、b) 論文発表 

4) 施設状況 

 a) 施設区分、b) 指導可能領域、c) 産婦人科カンファレンス、d) 他科との合同

カンファレンス、e) 抄読会、f) 図書館、g) 文献検索システム、h) 医療安全・

感染対策・医療倫理に関する研修会 

5) サブスペシャリティ領域の専門医数 

 サブスペシャリティ領域への連続的な育成を考慮して、下記専門医数についても

把握しておく。a) 周産期専門医（母体・胎児）、b) 婦人科腫瘍専門医、c) 生殖



医療専門医、d) 女性ヘルスケア専門医、e) 内視鏡技術認定医、f) 臨床遺伝専

門医、g) 細胞診専門医、など 

 

④ 専門研修施設群の地理的範囲 

 神戸大学産科婦人科専門研修プログラムの専門研修連携施設群（専門研修プログラ

ム冊子 ６．専攻医研修ローテーションの項を参照)は兵庫県内および近隣の大阪府内

の施設群である。施設群の中には、地域中核病院や地域中小病院（過疎地域も含む）

が入っている。 

 

⑤専攻医受入数についての基準 

各専攻医指導施設における専攻医総数の上限（すべての学年を含めた総数）は、産

婦人科領域専門研修プログラム整備基準では指導医数×3としている。各専門研修プ

ログラムにおける専攻医受け入れ可能人数は、専門研修基幹施設および連携施設の受

け入れ可能人数を合算したものとなるが、十分な指導と症例を提供できることを考慮

し、本プログラムでは各学年 10 名前後、3学年で最大 30 名までを受け入れ可能人数

の上限とする。この数には、2016 年度以前に専門研修を開始した専攻医の数を含め

ない。 

この基準に基づき、神戸大学産科婦人科専門研修プログラム管理委員会は各施設の

専攻医受け入れ数を決定する。 

 

⑥地域域医療・地域連携への対応 

 産婦人科専門医制度は、地域の産婦人科医療を守ることを念頭に置いている。専攻

医のプログラムとしては、地域中核病院・地域中小病院において外来診療、夜間当直、

救急診療を行うことや、病診連携、病病連携を円滑にすすめられるようになれば、地

域の産婦人科医療を守ることにつながる。神戸大学産科婦人科専門研修プログラムの

専門研修連携施設群（専門研修プログラム冊子 ６．専攻医研修ローテーションの項

を参照)には、地域医療（地域中核病院や地域中小病院（過疎地域も含む））を行って

いる施設群が入っているため、連携施設での研修時に地域医療・地域連携への対応を

習得できる。 

 本プログラム管理委員会は、専攻医に地域医療を経験させることを目的とする場合、 

専門研修指導医が常勤していない場合であっても、専攻医を当該施設で研修させるこ

とができる。ただし、その場合は連携施設（地域医療）、連携施設（地域医療-生殖）

の要件を満たしている必要がある。必須研修としての地域医療は連携施設（地域医療



-生殖）では行うことはできない。指導医が常勤していない施設の研修においては、

専攻医の研修指導体制を明確にし、基幹施設や他の連携施設から指導や評価を行う担

当指導医を決める。担当指導医は少なくとも1-2か月に1回はその研修状況を確認し、

専攻医およびその施設の専門医を指導する。指導医のいない施設であっても、週１回

以上の臨床カンファレンスと、月 1回以上の勉強会あるいは抄読会は必須であり、そ

れらは他施設と合同で行うことも可としている。このような体制により指導の質を落

とさないようにする。神戸大学産科婦人科専門研修プログラムの専門研修連携施設群

には、専攻医指導施設の要件を満たさない施設はなく、地域医療を経験する際にも指

導の質が落ちることはない。 

 

