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Ƣ²�ǐ˥ơŲ̻EJŽʚ�ʶ²�ǐȎƶʚ�ʶ�Ƣŉʚ�ʶ©þˤ̵̥̎̉˽ʚ�
ˤ4ʚ�˺	÷ˣʶĆŖƵˢˡ˱�˯Ý˃ʚ�˺̞̼̄ˑ˞˃˭˓ʷƢ²�ǐÅɼg˥
˖˷˗˷ˤʚ�ˣ˜˃˞hJˢǅɉ̻đȊˠ̷̵̢̤̲́̔̌̚ˠˑ˞ˤȺ˵˺Ę˛˘˄˅
˟ʶ��ˤˎˠ˺ɢˑ˞ǎ ˣɏƚ˓˶ˎˠˈŹ˰˴˷˞˃˭˓ʷ
̻ŦƌƻˢgƷ˺ğ+˓˶ʷ ̻ĀȂˇ˴1ʝː˷˶ʷ
̻©þ˺ơƅˣ˹˘˛˞̪̼̘̋˓˶ʷ ̻Ƣ²�ǐgƷˤŸƌ˺ʤ˰˶ʷ
̻ƳƴˤʂˣZ˰˶ʷ ̻��gƷ˺·˶ʷ

Ǐċ¥µƢ²�ǐ˥ʶɿɤƴʆˠˠ˱ˣ��gƷ˺·˵ˢˈ˴DáǂE˲¥ʁß˟Ɓ
ə˓˶£įˤƢ²�ǐgÖ˺ȅ˻˟ˉ˭ˑ˘ʷʻǏċ¥µƢǐ²�ǐÅɼǈ2̷̤̳̈
̭ʼ˥ʶˎˤů}˺ǮĐˑ˜˜ʶ2018Ûàˇ˴ˤĶÅɼgPàˣ�˹˕˘ë˟Ƣ²�ǐ
Åɼg˺ȅĉ˓˶˘˰ˤ̷̤̳̭̈ˠˢ˛˞ˆ˵ʶ��ˤƗö˺Ę˚˭˓ʷ

• ʤàgƷˇ˴��gƷ˭˟ÙÝˋǈ2˺Ț˅˶ǈ2ĸȯǼ
• ̵̧̣̰̖̋̎̌˾̼ʚ�˭˟̞̼̄˓˶ʶɍÂ˟ɓˤʤ˃ęÈg
• �ɼ ˣ˳˶ʶȲƷ̻Įȅ̻ǈǔ˪ˤéVˢ̞̔̇˽̤̔
• ɓˤʤ˃ȑÞǈǔˆ˳˧�ǌǈǔˤęÈ
• Hɚ¥µˣɿ.ˢˋʶ3ʸ�ˣ˂˹˕˞ʶˉ˰ǥ˲ˇˣǈ2̼̊̎˺ɲĈ
• ©þgÖ˱Ǯǯˑ˞:ˌ˶˳˄ˣʶ[:Ơ�˺hJɲĈ
• �ơ̶̶̬̱̼̲̹̘̼̹̌̌̌̈̽ƢǐĭýʶɕǱýÕƜKɽʶȐȌɹčț̝̹
̶̛̹̘̼̹̏̃̈ʶcµƷž	ˤý¡Äú̾ˤȬƪˠ½ĸ

͂̀Ǐċ¥µƢǐ²�ǐÅɼǈ2̷̤̳̭̈ˣ˜˃˞



ƞûˠ)�
Ƣ²�ǐÅɼgPà˥ʶƢ²�ǐÅɼgˠˑ˞Ň˓˫ˉȲƷȊVˤŸƌˠȼºˤ̷̤̐̎˺ļǍ˓˶Pà˟˂˶ʷ˖ˎˣ˥gÖˠ

ˑ˞øȢˢ�ōƻȲƷȊV̽̊˽̡̹̖̹̼̊̌̾ˠƢ²�ǐʚ�ˤÅɼƻȲƷȊVˈ�˭˷˶ʷ˖ˑ˞ʶƢ²�ǐÅɼgPà˥ʶĀ
Ȃˣ1ʝː˷ʶŦƌƻˢgƷ˺ğ+˟ˉʶ̷̵̢̤̲́̔̌̚ˠˑ˞ˤȺ˵˺Ę˚ʶĀȂ˪ˤɐ�˺Ŕ˘˕˶Ƣ²�ǐÅɼg˺ȅĉˑ
˞ʶ�ŷˤ6ãˣɒ˓˶�˺ƽƻˠ˓˶ʷƗˣʶǏċ¥µʃÎƴʆƢ²�ǐ˺�Üĸȯˠ˓˶Åɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶgÖˠˑ˞ʶ

˭˘Ƣ²�ǐgÖˠˑ˞ʶ�ōƻȲƷȊV˲ÙÝ˃ǅɉ˺ǈ2̷̤̳̭̈ˤ	˟CɢɁʞˠˑ˞ǉ½ˣǿóˑʶǎ ˣɏƚ˓˶ˎˠ
˺ƽŦˠˑ˞˃˶ʷ

Åɼǈ2ˤOɫƽŦ
1) Åɼǈ2̷̤̳̭̈ˤŢȾ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶgÖˠˑ˞˭˘Ƣ²�ǐgˠˑ˞ˤ�ōƻˢȲƷđțʶÙÝ˃ǅɉ˺ǿóˑʶ²�ǐȎƶʶ�Ƣŉʶ
©þˤ̵̥̎̉˽ʶơŲgƷʶEȥɹčțʶː˴ˣgƷɩư�ˣˆˌ˶��gƷˣƗcˑ˘ɤĥĸȯ˟ˤǈ2ˣ˳˵ʶÙÝˋʶ˳˵ʤ

àˢǅɉ̻đȊ˺Ę˜ˎˠˈ{Ȋˠˢ˶ʷǈ2Ǧ�ñ˥ʶDáǂ�ˤˮˢ˴˔��gƷˤĔ˃čˠˑ˞ʶǂ¢˱�˰˘Ôň˓˶ĸȯ
˟ËŠ˓˶ˎˠˈHŐ˶ʷː˴ˣÅɼǈ2ĸȯǼˣˆˌ˶Åɼǈ2ñˣ˥ʶ¥µʆ˪ˤɦµ˲̴̧̣̰̖̋̎̌˾ʚ�ˤÅɼgˤǈ
2˺ɽ«˓˶ƌ8˱İ˛˞˃˶˘˰ʶ̭̼̎̏ˣ3ʸˤ̵̎̆˽̤̔˺�˶ˎˠˈHŐ˶ʷ

2) Åɼǅɉ̻đȊ̽ȲÃʶŞŘʶȲĵʶGǻʶčțˢˡ̾
ĺōÅɼgŪţƢ²�ǐʚ�ǈ2¬� ˣ˳˵ʶǿó˓˫ˉÅɼǅɉ/đȊˈº˰˴˷˞˃˶̴̹̽̇= ʻ2017Ûà�ʄˣǈ2˺
«˰˶ÅĪgˤ˘˰ˤǈ2̴̱̳̭̄̆ʼtƓ̾
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶǅɉ˺nˣŁȮ˓˶ˤ˟˥ˢˋʶ3ʸˤƵ*ˣÄˑ˞ʶȲĵ̻ŻƷˤȬƪ˺Ǖ˞˞˃ˋ	˟ęÈgˠˠ
˱ˣȁ˅ʶɂ˫ˢˈ˴µ˩̷̤̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ6̺ņ��˥�Üĸȯˣˆ˃˞ʶŵɥȚ˹˷˶Ƶ*Şȭ ˲Ȏƶ̻�Ƣŉ̹̄
̢˼̶̹̎˟˥ʶ3ʸˤƵ*ˇ˴ÙÝ˃ǅɉ˺ó˶ˎˠˈHŐ˶Ťˣˑ˞˃˶ʷː˴ˣ̖̼̫˺ź˰reviewˑŅĶˤǅɉ˺µ˩ˎˠˈ
HŐ˶̷̤̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ

ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶgÖˠˑ˞ʶƢ²�ǐgˠˑ˞ˤ�ōƻˢǅɉ˲đȊ˥˱˚˸˻ˤˎˠʶ²�ǐȎƶʶ�Ƣŉʶ©þˤ̥
̵̎̉˽ʶơŲgƷʶEȥɹčțʶː˴ˣgƷɩư�ˣˆˌ˶��gƷˣƗcˑ˘ɤĥĸȯ˟ˤǈ2ˣ˳˵ʶ˳˵ÙÝˋʶ˳˵ʤàˢ
ǅɉ̻đȊ˺Ę˜ˎˠˈ{Ȋˠˢ˶ʷǈ2̴̱̳̭̄̆2ó˓˶˭˟ˤŉɾ˥̈́Ûɾˠˑ˞˃˶ˈʶ2óˈ�hJˢ��˥2ó˟ˉ˶

˭˟ŉɾ˺äɻ˓˶ˎˠˠ˓˶ʷ�ķ˟ʶ̴̱̳̭̄̆ˤđȊ˺2óˑ˘ˠȼ˰˴˷˘ÅĪgˣ˥ʶǓšƻˣ̴̧̣̰̖̋̎̌˾ʚ�Å
ɼgwóˣ�ˌ˘ǈ2˺ɽ«ˑʶ˭˘¥µʆɦµÔňȂˣ˥ʶȑÞǈ2ˠÚȚˑ˞ǈǔ˺ɽ«˓˶ˎˠˈHŐ˶ʷ