⑦研究に関する考え方 

1) 産婦人科領域としては、専攻医が研究マインドを持つことが、臨床医としての

成長につながると考えている。ただし、３年間以上常勤の臨床医として勤務す

ることが専門医取得の必須条件であり、大学院の在籍や留学等によって、常勤

の臨床医ではなくなる場合は、その期間は専門研修の期間には含めない。 

2) 医学・医療研究にかかわる倫理指針を理解することは必須である。研修中に臨

床研究を行ったり、治験、疫学研究に関わったりするように促す。また専攻医

の希望によっては、専門研修に加えて、基礎医学、社会医学、ヒトゲノム・遺

伝子解析研究を行うことも考えられる。それらの研究は学会や論文で発表する

よう指導する。 

 

⑧診療実績基準 

 神戸大学産科婦人科専門研修プログラムの専門研修連携施設群（専門研修プログラ

ム冊子 ６．専攻医研修ローテーションの項を参照)は以下の診療実績基準を満たして

いる。 

・基幹施設（神戸大学病院） 

1) 分娩数（帝王切開を含む）が申請年の前年 1月から 12 月までの 1年間に少なく

とも 150 件程度あること。 

2) 開腹手術が帝王切開以外に申請年の前年1月から12月までの1年間に150件以

上あること（この手術件数には腹腔鏡下手術を含めることができるが、腟式手術は

含めない）。 

3) 婦人科悪性腫瘍(浸潤癌のみ)の治療実数が申請年の前年 1月から 12月までの 1

年間に 30 件以上あること（手術件数と同一患者のカウントは可とする）。 



4) 生殖・内分泌および女性のヘルスケアについて専門性の高い診療実績を有して

いること。 

・連携施設 

女性のヘルスケア領域の診療が行われていることに加えて、申請年の前年 1月から

12 月までの 1 年間に、1）体外受精（顕微授精を含む）30 サイクル以上、2）婦人

科悪性腫瘍（浸潤癌のみ）の診療実数が 30 件以上、 3）分娩数（帝王切開を含む）

が 100 件以上の 3つのうち、いずれか 1つの診療実績を有する。ただし日本産科婦

人科学会中央専門医制度委員会が地域医療のために必要と判断する場合、この診療

実績を満たさなくとも、上記条件の総合評価で、連携施設（地域医療）として認め

られることがある。 

 

⑨サブスペシャリティ領域との連続性について 

 産婦人科専門医を取得した者は、産婦人科専攻医としての研修期間以後にサブスペ

シャリティ領域の専門医（生殖医療専門医、婦人科腫瘍専門医、周産期専門医（母体・

胎児）、女性ヘルスケア専門医）のいずれかを取得することができる。 

 

⑩産婦人科研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件 

1） 専門研修プログラム期間のうち、出産に伴う 6 か月以内の休暇は 1 回までは研修

期間にカウントできる。また、疾病での休暇は 6 か月まで研修期間にカウントで

きる。なお、疾病の場合は診断書を、出産の場合は出産を証明するものの添付が

必要である。 

2） 週 20 時間以上の短時間雇用の形態での研修は 3年間のうち 6か月まで認める。 

3） 上記 1）、2）に該当する者は、その期間を除いた常勤(註 2)での専攻医研修期間が

通算 2年半以上必要である。 

4） 留学、常勤医としての病棟または外来勤務のない大学院の期間は研修期間にカウ

ントできない。 

5） 専門研修プログラムを移動する場合は、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員

会に申請し、承認が得られた場合にこれを可能とする。 

6) ストレートに専門研修を修了しない場合、研修期間は１年毎の延長とする。専攻

医は専門研修開始から9年以内に専門研修を修了し10年以内に専門医試験の受験

を行う。9 年間で専門研修が修了しなかった場合、専門医となるためには一から

新たに専門研修を行う必要がある。 



7) 専門研修修了後、専門医試験は 5年間受験可能(毎年受験する場合、受験資格は 5

回)である。専門研修修了後、5年間で専門医試験に合格しなかった場合、専門医

となるためには一から新たに専門研修を行う必要がある。 

8) 常勤の定義は、週 4 日以上かつ週 32 時間以上の勤務とする。ただし、それ以外

でも、中央専門医制度委員会の審査によって同等の勤務と認められれば、常勤相

当とできる場合がある。育児短時間勤務制度を利用している場合は、常勤の定義

を週 4 日以上かつ週 30 時間以上の勤務とする（この勤務は、上記 2）項の短時

間雇用の形態での研修には含めない）。 

 

7. 専門研修プログラムを支える体制 

①  専門研修プログラムの管理運営体制の基準 

 専攻医指導基幹施設である神戸大学産科婦人科には、専門研修プログラム管理委員会

と、統括責任者（委員長）、副統括責任者（副委員長）を置く。専攻医指導連携施設群

には、連携施設担当者と委員会組織を置く。神戸大学産科婦人科専門研修プログラム管

理委員会は、委員長、副委員長、事務局代表者、産科婦人科の 4つの専門分野（周産期、

婦人科腫瘍、生殖医学、女性ヘルスケア）の研修指導責任者、および連携施設担当委員

で構成される(資料 5)。専門研修プログラム管理委員会は、専攻医および専門研修プロ

グラム全般の管理と、専門研修プログラムの継続的改良を行う。 

 連携施設には専門研修プログラム連携施設担当者と委員会組織を置く。 

②  基幹施設の役割 

 専門研修基幹施設は連携施設とともに研修施設群を形成する。基幹施設に置かれた専

門研修プログラム管理委員会は、総括的評価を行い、修了判定を行う。また、連携施設

の状況把握と改善指導、プログラムの改善を行う。専門研修プログラム連絡協議会では、

専攻医、専門研修指導医の処遇、専門研修の環境整備等を協議する。 

 専門研修プログラム連絡協議会では、専攻医、専門研修指導医の処遇、専門研修の環

境整備等を協議する。 

 専門研修プログラムの以下の軽微、もしくは事務的な変更は、随時、日本産科婦人科

学会中央専門医制度委員会に報告し、最新の情報提供に努める。 

(1) 退職、勤務施設異動などに伴うプログラム統括責任者、副プログラム統括責任者、

連携施設専門研修責任者、指導医、専門医の変更 

(2) 指導医の異動に伴う連携施設から連携施設（地域医療）ないし連携施設（地域医療

-生殖）への変更 



(3) (2)で連携施設（地域医療）ないし連携施設（地域医療-生殖）となった施設の指導

医の異動（復活）に伴う連携施設への変更 

(4) プログラムの研修内容に事実上の変更がない字句などの修正 

(5) 専攻医募集年度の更新に伴う、妥当な募集人数の変更 

(6) 退職、勤務施設異動などに伴う連携施設の辞退 

(7) 整備基準の改訂に伴う記載の変更 

(8) その他、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会が認めるもの 

（変更前と変更後を対比させたリストを提出） 

 新規指導医認定に伴なわない連携施設追加、研修内容の事実上の変更を伴う改訂、拡

大研修委員会が随時変更は適切ではないと判断した事項の変更は新規基幹施設・連携施

設募集時に申請する。 

③  専門研修指導医の基準 

 日本産科婦人科学会の専門研修指導医の基準は、以下のように定められている。 

1) 指導医認定の基準 

以 下 の (1) ～ (4) の 全 て を 満 た す こ と を 指 導 医 認 定 の 基 準 と す る 。                                                                                                                 

(1) 申請する時点で常勤産婦人科医として勤務しており、産婦人科専門医の更新履歴が

１回以上ある者 

(2) 専攻医指導要綱に沿って専攻医を指導できる者 

(3) 産婦人科に関する論文で、次のいずれかの条件を満たす論文が 2 編以上ある者(4

頁、註 1) 

i)自らが筆頭著者の論文 

ii)第二もしくは最終共著者として専攻医を指導し、専攻医を筆頭著者として発表

した論文 

 (4) 日本産科婦人科学会が指定する指導医講習会を 3回以上受講している者(註 3) 

註 3) 指導医講習会には i)日本産科婦人科学会学術講演会における指導医講習会、ii)