3) µ�ƻ®`
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶgµ̻gƷˤɦŮˣɧ˷˶ˎˠˢˋʶØˣǈɺʶȒÒµǿ˓˶˘˰ˣʶĀȂˤĺØƻȲƷˇ˴ƃˇ˧�
ˈ˶̴̵̛̲̹̇̄̇̂̎̓˺ęÈgˠˠ˱ˣĺʸˤµǿˣ˳˵Ȩźˑ˞˃ˋʷ˭˘ʶƱ�Ɛˣ˜˃˞˥ʶŅĶˤǅɉ˺reviewˑȲƷˣ
ơˇˑ˞˃ˋʷ�ĺˤ̠̗̹̂̎˟˥Ȩźˑóˢ˃�ʞˣ˜˃˞˥ʶȑÞǈǔˢˡˣȒ˴tWʶ˱ˑˋ˥�ƪ˓˶�˟Ȩźˑ˳˄ˠ˓˶
®`˺ɚˣ˜ˌ˶ʷµ ˣǓšƻˣtWˑʶȑÞƻ˂˶˃˥�ǌƻǈǔĉŔ˺ƹȜ˓˶ʷó˴˷˘ĉŔ˥Ʌĳˠˑ˞ǎ ˣƹ1˓
˶˓˶®`˺ɚˣ˜ˌ˶ʷ

http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29


Ǐċ¥µʃÎƴʆƢ²�ǐĸȯǼ˥£ˋˤ£ĸȯC�ȑÞǈǔˣtWˑ˞ˆ˵ʶǈ2ˤ�Ơˠˑ˞ȑÞȶʢˤ̷̵̤̘̼̊ˣ

Q˛˘ȲƷ˺Ț˄�˟ʶÅɼgwóñˣȒ˴ˈȑÞȶʢ˺�%ƻˣ½ĸ˓˶ȊV˺ʡ˄ʷ�Üƴʆʶɤĥƴʆʶɤĥĸȯ̽��g
Ʒ̾ʶɤĥĸȯ̽��gƷ-ơŲ̾ˤ˃˔˷ˣˆ˃˞˱µ ˣH×ˑʶȒ˴˱ƹȜ˓˶Ū ˺Ǔšƻˣ�˅˶ʷ

4) gÖˠˑ˞ˤ5ƞþʶǎ þˢˡ
• gÖˠˑ˞ˤɐ^˺ȒðƻˣŔ˘ˑ1ʝː˷˶ˎˠ̷̴̢̤̲̭̽́̔̌̏̾̚

ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶęÈgˠ˱ˣĀȂ̻ÀĹ˪ˤȲĵ̻ŻƷˣɿ˓˶ȾļˣtWˑʶ½ʌˤŻƷɩǑˣˆ˃˞˥xˌ
Ę˚gˠˑ˞ƾĜĀȂ̻ÀĹˠĜˑ˞˃ˋ	˟gÖˠˑ˞ˤ5ƞþ˲ǎ þ˺ƞȨˑɚˣ˜ˌ˞˃ˋʷ

• ĀȂ	÷ˤgƷ˺½ɘˑʶgˤ5ƞ̻gƷ¸AˣɲĈ˓˶ˎˠ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶ�Üĸȯˆ˳˧ɤĥĸȯˣˆˌ˶gƷ¸Aɇǿ ˲5ƞɇǿ ˪ˤtW˺ǽ^˝ˌ˞˃˶ʷ
˭˘ʶ˿̹̗̹̘̌ʶ̶̶̹̪̼̘̃̄̎ˤĄǽʶɴȢþ˺ƞȨˑʶˎ˷˺ǓšƻˣƁƣ˓˶ʷ˿̹̗̹̘̌ˢˡˈȲƷˣˆ˃˞
ơ˒˘��ˣ˥ʶęÈgˠˠ˱ˣ��ˠɣ˲ˇˢÄú˺Ț˃ʶ˖ˤǨʢˠuǀ˺ĸȯA%˟CŇˑʶ¸AˢgƷ˺ğ+ˑ˞˃
ˋʷ

• ȑÞˤƝ�ˇ˴µ˩ćà˺2ó˓˶ˎˠ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶǅɉ˺nˣŁȮ˓˶ˤ˟˥ˢˋʶʻĀȂˇ˴µ˩ʼ˺½ɘˑʶ3ʸˤƵ*ˣÄˑ˞ʶȲĵ̻ŻƷˤ
Ȭƪ˺Ǖ˞˞ȲƷˑ˞˃ˋ	˟ęÈgˠˠ˱ˣȁ˅ʶɂ˫ˢˈ˴µ˩̷̤̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ˭˘ʶŵɥȚ˹˷˶Ƶ*Şȭ
 ˲Ȏƶ̻�Ƣŉ̢̹̄˼̶̹̎˟˥3ʸˤƵ*ˇ˴ÙÝ˃ǅɉ˺ó˘˵CŇˑ˘˵˓˶ˎˠˇ˴˳˵ƈˋµ˩ˎˠˈHŐ˶ʷ

• ̼̭̓gƷˤ��ˠˑ˞Ț]˓˶ˎˠ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶęÈgˠˠ˱ˣ3ʸˤƵ*ˣÄˑ˞ʶ�ˤ̮̗˾̵̢̄̎̒̔ˠɊɅ̻lɂˑˢˈ˴ʶȲĵ̻ŻƷˤ

Ȭƪ˺Ǖ˞˞ȲƷˑ˞˃ˋ	˟̼̭̓gƷˤ��ˠˑ˞tWˑµ˩̷̤̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ˭˘ʶŵɥȚ˹˷˶Ƶ*Şȭ
 ˲Ȏƶ̻�Ƣŉ̢̹̄˼̶̹̎˟˥ʶęÈgˠˠ˱ˣ̼̭̓gƷˤ��ˠˑ˞ʶƵ*ˤğǍ˲�ʞƐˢˡ˺ɊɅˑ˞˃ˋʷ

• ñɝgÖˣĮȅ̻ęÈ˺Ț˄ˎˠ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶ�Üĸȯˣˆ˃˞˥ęÈgˠCˣµơ½ǿˤęÈˤ�ǖ˺Ĕ˄ˎˠ˟ʶĮ˅˶ˎˠˈʶȒJȒɚ
ˤǅɉˤİƞˣ˜ˢˈ˶ˎˠ˺ƞȨ˓˶ʷ˭˘ʶȒ˴ˤȲƷđțʶćàˈñɝˤŧǞˠˢ˵ʶ˭˘ɫĉàȵ,ˈ½ɘ˟ˉ˶ʷː

˴ˣʶɤĥĸȯˣˆ˃˞˥ʶñɝgÖʶ�ˤ̮̗˾̵̢̄̎̒̔ˠ̼̭̓gƷˤ��ˠˑ˞ʶ�˃ˣµ˧˂˄ˎˠˇ˴ʶȒJȒɚ
ˤǅɉˤİƞʶëĉƻęÈ˺½ɘ˓˶ʷ

• 06gƷ˲�˘˶gƷžȤ˺ƞȨˑʶɮ·˓˶ˎˠ
6ã0ʉPà˺ƞȨˑ06gƷ˺̮̗˾̵̢̄̎̒̔ˠlɂˑ½ɘ˓˶ʷgÖž̻gƷž̽Ŵ%0ɋž[�Ñª¯	ǭʶ�ªč
ț]̾6ã0ʉžʶ�ŷ6ã0ʉžʶȀ�06ž˺ƞȨ˓˶ʷȲĵńʶȴļńˈȮɜ˟ˉ˶̽ª¯	ǭÍH˺�˯̾ʷ



̓̀Åɼǅɉ/đȊˤǿóȬƪ

ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶrQˠˑ˞6ˇņ��ʶ24ˇņ�Eˤŉɾ˥�Üĸȯ˟˂
˶Ǐċ¥µʃÎƴʆƢ²�ǐ˟ˤǈ2˺Ț˃ʶƢ²�ǐgˠˑ˞ˤ�ōƻˢȲƷđțʶ
ÙÝ˃ǅɉ˺ǿóˑʶ²�ǐȎƶʶ�Ƣŉʶ©þˤ̵̥̎̉˽ʶơŲgƷʶEȥɹčț
ˢˡ˺2ó˓˶ʷ

̿�Üĸȯ˟˂˶Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆƢ²�ǐ˥Åƣˤ̢̹̄˼̶̹̎¾ˆ˳˧
ÅĪgˤĝ˅¾ʶ̸̰̼̣̼̌̎�ˉˤêƾ¾˺Ňˑʶĺʗˇ˴a^Ơ�ˤĩ�ˣw˵
ǧ˻˟˃˭˓ʷ˭˘ʶ£įˤŅĶˤ�ń˺0ǝˑʶ˿̹̼̜̘̒̔ˣ˳˵�E¢ˤ�ȢɅ
ĳˈ̵̢̖̘̆̎˟@č{Ȋ˟˓ʷŵɥƏ̻ɵˈºŉčțĺ˟˓ˈʶƢǐ˱²�ǐ˱Ǳý
Ƶ*˺Ǔšƻˣxˌ@˷˞ˆ˵ʶǱýčț˱ʋľȚ˛˞˃˭˓ʷƢǐˠ²�ǐˤƴŝˈ
Jˇ˷˞ˆ˵ʶǈ2ŉɾˤǢjJ˺Ƣǐʶű˶ǢjJ˺²�ǐˤǈ2ˣ<˞˞˃˭˓ʷ

¥µgµɰʃÎƴʆƢ²�ǐ˟ˤŦƌƻˢɥɾ̵̱̼̎̉̍
ʽ²�ǐʾ
ņ͋ 16:30� ²�ǐ̢̹̄˼̶̹̎…�ʞƵ*ʶčțƵ*ˤŞȭ
Ə͋ čțĺ
Ÿ͋ 16:30� ƴƞ̢̹̄˼̶̹̎…čțƵ*ˤƴƞµƻŞȭ