連合産科婦人科学会学術集会における指導医講習会、iii)e-learning による指導医講

習、iv)第 65 回および第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会において試行された指導

医講習会が含まれる。指導医講習会の回数には e-learning による指導医講習を 1 回含

めることができる。ただし、出席した指導医講習会と同じ内容の e-learning は含める

ことができない。 

2) 暫定指導医が指導医となるための基準（指導医更新の基準と同じ） 

以下の(1)～(4)の全てを満たすことを暫定指導医が指導医となるための基準とする。 

(1) 常勤の産婦人科専門医として産婦人科診療に従事している者 



(2) 専攻医指導要綱に沿って専攻医を指導できる者 

(3) 直近の 5 年間に産婦人科に関する論文(4 頁、註 1)が 2 編以上（筆頭著者、第二も

しくは最終共著者であることは問わない）ある者 

(4) 日本産科婦人科学会が指定する指導医講習会を 3回以上受講している者(16 頁、註

3) 

④プログラム管理委員会の役割と権限 

・専門研修を開始した専攻医の把握 

・専攻医ごとの、到達度評価・症例記録・症例レポートの内容確認と、今後の専門研修

の進め方についての検討 

・研修記録、総括的評価に基づく、専門医認定申請のための修了判定 

・それぞれの専攻医指導施設の前年度診療実績、施設状況、指導医数、現在の専攻医数

に基づく、次年度の専攻医受け入れ数の決定 

・専攻医指導施設の評価に基づく状況把握、指導の必要性の決定 

・研修プログラムに対する評価に基づく、研修プログラム改良に向けた検討 

・サイトビジットの結果報告と研修プログラム改良に向けた検討 

・研修プログラム更新に向けた審議 

・翌年度の専門研修プログラム応募者の採否決定 

・専攻医指導施設の指導報告 

・研修プログラム自体に関する評価と改良について日本産科婦人科学会中央専門医制度

委員会および日本専門医機構への報告内容についての審議 

・専門研修プログラム連絡協議会の結果報告 

⑤プログラム統括責任者の基準、および役割と権限 

1) プログラム統括責任者認定の基準 

(1) 申請する時点で専攻医指導施設もしくは最新の専攻医研修プログラムにおいて研

修の委託が記載されている施設で、常勤の産婦人科専門医として合計 10 年以上産

婦人科の診療に従事している者(専門医取得年度は 1 年とみなす。2 回以上産婦人

科専門医を更新した者) 

(2) 専門研修基幹施設における常勤の専門研修指導医であり、専門研修プログラム管理

委員会によりプログラム統括責任者として適していると認定されている者 

(3) 直近の 10 年間に共著を含め産婦人科に関する論文が 20 編以上ある者(4 頁、註 1) 

2) プログラム統括責任者更新の基準  

(1) 専門研修基幹施設における常勤の専門研修指導医であり、専門研修プログラム管理

委員会によりプログラム統括責任者として適していると認定されている者 



(2) 直近の 5年間に産婦人科専門研修カリキュラムに沿って専攻医を指導した者 

(3) 直近の 5年間に共著を含め産婦人科に関する論文が 10 編以上ある者(4 頁、註 1) 

3) プログラム統括責任者資格の喪失（次のいずれかに該当する者） 

(1）産婦人科指導医でなくなった者 

(2）更新時に、更新資格要件を満たさなかった者 

(3）プログラム統括責任者として不適格と判断される者 

4) プログラム統括責任者の役割と権限 

 プログラム統括責任者は専門研修プログラム管理委員会を主催し、専門研修プログラ

ムの管理と、専攻医および指導医の指導および専攻医の修了判定の最終責任を負う。 

5) 副プログラム統括責任者 

 専攻医の研修充実を図るため神戸大学附属病院産科婦人科の専門研修施設群の専門

研修プログラム管理委員会にはプログラム統括責任者を補佐する副プログラム統括責

任者を置く。副プログラム統括責任者は指導医とする。 

⑥連携施設での委員会組織 

 専門研修連携施設には、専門研修プログラム連携施設担当者と委員会組織を置く。専

門研修連携施設の専攻医が到達度評価と指導を適切に受けているか評価する。専門研修

プログラム連携施設担当者は専門研修連携施設内の委員会組織を代表し専門研修基幹

施設に設置される専門研修プログラム管理委員会の委員となる。 

 