17:00� īÆǴȎƶǐ̢̹̄˼̶̹̎…āþƳĀˤīÆǴŻƷķɶˤŞȭ
Ŋ͋ 13:00� Ƶ*ŞȭʶĮĚ�Ȳ

16:00� Ƣǐg̻²�ǐg̻īÆǴȿígˤ��̽A%̢̹̾̄˼̶̹̎
µ ˤƍ ʶĒȿ ˢˡ

ɵ͋ čțĺ



ʽƢǐʾ
ņ͓ɵ͋8:30�̢̛̯̼̹̹̈̄˼̶̹̎ �ʞƵ*ˤŞȭˠçˉǮˊ
ņ͋ 16:30� �Ƣŉ̢̹̄˼̶̹̎…Ķơ?ǐˠÉ?¢ǐ˱tWˑ�ʞƵ*ˤŞȭ
Ə͋ čțĺ
Ŋ͋ 8:30� Ƶ*ŞȭʶĮĚ�Ȳ

16:00� Ƣǐg̻²�ǐg̻īÆǴȿígˤ��̽A%̢̹̾̄˼̶̹̎
µ ˤƍ ʶĒȿ ˢˡ

ɵ͋ čțĺ

Ŋłĺ16ľˇ˴ˤA%̢̹̄˼̶̹̎˟˥čțƵ*˺	÷ˣțSʶțñ̢̹̄˼̶̹̎˺
Ț˃ʶƴć̻Ȳĵ̻ŻƷȬƪ'ĉˤƞɅ˺µ˧˭˓ʷīÆǴǐˤʣƼˤȿíÅɼg˱�
×ˑʶMRI˺	÷ˠˑ˘ƪ;Ȳĵˣ˜˃˞˱µ˧˭˓ʷ˭˘ņ1�ʶǗ�Ŋłĺˤ18:30ˇ
˴˥ʠɪȆȏ¢ǐʶŽÌ�ǐʶƢ²�ǐʶ˖ˤ�ɿɤ�ǐ˺�˅˞ʣƼ¢ǐ̢̹̄˼̶
̹̎˺Ț˃ʶȟįǐ��˟ˤʣƼ¢ǐčțˤƵ*Şȭ˱Ț˛˞˃˭˓ʷ˖ˤ�ʶ�ǐˠ
ˤ��̢̹̄˼̶̹̎˥�Ȯˤˠˆ˵˟˓ʷː˴ˣ̺͂ņˣ͂àǑàʶÅĪgˈĔêˑ˘Ƴ
Ā / Ƶ*ˤȑÞƻ�ʞƐ˺̴̵̛̲̹̇̄̇̂̎̓ˠˑʶ˖˷ˣÄ˓˶review˺Ț˃ʶęÈ
gˠÅĪg˺�˅˞̗˾̲̹̎̄̔̌˓˶ˎˠ˟ʶƴćˤƈ˃ƞȨˠǲ�ƻˇ˜ŅĶˤǅ
ɉ˲đȊˤ2óʶː˴ˣ˥µțƻƹȜˤķž̳̽̎˿̙'ĉʶ̗̼̒ˤ�Ǎķž̾ˣ˜˃
˞µ˫˶˳˄ˣˑ˞˃˭˓ʷ˭˘ʶÅĪgˣ˱Ǔšƻˣµ ˣtW˓˶ˠˠ˱ˣʶµ ƹȜ
˱Ț˛˞ʖ˃˞˃˭˓ʷ

̿ê̷̤̳̭̈˟˥ʶ˓˫˞ˤɤĥĸȯˣˆ˃˞͂ɥɾˣ͂àˤȲƷǐˣˆˌ˶̢̹̄˼̶̹̎ˆ˳˧̺͂ņˣ͂à
ˤ\é ˂˶˃˥Ēȿ ˈȚ˹˷˞˃˭˓ʷ
̿ŵÛ1ņʶ7�8ņˣǈǔ ˲ɇƍ ˺ɽ9ˑʶ�ĸȯˤÅĪgˈǓšƻˣƹȜˑ˞Ąȣ�Ġ˺�˹ˑ˞ˉ˭ˑ
˘ʷ˖˷˴˥ʻǏċ¥µƢǐ²�ǐÅɼǈ2̷̤̳̭̈ʼA%˟ˤµǿŪ ˠˑ˞Ǯǯˑ˞˃ˉ˭˓ʷ



ĺōÅɼgŪţƢ²�ǐʚ�ǈ2¬� ˣ˳˵ʶǿó˓˫ˉÅɼǅɉ/đȊˈº˰˴
˷˞ˆ˵̴̹̽̇= ʻ2017Ûà�ʄˣǈ2˺«˰˶ÅĪgˤ˘˰ˤǈ2̴̱̳̭̄̆ʼˆ
˳˧ʻÅɼǈ2̷̤̳̭̈İ8�ƌ̽ 2018Û11ņ30ĺĩȫƕ̾ʼ2�Ȣ�ˤİ8�ƌʘ
ƽ53tƓ̾ʶō̷̤̳̭̈ˣˆ˃˞˱ˎˤǈ2̴̱̳̭̄̆ˣQ˛˞ǈ2˺Ț˃˭˓ʷ

Åɼǅɉ/đȊˤǨʢƽŦ̽ǒʟʶEÁʶǨʢįʶȢŹ̶̵̦ʶµǿžǙ̾

1) Ǩʢ˓˫ˉƳĀ̻ƴć
̴̹̇= ʻ2017Ûà�ʄˣǈ2˺«˰˶ÅĪgˤ˘˰ˤǈ2̴̱̳̭̄̆ʼtƓ
ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶʤàˢ�ƢŉgƷ˺ÅɼˣȚ˛˞˃˶DáǂǕˎˡ˱ƴʆʶ���ƢŉŴ³gƷ̹̼̐̒ˠˑ˞1000
˺ɕ˅˶J°˺w˵ď˄iȔƴʆʶʤťƴʆʶƆÏ̴̘̆̎ĮƴʆʶāþƳĀ˺Åɼˠ˓˶DáǂǕˈ˻̹̼̐̒ʶȐȌɹ�čț˺

	÷ˣȚ˛˞˃˶ǏċgƷ̹̼̐̒ʶ��gƷˠˑ˞Ƣ²�ǐ�ȓȑÞˈ{ȊˢDáǂǕƇɗgƷ̹̼̐̒ʶWzÏ	¨Óŷƴ
ʆʶ�ƤÓŷƴʆʶƊơ DáǂƴʆʶȞɷȮûÝƬƴʆʶƦmgƷ̹̼̐̒ʶǏċɔh´ƴʆˆ˳˧gƷɩư��ˣˆˌ˶��

gƷˤ	Śƴʆˠˑ˞ˤDáǂǕ
ſgƷ̹̼̐̒ˢˡÙÝ˃ɤĥĸȯˈ˂˶ʷ�Üĸȯ˟˂˶Ǐċ¥µ˟˥²�ǐȎƶʶ�Ƣ
ŉʶ©þˤ̵̥̎̉˽ʶơŲgƷʶȐȌɹ�čțˠhJˢƵ*įˈ˂˵ʶ�Üĸȯʶɤĥĸȯ˟ˤɡK˷ˢ˃ǈ2˟Åɼǈ2ŉɾ
	ˣǨʢ˓˫ˉƳĀ̻ƴć˥hJˣǨʢ˓˶ˎˠˈHŐ˶ʷˎ˷˴ˤƗö˂˶ɤĥĸȯǼˣˆ˃˞˥ʶ��	Śƴʆ̻��	Éƴʆ
ˢˡ˟��gƷˇ˴ŤʸˢƳĀˣÄ˓˶đȊ˺Ǩʢ˓˶ˎˠˈHŐ˶˳˄ˣ̷̼̖̼̘=˺3ʸˤÅĪgˣ˳˛˞ź˰˞˃ˋʷ

2) Ǩʢ˓˫ˉȲÃ̻ŞŘǙ ̴̹̽̇= ʻ2017Ûà�ʄˣǈ2˺«˰˶ÅĪgˤ˘˰ˤǈ2̴̱̳̭̄̆ʼˆ˳˧
3) Ǩʢ˓˫ˉčț̻GǻǙ ʻ2�Ȣ�ʼÅɼǈ2̷̤̳̭̈İ8�ƌʘƽ53 tƓ̾

ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈ˤ�Üĸȯ˟˥ʶǈ2	ˣøȢˢčț̻Gǻˤ2�Ȣ�ˤ34��ˤƵ*˺Ǩʢ˓˶ˎˠˈ˟ˉ˶ʷƵ*˺
hJˣǨʢˑ˘˄˅˟ʶ˖˷˗˷ˤɤĥĸȯ˟˥ʶĸȯ˟ˤƗö˺ơˇˑ˘Ƶ*˲đȊ˺Ýˋ˳˵Åɼƻˣµ˩ˎˠˈHŐ˶ʷ

Åɼǅɉ/đȊˤǈ2ķž

1) ȑÞƝ�˟ˤµǿ
ǅɉ˺nˣŁȮ˓˶ˤ˟˥ˢˋʶ3ʸˤƵ*ˣÄˑ˞ʶȲĵ̻ŻƷˤȬƪ˺Ǖ˞˞˃ˋ	˟ęÈgˠˠ˱ˣȁ˅ʶɂ˫ˢˈ˴µ˩̷̤
̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ
Ɨˣǈ21Ûƽˣ˥�Üĸȯˣˆ˃˞ʶŵɥȚ˹˷˶Ƶ*Şȭ ˟čțƵ*˲țñƵ*ˤǨɩ˲čțƘżˣ˜˃˞ƹȜˑ˞˱˴
˄ʷ˭˘ʶŵɥȚ˹˷˶²�ǐ̢̹̄˼̶̹̎˟˥ʶāþȎƶƵ*ˣÄ˓˶Ƶ*ğǍˠˠ˱ˣʶMRIˢˡˤƪ;˱ğǍˑ˞ʶ˭˘ʶƴƞ
̢̹̄˼̶̹̎˟˱ȎƶƵ*˺�Ǎˑ˘˄˅˟ʶƴƞgˠƴƞŦō˺Şɹ˓˶ˎˠ˟3ʸˤƵ*ˇ˴ÙÝ˃ǅɉ˺ó˶ˎˠˈHŐ˶Ť

http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29
http://www.jsog.or.jp/activity/pro_doc/pdf/kensyup_seibikijun_kikou1.pdf
http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29
http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29
http://www.jsog.or.jp/activity/pro_doc/pdf/kensyup_seibikijun_kikou1.pdf


ˣˑ˞˃˶ʷŵɥȚ˹˷˶�Ƣŉ̢̹̄˼̶̹̎˟˥ʶ1ɥɾˤƢǐƵ*ʶŴ%ĤɠƵ*ˢˡˤƵ*ğǍ˺Ȉ?÷ĕ̛̯̼̒˲ɕʔ
ſŞŘǩŔˢˡ˺ğǍˑˢˈ˴ƹȜˑ˞˱˴˃ʶ3ʸˤƵ*ˇ˴ÙÝ˃ǅɉ˺ó˶ˎˠˈHŐ˶Ťˣˑ˞˃˶ʷņˣ͂���˥ʶ̖̼
̫˺ź˰review˓˶Ēȿ ˲\é ˺½ĸˑʶŅĶˤǅɉ˺µ˩ˎˠˈHŐ˶̷̤̳̭̈˺'ĉˑ˞˃˶ʷ
čțčđˤ̶̛̘̼̹̈ˠˑ˞˥ʶǓšƻˣčțˤ�I̻Yč˺Ǩʢ˓˶ʷțSˣ˥˿̶̛̮̼̘̼̹̍̈ˤ½ɘ˺Ț˃ʶțñˣȹ
ǥˢčțEÁ˺Ȯɸ˓˶ʷL�ˤ�IˤSˣ˥čțˤ˿̶̛̮̼̘̼̹̍̈ˈHŐ˞˃˶ˇˡ˄ˇ˺ęÈgˈȶ�ˑʶ˖˷ˣ�śˑ
˘ľƐ˟�I˺Ȱ{˓˶ʷǏċ¥µƢǐ²�ǐ˟˥ʶÛ2�˥Ǹ�̻ȐȌɹ�čțˢˡˤ̝̹̹̬̼̏̃̐̚ˢˡ˺ʶÛˣ1�˥Ɏ˺
ƣ˃˘ȐȌɹčțˤ̶̛̘̼̹̈˺ƙȒˣɽ9ˑ˞˃˶ʷ˭˘ʶȐȌɹ�čțˤčđwóˤƑˤǷǿ�˱Į¾Eˣ2|ǻˇ˷˞ˆ˵ʶ
ĮȅDVD˱(ƣˑ˜˜ȐȌɹ�čțčđ̶̛̘̼̹̈˺ęÈ˓˶ʷ
ŞŘˠˑ˞ʶEȲʶǨȍɕʔſʶȈ?̼̂̊ʶ̵̡̪̼̊̎̊ʶ³¿ɹŞŘǙˤŞŘ˥ʶ@ʆƵ*ˆ˳˧¢ŐȲƷˣˆ˃˞ęÈ˺x
ˌʶ�Żgˠˑ˞�ǒŞŘ˺Ț˃ʶŞŘčđ˺wó˓˶ʷ
¢Őˣ˜˃˞˥ʶŅL˥ȲˠLȲ¢ŐʶFȲ¢ŐˤʈȲgˠˑ˞ȣµˆ˳˧ęÈgˤYčˠˑ˞ǈ2˓˶ʷ6ˇņñˣ˥ʶ�Å
ɼ¢Ő̽�ƢŉʶȎƶʶơŲgµʶ©þ̵̥̎̉˽̾˟˱¢ŐĔêg(ęÈg)ˤYčˠˑ˞µǿ˺ɦ˰ʶ2ÛŬ�ñˣ¢ŐȲƷˈȚ˅
˶˳˄ˣƽŦ˺Ę˛˞ǈ2˺ˑ˞˱˴˄ʷ

2) ȑÞƝ�˺ʐ˷˘µǿ
ĺōƢǐ²�ǐµ ˤµțɇƍ ̽ƗˣĮȅ̷̤̳̭̈̾ʶĺōƢǐ²�ǐµ ˤe-learningʶɤ�Ƣǐ²�ǐµ ʶ�ɱɪßǂƢ
ǐ²�ǐµ ˢˡˤµțʎ ʶ˖ˤ��ǒǈ2̬̼̐̚ˢˡ˟ʶ�ȮˤŪ ˈȯˌ˴˷˞˃˶ʷ

̻ ŦƌƻgƷˆ˳˧�ñŉïː˷˶=ɦƻgƷ˺µǿ˓˶Ū 
̻ gƷ¸Aˢˡ˺µ˩Ū 
̻ ęÈžʶȵ,žˢˡ˺µ˩Ū 

ː˴ˣʶōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶ�Üĸȯˆ˳˧ɤĥĸȯE˟Ț˹˷˶gƷ¸A̻5ƞ̬̼̐̚ˢ˴˧ˣęÈžʶȵ,ž˺µ˩
Ū ˣǓšƻˣtWˑ˞˱˴˄ʷ˭˘ʶǏċ¥µƢǐ²�ǐˈƙȒˣɽ9˓˶̝̹̹̬̼̏̃̐̚ˢˡˣ˱tW˓˶ˠˠ˱ˣʶµơˣ
Ä˓˶ǟnˢęÈ˺Ț˄ˎˠ˟Ȓ˴ˤƞȨà˺ǉȼ˓˶Ū ˠ˓˶ʷ

3) ȒÒµǿ
ĺōƢǐ²�ǐµ ˈƹȚˑ˞˃˶ʻƢ²�ǐǈ2ˤø2ǅɉʼ˺Ɣȿˑʶ˖ˤEÁ˺ƈˋƞȨ˓˶ʷ˭˘ʶƢ²�ǐȲƷˣɿɤ

˓˶�ǒ̅˿̙̳˿̹̽²�ǐ¢ŐʶƢǐʶ³¿ʜˈ˻ŻƷʶ³¿%ˈ˻ŻƷʶqÐˈ˻ŻƷʶơŲgƷʶ̵̨̯̹ȝ<Ʒžˢˡ̾ˤ
EÁ˺ēġ˓˶ʷ˭˘ʶe-learningˣ˳˛˞ʶƢ²�ǐÅĪgĮȅ̷̤̳̭̈˺xɇ˓˶ˎˠ˱˟ˉ˶ʷː˴ˣʶĮȅDVDǙ˟čțčđ
˺ǈ2˟ˉ˶ʷ



Ņɞˤgµǅɉˤýɣˢ�Wˣ˥ƽ˺ȣè˶˱ˤˈ˂˵˭˓ʷgµ̻gƷˤɦŮˣ
ɧ˷˶ˎˠˢˋʶØˣǈɺʶȒÒµǿ˓˶˘˰ˣʶĺʸˤȲƷˇ˴ƃˇ˧�ˈ˶̴̛̇
̵̲̹̄̇̂̎̓ˣ˜˃˞ŅĶˤǅɉ˺reviewˑȲƷˣơˇ˓ˠˠ˱ˣʶŦƌgƷ˟˥
˟˥Ȩźˑóˢ˃�ʞˣ˜˃˞˥ʶȑÞǈǔˢˡˣȒ˴tWʶ˱ˑˋ˥�ƪ˓˶�˟Ȩ
źˑ˳˄ˠ˓˶̴̼̫̋̓˿̹̙˥ʓØˣɴȢ˟˓ʷ

ˎˤ˳˄ˢ̴̼̫̋̓˿̹̙ˤȅĉ˥ʶȲƷđȊˤ��ˣ˱îǕ˚˭˓ʷ̴̵̛̇̄̇
̲̹̂̎̓˺ǈǔˣǩ˧˜ˌ˞BˣƹȜ˓˶˘˰ˣ˥ʶĿųˇ˴ŦƌgƷ˺Ąɉˑ˘
ȲƷ˺Ț˃ʶˇ˜˖ˤŦƌgƷˤʅƫ˺ǅ˛˞ˆˋˎˠˈøʙ˟˓ʷ2�Ȣ�̽İ8�
ƌʘƽʮʬ̾ˣ˱µ ̻ǈǔ ˟ˤ͂�ˤƹȜˆ˳˧ʶɅĳ1ǵˤƹȜˈ�˭˷˭˓ʷ
Ýˋȼ˰˴˷˶ɓˤʤ˃ǈǔ˺Ț˄˘˰ˣ˥ʶȕ˃ǄǃƐˣW˅˞ʶŭˑ˃̗̼̒Ȩ
ŒˈøȢ˟˓ʷ˖ˑ˞µ ƹȜˤ˘˰ˣ˥ʶ̗̼̒ˤǍˑķʶ̶̤̹̑ˤķž˺ǿó
˓˶øȢˈ˂˵˭˓ʷː˴ˣɅĳ�ǘˣ˱�ºˤ̵̵̼ˈ˂˵˭˓ʷêĮ¾˟˥�ǌ
ǈǔˤˮˢ˴˔ʶȑÞǈǔ˱ǓšƻˣȚ˛˞ˆ˵ʶ£ĸȯC�ȑÞǈǔ˺�ƪˑ˘˵
tWˑ˘˵ˑ˞ˉ˭ˑ˘ʷê̷̤̳̭̈ˣ˥˖˷˺Ǩʢˑ˞ˉ˘ęÈgˈ˘ˋː˻�Ǡˑʶ
ȑÞǈǔˣ˜˃˞˱ɭKˢęÈ˺xˌ˶ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ

ê̷̤̳̭̈˟˥ʶȗȽɅĳˣȩ˷˶ˎˠˈŅĶˤÅɼǅɉ˺wó˓˶˘˰ˣøʙ
˟˂˶ˠȁ˅˞ˆ˵ʶɅĳ˥{Ȋ˟˂˷˦ȗĳ˟ˤƹȜ˺ƽęˑ˭˓ʷ˭˘ʶ˖ˤSų
ʊˠˑ˞ʶĺōƢǐ²�ǐµ ˟˥ȗȽ˟ˤµ ƹȜ˺ęÈˑ˞˃˭˓ʷrQˠˑ˞ʶ
�Üĸȯ˟˂˶Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆˣˆ˃˞ʶĺōƢǐ²�ǐµ Ǚˤµ ƹ
Ȝˆ˳˧Ʌĳ�ǘ˺ƽęˑʶː˴ˣɤĥĸȯ�Ǡ	˱Ǔšƻˣµ ƹȜˆ˳˧Ʌĳ�
ǘ˺ƽęˑ˭˓ʷ

̴̼̫̈́̀̋̓˿̹̙ˤʡĉ̻µțƁ]ˣɿ˓˶ǈ2Ȭƪ



µțƁ]ˣɿ˓˶ǨʢƽŦ

��ˤ2Ɛˈ2�Ȣ�ˣ�˭˷˞˃˶ʷ
• ĺōƢǐ²�ǐµ µțɇƍ ˢˡˤƢ²�ǐɿɤˤµ ̻ǈǔ ˟ǘʛȂˠˑ˞1���ƹȜˑ˞˃˶ˎˠʷ
• ǘʛșȂˠˑ˞Ʌĳ1ǵ��ƹȜˑ˞˃˶ˎˠʷ(ȳ1)

ȳ1̾Ƣ²�ǐɿɤˤEÁˤɅĳ˟ʶrș̻ǲȾ̻Ƶ*��ˤ˃˔˷˟˱˳˃ˈʶĒɸʶ ɊɸʶńǠˢˡˤJĔ�ǘ
˥�{˟˂˶ʷŘȿP̽ǵʎȂˣ˳˶řŭ˺�˯̾˺Ĳ˃˞˃˶ʏȻ˟˂˶ˎˠʷŘȿPˈĲˇ˷˞˃˷˦�ŠȻ˟˱
{˟˂˶ˈʆEʏȻ˥�{˟˂˶ʷ˘˙ˑgµ	¨ʏȻ˭˘˥MEDLINEˣvɜː˷˞ˆ˵ʶˇ˜ŘȿPˈĲˇ˷˞˃
˶ʆEʏȻ˥{ˠ˓˶ʷ

ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶĺʸˤȑÞˤ�˟ˤƱ�Ɛˣ˜˃˞˥ʶŅĶˤǅɉ˺reviewëæ˟̢̹̄˼̶̹̎˟ˤƹȜ˺Ț˃ˢ
ˈ˴µ˩ˎˠ˺�ōˠˑ˞˃˶ʷ˖ˤǩŔ˲ɑɴˢƵ*ˣ˜˃˞˥ʶęÈgˤ�˟ʶĺōƢǐ²�ǐµ µțɇƍ ʶɞƯƢ²�
ǐµ µțʎ ˺«˰ʶĺō²�ǐȎƶµ ʶĺō©þgµ ʶĺōơŲgµ ʶĺō�Ƣŉ̻Ķơ?gµ ʶĺōƢǐ²�ǐ

Eȥɹµ ʶĺōƢ²�ǐčțµ ʶĺōȑÞǥȉµ ˢˡ˟ˤµ ƹȜ˲Ʌĳˤëˣˑ˞˃ˋʷµ ƹȜ̻Ʌĳ'ĉ˥Åɼgˈ
Ȓ˴ZVˑȚ˄˫ˉȄɐ˟˂˶ˎˠ˺ęÈ˓˶ʷ



Ƣ²�ǐÅɼgˠˢ˶ˣ˂˘˵ʶ̽Ƣ²�ǐʚ�ˤÅɼƻȲƷȊVˣW˅ʶ̾
gÖˠˑ˞øȢˢ�ōƻȲƷȊV̽̊˽̡̹̖̹̼̊̌̾˺ǿó˓˶ˎˠ˱ɴȢ˟˓ʷ

gƷ5ƞʶgƷ¸AʶĆŖÄǛˤɇǿ ˺�͂n"͇̽́J̾˔˜xɇ˓˶ˎˠˈ2
�Ȣ�̽İ8�ƌʘƽ53̾ˣ�˭˷˞˃˭˓ʷ

Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆ˟˥ʶgƷ¸AʶĆŖÄǛʶgƷ5ƞ̽ȑÞ5ƞʶǈǔ
5ƞ̾ˣɿ˓˶ɇǿ ˈºŉƻˣȚ˹˷˞˃˭˓ʷː˴ˣ˥ʶDáǂEˤƢ²�ǐ
ɿɤˤµ ʶǈǔ ˣˆ˃˞˱ˎ˷˴3˜ˤø2ɇǿ˥ºŉƻˣɽ9ː˷˞˃˭˓ʷ
ˑ˘ˈ˛˞ʶǏċ¥µgµɰʃÎƴʆ˟ˤǈ2ŉɾ	ˣʶø˔˖˷˴ˤɇǿ ˺x
ɇ˓˶ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷː˴ˣˬˠ˻ˡˤɤĥĸȯ˟gƷ¸AʶĆŖÄǛˤɇǿ 
ˈȚ˹˷˞ˆ˵ʶɤĥĸȯ�Ǡ	˟˱ǂEˤƢ²�ǐɿɤˤµ ʶǈǔ ˣtW
ʖˋ	˟gƷ5ƞ˱�˰˞3˜ˤø2ɇǿ˺xɇˑ˞ʖˋˎˠˈ{Ȋ˟˓ʷ

̀̊ͅ˽̡̹̖̹̼̊̌ˤǈ2Ȭƪ

http://www.jsog.or.jp/activity/pro_doc/pdf/kensyup_seibikijun_kikou1.pdf


ê̷̤̳̭̈ˤǈ2ĸȯǼˤ	˟ʶ��gƷ˺Ǩʢ˟ˉ˶ĸȯ˥��ˤɢ˵˟˓ˀ̽̾
E˥gƷ�ˁʷ˃˔˷˱��ˤ	Śƻƴʆ˟˂˵ʶƵ*į˱ɍÂ˟˓ʷ

ɤĥĸȯ ͋ ļǇgƷ̹̼̐̒̽ħǋő̾
WzÏÓŷƴʆŪţWzÏ	¨Óŷƴʆ̽ħǋő̾
�ƤÓŷƴʆ̽Ǐċ̻�Ƥ̾
ȡȋÓǕȡȋƴʆ̽dħǋ̾
ȞɷȮûÝƬƴʆ̽ħǋɗ̾
DáǂǕ
ſgƷ̹̼̐̒ ̽
ſ̾
DáǂǕƇɗgƷ̹̼̐̒̽Ƈɗ̾

ɤĥÅɼgƷĸȯ͋DáǂǕˈ˻̹̼̐̒̽ħǋő̾

Dáǂ˥§Úƀ̽ƎċE̾7ˇ˴ĺōƄ7˭˟ʶ�E˟12ƭƽˣÝ˃ǂ�˺Ňˑʶʁ
ǏʶǏċˠ˃˛˘¥ɱÓ�ˇ˴ʅƫʎȘ˭˟˺Ňˑĺōˤǹ�ˠ˱Ȫ˹˷˭˓ʷħǋ
őʶħǋɗʶ
ſ˥˃˔˷˱Ƣ²�ǐgˈ�ɖˑ˞˃˶��˟ʶˎ˷˴ˤƴʆ˥ʶ�
�ˤé˃Ȣňˠ1ʝˤ˱ˠˣʶǏċ¥µƢǐ²�ǐˇ˴	Śˠˢ˶gÖ˺Ƃɬˑʶ��
gƷ˺ʤ˃Ÿƌ˟·˛˞ˉ˭ˑ˘ʷê̷̤̳̭̈ˤÅĪg˥ʶˎ˷˴ˤƴʆˤ˃˔˷ˇ
˟Êˢˋˠ˱�à˥ǈ2˺Ț˃ʶ¢ŐȲƷʶ¤ɾêƾʶĭýȲƷʶƴȲɤĥʶƴƴɤĥ
ˢˡ˺ɢ˒˞��gƷ˺Ǩʢˑ˭˓ʷ˃˔˷ˤĸȯˣ˱ęÈgˈ�Ǡˑʶǈ2%P˥
İ˛˞˃˭˓ʷ

͆̀��gƷˣɿ˓˶ǈ2Ȭƪ



��gƷˣɿ˓˶ǨʢƽŦ̽ƴȲ̻ƴƴɤĥʶ��bė̉˽ʶ�¶gƷˢˡ̾

��gƷˤǨʢˤ˘˰ˣʶƢ²�ǐÅɼǈ2Pàˤ�ˤÅɼǈ2̷̤̳̭̈˱�˰�Üĸȯˠˢ˛˞ˆ˴˔ˇ˜ő�23fˆ˳˧
Ĭ�ęºɱÓ�¢ˣ˂˶ɤĥĸȯ˭˘˥ɤĥĸȯ̽��gƷ̾˟ʶ1ˇņ��ˤǈ2˺Ț˄ˎˠ˺øʙˠ˓˶ʷ˘˙ˑʶÅɼǈ2ęÈ
gˤ˃ˢ˃ĸȯ̽ÅɼgˤØa˥øʙ̾˟ˤǈ2˥ɢǜ12ˇņ�E̽ǈ2ŉɾˈ3Û˺ɕ˅˶��ˣ˥äɻŉɾˤǈ2˺êȸɤĥ
ĸȯ˟Ț˄ˎˠ˥{ˠ˓˶̾ˠˑʶ˖ˤ��ʶÅĪgˤǈ2ęÈ%P˺ļǉˣˑʶ�Üĸȯ˲�ˤɤĥĸȯˇ˴ęÈ˲ȵ,˺Ț˄Ĕ
êęÈg˺ź˰˶ʷĔêęÈg˥Êˢˋˠ˱1-2ˇņˣ1�˥˖ˤǈ2Ƙż˺ǉȼˑʶÅĪgˆ˳˧˖ˤĸȯˤÅɼg˺ęÈ˓˶ʷˢ
ˆʶɤĥĸȯ̽��gƷ-ơŲ̾˟ˤǈ2˥ʶÅɼǈ2ęÈgˤ˃ˢ˃ĸȯ˟ˤǈ212ˇņ�Eˣ�˰˶ʷōÅɼǈ2̷̤̳̭̈ˤ
ɤĥĸȯˣ˥ʶ˖ˤ��ˣˆˌ˶��gƷˤĖƐˠˢ˛˞˃˶ĸȯ̽��	Śƴʆʶ��	Éƴʆ̾ˠˑ˞ˤƆÏ̴̘̆̎ĮƴʆʶƊ

ơ DáǂƴʆʶDáǂǕƇɗgƷ̹̼̐̒ʶWzÏ	¨ÓŷƴʆʶȞɷȮûÝƬƴʆʶ�ƤÓŷƴʆˆ˳˧gƷɩư��ˣˆ
ˌ˶��gƷˤ	Śƴʆˠˑ˞ˤDáǂǕŕrƴʆˢˡÙÝ˃ɤĥĸȯˈ@˛˞˃˶ʷ˖ˤ˘˰ʶɤĥĸȯ˟ˤǈ2	ˣ��ˤ�
�gƷ̽ɩư��˱�˯̾ˤǈ2ˈ{Ȋ˟˂˶ʷ
��gƷƗŇˤƢ²�ǐȲƷ˺Ǩʢ˲ʶ��˟ˤĭý%Pʶ��ˤƗþˣú˒˘ƴȲɤĥˢˡ˺µ˻˟˱˴˄ʷ*˅˦ʶª²ˤ0
6ęÈˤƿɃ̻ĨĢˣɿ�˓˶ʷ³ȅ˞ˈ�ʑˢÀâ˺ēġˑ˞ʶ06ÖˠlVˑ˞³ȅ˞ĨĢ˺Ț˛˘˵ʶ²�ǐˈ˻ĀȂˤǶ�
̉˽ˢˡʶADLˤ#�ˑ˘ĀȂˣÄˑ˞ʶ̸̼̼̼̉̎̄ʶǁɋÖˠ̼̭̓gƷ˟�¶gƷ˲Ƕ�̉˽Åɼĸȯˢˡ˺Ɓƣˑ˘gƷ˺
ǕŜˑ½ɘ˓˶ʷ



Åɼǈ2	ˤÛàŵˤǅɉ̻đȊ̻ćàˤ2Ƿ̷̤̐̎

��ˤ2Ƿ̷̤̐̎˥̵̯̗˟˂˵ʶÅĪgˤɫĉǑàˣ˳˵ǈ2Ûˣˠ˴˹˷˔ʶŗ
ɛˣɨƣ˓˶ʷ3Ûˠ˃˄ŉɾ˟ǈ2˺2�˓˶�ˈō̷̤̳̭̈ˤƽƻ˟˥ˢˋʶÅɼg
ˣ˨ː˹ˑ˃ǅɉ̻đȊ̻ćà˺2óˑʶÅɼgˠˑ˞ÿ˔ˇˑˋˢ˃Ƣ²�ǐg˺ȅ˞˶ˎ
ˠˈĊʸˤ̷̤̳̭̈ˤ̴̪̼̌˟˂˶ʷ

½ʌˣ˥ê̷̤̳̭̈ˤǈ2ĸȯǼˣ˥ÅĪgˤǈ2ˣhJˢƵ*įˈ˂˵ʶɢØ˥
̵̯̗2Ƿ̷̤̐̎ˣ=Țˑ˞ǅɉ̻đȊ˥2ó˟ˉ˶ˠȁ˅˞˃˶ʷ2óˈĻ˃ÅĪg
ˣ˥3ÛˣƋ˘ˢˋˠ˱Ŭˤ̴̧̖̤̣̰̖̎̔̽̋̎̌˾̾ˤǈ2˺%ʢː˕˶��ˈ˂˶ʷ

̻Åɼǈ21Ûƽ
EȲʶƾȏȲʶǨȍ̻ȐɰɕʔſŞŘʶȈ?÷ĕ̴̛̯̹̒̈˺ŭˑˋȚ˅˶ʷ�Ǥg
ˤęÈˤ˱ˠ˟ŭØJ°ˤw˵ď˃ʶɢØˤÕƜKɽʶ³¿EÁʇsțʶ³¿�Î
�ĦHțˈ˟ˉ˶ʷ²�ǐˤƴƞˆ˳˧ƪ;˺ȒJ˟ȵ,˟ˉ˶ʷ

̻Åɼǈ22Ûƽ
ª²6Ȳˆ˳˧²�ǐˤ�ȓ¢Őˈ˟ˉ˶ʷŭØˆ˳˧ƮØˢª¯̻J°Ǩɩ˺M
Nˑʶ�ʞˤ˂˶Ƶ*ˣ˜˃˞˥�Ǥgˣǉ½ˣƿɃ˟ˉ˶ʷŭØJ°˺��˟w˵
ď˅˶ʷ�ǤgˤęÈˤ˱ˠ˟ɢØˤÕƜKɽʶȐȌɹ�čțʶȐænǣ³¿AĦ
țˈ˟ˉ˶ʷ�ǤgˤęÈˤ˱ˠ˟ĀȂ̻ÀĹˣÄˑŻƷǙˤEÁˣ˜˃˞hJƞȨ
˟ˉ˶˳˄ˣȾļˑʶĀȂ̻ÀĹˤȒƥĄùˣ�˝˃˞ŻƷǙˤķɶˣ˜˃˞�Ą˺
ó˶ˎˠ̽informed consent/choice: IC̾ˈ˟ˉ˶ʷ

͇̀ÅĪgǈ2̷̼̖̼̲̹̌



̻Åɼǈ23Ûƽ
ÅĪgˤ2�Ȣ�̽2�Ȣ�˥İ8�ƌʘƽ53̾A˞˺Ƌ˘˓ǈ2˺Ț˄ʷ
ÕƜKɽˤɭú˺��˟Mĵ˟ˉ˶ʷɢØˤÕƜKɽ˟˂˷˦�µÛˤÅĪgˠ�
ǳˣ˟ˉ˶ʷ�ǤgˤęÈˤ˱ˠ˟SǻȈƼƵ*ˢˡƗŰˢƵ*ˤÕƜKɽˈ˟ˉ
˶ʷ�ǤgˤęÈˤ˱ˠ˟ƸǄˈ˂˶ˢˡ˲˲�ʑˢƵ*˟˂˛˞˱ʶȐænǣ³¿
AĦțˈ˟ˉ˶ʷāþčțˤčđ˺ƞȨˑ˞Yčˈ˟ˉ˶ʷ��˟ĀȂ̻ÀĹˇ˴ˤ
ICˈwó˟ˉ˶ʷ

ǈ2̷̼̖̼̲̹̌ˣ˜˃˞

rQˠˑ˞ʶÅɼǈ2ˤ͂Ûƽ˥£ŤˢƵ*˺Ǩʢ˟ˉ˶Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆ˟
6̺ņ��ˤǈ2˺Ț˃ʶƢ²�ǐgˠˑ˞ˤ�ōƻˢȲƷđțʶÙÝ˃ǅɉ˺ǿóˑʶ
²�ǐȎƶʶ�Ƣŉʶ©þˤ̵̥̎̉˽ʶơŲgƷʶEȥɹčțˢˡ˺µ˩ķɶ˟˓ʷ
̓Ûƽ�ñ˥�ˠˑ˞hJˢȲƷ / ęÈ%P˺Ň˓˶�Ȣɤĥĸȯ̽��ʻĮȅɤĥĸ
ȯʼ̾˟ǈ2˺Ț˃˭˓ʷˑˇˑˢˈ˴DáǂˤʡĉgÖ˲£Ťˢȇŀ˺˱˛˘�Ŏ˺Ýˋ
ƛóˑʶKǊƟǋ˓˶	˟˳˵˳˃ǈ2Ơ�˺İ˅˞˃ˋˠ˃˄ȧƐˇ˴ʶ3ʸˤÅĪgˤ
Ôň˲ȇŀ˺ȁĈˑʶɭKˢ̷̷̼̖̼̲̹̤̳̭̌̈˺'ĉˑ˞˃˭˓ʷ˜˭˵ʶ1Ûƽˤ
ǈ2˺Įȅɤĥĸȯ˲SʘˣĞˍ˘��gƷˣɿ˓˶ɤĥƴʆˇ˴ɽ«ˑʶ2Ûƽ�ʄ
ˣ�Üĸȯ˟ˤǈ2˺˓˶ˎˠ˱{Ȋ˟˓ʷ

ê̷̤̳̭̈ˣÎ˓˶ʻĮȅɤĥĸȯʼ˥ʶ˃˔˷˱Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆˣeı˓
˶ɍÂˢƵ*įˆ˳˧ęÈgˣ˳˶ǈ2%P˺Ň˓˶��ˤ	Śƴʆ˟ʶ²�ǐčț�
įˤ£˃ĸȯ˲J°įˤ£˃ĸȯˢˡʶ˖˷˗˷Ɨöˈ˂˵˭˓ʷǩ±̻ª¯̻HƢˢˡʶ
ÅĪg����ˤ�Ăˣ˱Äúˑ˞̷̼̖̼̲̹̌˺ź˰˞˃ˉ˭˓ʷˢˆ��gƷ˺Ǩ
ʢ˟ˉ˶ĸȯ˟Êˢˋˠ˱͂à˥ǈ2˺Ț˄øȢˈ˂˵˭˓ʷ

http://www.jsog.or.jp/activity/pro_doc/pdf/kensyup_seibikijun_kikou1.pdf


ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈˟˥ʶÅɼgwóñˤʶʻ̴̧̣̰̖̋̎̌˾Ƣ²�ǐgʡĉ̷̤
̳̭̈ʼˠˑ˞ʶƢ²�ǐ4ʚ�ˤgƷđț��ˆ˳˧̴̧̣̰̖̋̎̌˾Åɼgwó˺ƽ
ę˓ȑÞǈ2˲ʶ̴̼̫̋̓˿̹̙ˤɳĉˆ˳˧gµo ~wó˺ƽę˓ǈǔƁ]˱ğ
ǍˑʶÅĪgˣǈ2Ūɿˤˮˢ˴˔ɻŉˣ˹˘˛˞ˤˤ̴̰̆˽̟̎˺�Ǎˑ˞˃ˉ˘˃ˠ
ȁ˅˞˃˭˓ʷ

˭˘ōÅɼǈ2̷̤̳̭̈ǝƞ¬� ˥ʶǏċ¥µgµɰʃÎƴʆLŉȑÞǈ2ǝƞ
̹̼̐̒ˠlVˑʶ¥µkŠñ2Û�EˤLŉǈ2gˤÔňˣú˒˞ʶÇŐƢ²�ǐ˺ƽ
ę˓˘˰ˤLŉǈ2̷̤̳̭̈'ĉˣ˱ˇˇ˹˛˞ˆ˵ʶÔňȂˣ˥Lŉǈ2ˤ2�Ȣ
�˺Ƌ˘ˑ˘�˟ʶLŉǈ2ˇ˴Åɼǈ2ˤ5Ûɾ˟ˤʶ˳˵ɻŉƻ˟<½ˑ˘Ƣ²�ǐ
ǈ2̷̤̳̭̈˱ğ+˟ˉ˶˳˄ˣˑ˞˃˭˓ʷ

ʹǏċ¥µƢǐ²�ǐÅɼǈ2̷̤̳̭̈ Åɼǈ2ɤĥĸȯǼ ʺ

ʵhJˢȲƷ / ęÈ%P˺Ň˓˶�Ȣɤĥĸȯ̽Įȅɤĥĸȯ̾

ą� ʤťƴʆ DáǂǕˎˡ˱ƴʆ
ą� iȔƴʆ DáǂǕˈ˻̹̼̐̒
�ǕƴʆŪţǏċgƷ̹̼̐̒ ƆÏ̴̘̆̎Įƴʆ
WzÏÓŷƴʆŪţWzÏ	¨Óŷƴʆ

ʵ��gƷˣɿ˹˶ɤĥĸȯ

ļǇgƷ̹̼̐̒ ȡȋÓǕȡȋƴʆ
�ƤÓŷƴʆ DáǂǕƇɗgƷ̹̼̐̒
ȞɷȮûÝƬƴʆ DáǂǕ
ſgƷ̹̼̐̒



ʵơŲgƷˣɿ˹˶ɤĥĸȯ

	œƢǐ²�ǐ̴̛̇̔̇
Ǘ̓¥Ɍ̶̗˾̴̛̼̎̇̔̇

ʵǏċ¥µgµɰʃÎƴʆƢǐ²�ǐÅɼǈ2ˤƗȖ

ü SǻƸǄȈƼ˲ɴƵ�(Ƶª¯ˤ̝˿̴̎̇ª¯ĀȂˈ£ˋʶʤàˢª¯J
°ǝƞž˺̫̼̎̒˓˶ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ

ü £ˋˤǱýŴ%Ĥɠ˺xˌ@˷˞ˆ˵ʶƢǐĭýǝƞž˺µ˩ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ
ü Ŵ³ĆŖʶ�ȅƵʶȒÒ>ƲƳĀ˲EJŽ�ɈƳĀ�(ª¯ˤ̮̔̄˟˂˵ʶ
£ìˢƵ*ˇ˴ơŲgµˠƢǐµ˺µ˩ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ

ü HơSȲĵˠɯ!̴̹̹̄̀̐̈ʶƪ;̴̛̼̹̎̇̈ž˱µ˩ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ
ü ʣƼˤƪ;Ȳĵˣ˜˃˞˱ŵɥˤīÆǴǐȿígˠˤ̢̹̄˼̶̹̎˟ƳĀ
ˠµ˩ˎˠˈ˟ˉʶFDG-PET/MRIǙƪ;Ȳĵˤȯ8˱Ňˑ˞˃˭˓

ü āþȎƶˤʤʑàčț̽ʣƼ¢ǐčț̾ˣW˅˞ʶȐȌɹ˲čțƣ̷̩̘̔˺
ƣ˃˘#-Ƞčț˺µ˩ˎˠˈ˟ˉ˭˓ʷ

ü þJcƮØʶ=¦þȍūģʶüĽŉƳĀˣÄ˓˶ȲĵˠŻƷ˱ǓšƻˣȚ˛
˞ˆ˵ʶˎ˷˴ˣ˜˃˞˱ǅɉ˺ƈ˰˶ˎˠˈ{Ȋ˟˓ʷ

Ŭˤʕ˟�Ȝƻ̷̵̼̖̼̲̹̯̗̌ˠ�ĸȯ˟ˤǈ2ƽŦ˺ğǍˑ˭˓



Åɼg̶̪̼̘
ƉR̻ęÈ

3Ûƽ
Įȅɤĥƴʆʳ or ʴ

1Ûƽ
Ǐċ¥µgµɰʃÎƴʆ

ŭØJ°̽20*̾
³¿EÁʇsț̽10*̾
³¿�Î�ĦHț̽10*̾
²�ǐāþčț̽15*̾
ÕƜKɽț̽20*̾
ȐȌɹčț̽10*̾
Ȑæ³¿nǣAĦț̽5*̾
�ªƵƵ*̽͆*̾

µ ƹȜ̻Ʌĳ'ĉęÈ Ʌĳ'ĉęÈ

ĸȯNǈ2ƽŦ

ü ̝˿̴̎̇ª¯̻J°˺Ĕê

ü SǻȈƼʶØ"ȈƼĻŉTʐ
Ƶ*˺Ǩʢ

ü 32ɥŋƋˤKɟĻƢ˺Ĕê
ü ²�ǐāþȎƶƵ*˺Ĕê
ü �ȅƵƵ*ˤĔê
ü ɢØˤÕƜKɽˤ�I
ü �Î�ĦHˤ�I
ü ŭØJ°ˤwď

2Ûƽ
Įȅɤĥƴʆʳ

ŭØJ°̽80*̾
ȍæčț̽20*̾
³¿�Î�ĦHț̽10*̾
ÕƜKɽț̽30*̾
ȐȌɹčț̽20*̾
Ȑæ³¿nǣAĦț̽10*̾

ĸȯNǈ2ƽŦ

ü �ȓ¢ŐˤĔê

ü üĽŉ˲ŃÛŉ�ʄˤ©þˤ
ăȱˣÄˑ˞ˤȲĵˠŻƷ

ü ²�ǐȕþȎƶčțˤ�I
ü ��gƷˤ½ɘ
ü ŭØJ°ˤwďˠƮØˤMĵ

ƸǄȈƼʶØ"ȈƼĻŉT
ʐʶǚȎ�(ˤÕƜKɽ

̽5*̾
ȍæčț̽10*̾
ȐȌɹčț̽10*̾
Ȑæ³¿nǣAĦț̽10*̾
²�ǐāþčț̽15*̾

ĸȯNǈ2ƽŦ

ü ̝˿̴̎̇ª¯̻J°ˤŻƷķ
ɶˤźºˠȾļ

ü ²�ǐāþȎƶˤčțYč˲
ŻƷķɶˤźºˠȾļ

ü ˲˲�ʑˢƵ*ˤ²�ǐȕþ
Ȏƶčțˤ�I

ü ��gƷˤ½ɘ

��gƷǈ2



• ¥µˇ˴̷̼̖̼̲̹̌˺«˰˘��˥µ ƹȜˢˡˤęÈ˺1Ûƽ˳˵Ț˃ʶǈ22Û
ƽ˟ĺōƢǐ²�ǐµ ˤȗȽ̪̼̲̹̎̒̐̔̌˟ˤƹȜ˺ƽęˑ˭˓ʷ

• Ʌĳ'ĉˣ˜˃˞˥ʶ¥µƴʆ¢˟ǈ2	˟˱¥µĮ�ˈęÈˑʶ2ÛƽǦ�ľ˟ˤ
¹ĉ˺ƽęˑ˭˓ʷ

• 3ÛƽǦ�ľˣÅɼgwóˣøȢˢ̶̪̼̘˥¥µĮ�̽ɇÖ��̾ˈ̓́̔̇ˑƉR˓
˶ˎˠ˟ʶĔêƵ*ˣÄ˓˶˳˵ƈ˃ƞȨ˺/ˑ˭˓ʷ

ĸȯ�
²�ǐčț�į ƢǐƵ*į

ȕþ āþ ȐȌɹ J° ÕƜKɽ
SǻȈƼ
čț

Ŵ%Ĥɠ
x@

Ǐċ¥µgµɰ�Îƴʆ ʪʮʩ ʱʬ ʲʲ ʮʰʫ ʫʰʰ ʬʱ ʪʭʯ

ą� ʤťƴʆ ʫʭʱ ʰʭ ʲʪ ʪʬʪʩ ʭʩʱ ʪʱ ʬʩʯ

ą� iȔƴʆ ʯʯʯ ʮʮ ʬʱʩ ʪʰʫʱ ʮʫʫ ʪʮ ʱʪ

ƆÏ̴̘̆̎Įƴʆ ʬʩʰ ʯ ʫʩʩ ʪʬʬʩ ʬʰʲ ʪʬ ʪʩʲ

DáǂǕˎˡ˱ƴʆ ʩ ʩ ʩ ʪʱʪ ʪʪʭ ʫ ʯʫ
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参考資料 

（2020年度版） 

神戸大学産婦人科専門研修施設群の概要 



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　　《産科婦人科ホームページへ》 

指導医 山田秀人、寺井義人、出口雅士　他3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：21名
病床・患者数 病床数　婦人科 29床　産科 32床　NICU 12床　新生児 18床　 

婦人科手術　約360件／年　分娩　約580例／年　 

母体搬送　150件／年、生殖補助医療0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技術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、開
腹手術から腹腔鏡さらにはロボット手術、不育症を中心とした生殖内分泌疾患、性分化異常など思春期か
ら老年期、そして癌サバイバーに対する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、論文執筆・投稿を行う。 

単年度専攻医受入人数 8名まで

http://www.med.kobe-u.ac.jp/obgyn/index.html


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　　産科・婦人科 

中後　聡

医師数 常勤12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322件／年 （内訳 悪性74件、良性248件（うち腹腔鏡手術91件））  

分娩 約1,310例／年 帝王切開 408件／年（前置胎盤取り扱い18件）、母体搬送 306件／年 

生殖補助医療0件／年 

外来患者数 約32,400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。絶対断らない搬送受け入れ体制を実践しています。 

2019改訂

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。

https://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/department/obstetrics.php
https://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/department/gynecology.php


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 721件／年 （内訳 悪性浸潤癌55件、良性666件、腹腔鏡手術380件）  

分娩 1728例／年 帝王切開 522件／年（前置胎盤取り扱い 15件） 母体搬送 81件／年、生殖補助医療 0件／年 

外来患者数 41,597名/年 

https://www.chibune.aijinkai.or.jp/sanfujin/


病院、研修の特徴  

2019改訂

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1700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件の大阪府下産婦人科一次
救急患者の半数以上660件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1200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、4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, 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、子宮悪性ならびに良性腫瘍に対するロボット支援手術を開始いたして
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 名  非常勤 名  計1 名 

指導医・ 専門医数 日本産科婦人科学会 指導医 名・専門医 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 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 ％，周産期 ％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア ％ 

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 件／年 （内訳 悪性浸潤癌 件、良性 件、腹腔鏡手術20 件）  

分娩 例／年 帝王切開 件／年（前置胎盤取り扱い13件）、母体搬送 10 件／年 

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
産婦人科内視鏡学会認定医も取得可能です。 

2019改訂

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。

http://www.ych.or.jp/department/obstetrics/


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 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400件／年 （内訳 悪性浸潤癌25件、良性270件、腹腔鏡手術150件）  

分娩 約220例／年 帝王切開 60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11,000名／年 

病院、研修の特徴  

2018改訂

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。 

mailto:https%253A//kobe.hosp.go.jp/specialty/gynecology.html


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 

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  GCU 30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12,500名／年 

病院、研修の特徴 

 2018改訂

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す。

http://www.kakohp.jp/section/ob-gyn/index.html


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 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5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  

疾患の比率 周産期 100％ 

病床 産科 22床(MFICU 6床含む)  新生児室 5床  NICU 21床  GCU 24床 

患者数 分娩 181例／年 帝王切開 114件／年（前置胎盤取り扱い2件） 

母体搬送 62件／年  

生殖補助医療 0件／年 

外来患者数 2,146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。 

2018改訂

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。 

http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/medical/obstetrics/


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15名
指導医・ 専門医数 日本産科婦人科学会 指導医5名・専門医13名   日本婦人科腫瘍学会指導医2名・専門医7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3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3名

疾患の比率 婦人科腫瘍 100％
病床 婦人科 45床
患者数 婦人科手術 約711件／年 （内訳 悪性浸潤癌378件、良性333件、腹腔鏡手術154件）  

外来患者数 約18,000名／年 

病院、研修の特徴  

2019改訂

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。 
がんの治療方法は、手術、放射線治療、化学療法、免疫療法などを組み合わせ、多岐にわたります
が、どの治療の場合でも、治療のメリット・デメリットを十分に説明し、患者さんと御家族が納得し
て治療を受けられることが重要です。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に
なってきています。「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病
院や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。

http://hyogo-cc.jp/about/dept/gynecology.html


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 

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 

疾患の比率 婦人科良性腫瘍 79％，悪性腫瘍 8％、周産期 1％， 

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 303件／年 （内訳 悪性浸潤癌23件、良性開腹手術60件、膣式手術59件、腹腔鏡手術139件　子宮鏡50

件）  

外来患者数 約8,200名／年 

病院、研修の特徴  

2018改訂

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。

https://www.kobe.jrc.or.jp/kakuka_kakubu/s_fujinka/index.html


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 

西島　光浩

医師数 常勤 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 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 210床 NICU ６床 新生児15床 

患者数 婦人科手術 135件／年 （内訳 悪性浸潤癌10件、良性100件、腹腔鏡手術25件）  

分娩 607例／年 帝王切開 136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11,500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。

2019改訂

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。 

https://www.awajimc.jp/contents/list_14.html


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
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  

生殖補助医療 0件／年 

外来患者数 約11,000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。

2018改訂

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。

http://saiseikai.info/department/obstetrics/


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3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 

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96／年 、化学療法例　数人、子宮頸癌放射線治療 2名 

分娩 約345例／年 帝王切開69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 平均 42名／日

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
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。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。 

2018改訂

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、月経異常の治療、女性ヘ
ルスケア等を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）。

http://www.hospital.sanda.hyogo.jp/consult/11.html


5. 兵庫県立丹波医療センター　 

病院名　 

指導責任者 

兵庫県立丹波医療センター（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 126件／年 （内訳 悪性浸潤癌 9件、良性 87件、腹腔鏡手術 44件）  

分娩 238例／年 帝王切開 57件／年（前置胎盤取り扱い 0件）  

母体搬送 6件／年  

生殖補助医療 0件／年 

外来患者数 約 8,500名／年 

病院、研修の特
徴 

2018改訂

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」に以外にも「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。 

なお、2019年7月1日に新病院に移転し、丹波医療センターとなりました。 

http://www.kaibara-hp.jp/department/07sanfujinka/


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 

武木田　茂樹

医師数 常勤 名 非常勤 名 計 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 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 婦人科手術 件／年 （内訳 悪性浸潤癌 件、 3腹腔鏡手術 件）  

分娩 例／年 帝王切開 件／年（前置 5  母体搬送 5件／年  

外来患者数 約 名/年 412 0

病院、研修の特徴  ・当科は神戸大学病院産科婦人科等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）。

2019改訂

（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。

http://www.hirohata-hp.or.jp/kakuka/sanfujinka/index.html


7. 甲南医療センター 

病院名　 

指導責任者 

甲南医療センター　　（令和元年9月までは六甲アイランド甲南病院） 

森田　宏紀
医師数 常勤 4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   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 187件／年 （内訳 悪性浸潤癌12件、良性97件、腹腔鏡手術78件）  

分娩 151例／年 帝王切開 37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 7172名/年 

病院、研修の特徴  

2019改訂

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。令和元年10月に急性期部門は新甲南病院である甲南医療センターに統
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3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。

http://www.kohnan.or.jp/rokko/department/sanhujin/


8. 明石医療センター 

　　　　　　　　　　　　　　 

病院名　 

指導責任者 

社会医療法人　愛仁会　明石医療センター 

宮原義也

医師数 常勤6名 非常勤1名 計7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   

日本婦人科腫瘍学会専門医1名、日本産婦人科内視鏡学会技術認定医1名、 7 6 819

8 819

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 368件／年 （内訳　腹腔鏡手術　164件）  

分娩 961例／年 帝王切開 231件／年（前置胎盤なし） 母体搬送 14件／年  

外来患者数 21578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。 

2019改訂

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、技術認定医の指導のもと腹腔鏡下手術を積極的に行っており、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。

https://www.amc1.jp/departments/diagnosis/sanhujinka/


9. 西脇市立西脇病院 

病院名 

指導責任者 

西脇市立西脇病院　　 

阿江　孝
医師数 常勤 3名 

指導医・専門医数 日本産科婦人科学会専門医 1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7,680名/年 

病院、研修の特徴  

2018改訂

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。

http://nshp.jp/modules/shinsatsu/index.php?content_id=48

