2023年度募集用

慶應義塾大学産婦人科専門研修プログラム
1. 専門研修プログラムの概要

本プログラムでは、医師として、また産婦人科医としての基本的な知識や手技を習得し、周産期

医学・婦人科腫瘍・生殖医学・女性ヘルスケアの高度な診療に携わることが可能となります。連

携施設での研修では積極的に地域医療に貢献できます。専門研修後には、大学院への進学やサブ

スペシャリティ領域の研修を開始する準備も整っており、スムーズにスキルアップを図ることが可
能です。なお、専門医資格取得までの期間は原則3年間としておりますが、各専攻医の希望・研修
進捗状況などを勘案して、研修内容・期間を調整することも可能です。

2. 専門研修はどのように行われるのか
① 臨床現場での学習

原則として１、２年次は、連携施設での研修を行い、産婦人科医としての基本的な診療知識を

習得しつつ単独主治医として外来診療を担当し、入院・手術、術後管理まで、より実践的な産婦

人科臨床研修を行います。双合診、経腟・腹部超音波、コルポスコピー、子宮鏡などについて学び、
手術手技に関しては、適切な術野展開や確実な縫合・結紮の経験を重ね、帝王切開や良性腫瘍に

対する開腹手術・腹腔鏡手術の術者や悪性腫瘍手術の第一助手ができることを目標としています。
3年次は基幹施設である慶應義塾大学病院で、病棟および外来診療において指導医・上級医の指

導のもと、産婦人科臨床研修を深めていきます。大学病院には産婦人科四分野のエキスパートがそ
ろっており、基本的な知識・手技を偏りなく習得することができます。それまでの2年間で連携施
設において経験した知識や技術を再確認しながら翌年の専門医資格取得を目指します。

「座学」での学習だけでなく、個々の症例に対して診断・治療計画を立てていく中で、指導医

とともに考え調べながら学ぶプログラムを作成しています。定期的にカンファレンスで術前症例、
術後症例、稀少症例や難治症例の経過について発表し、症例を通じて学びます。特に、慶應義塾

大学病院での研修中は多くのカンファレンスに参加することが可能です。腫瘍カンファレンスでは、
悪性腫瘍症例に対する症例提示、MRIなどの画像診断提示、術後症例の病理所見を提示しながら、
個々の症例から幅広い知識を得ることが可能です。周産期カンファレンスでは、異常妊娠例、母体
搬送例などの病態・管理を検討することで、適切な妊娠・分娩管理について学びます。生殖医療カ
ンファレンスでは、稀少症例や難治性症例を提示し、卵巣刺激法、胚培養条件、胚移植時の着床

条件などを改善できないかを検討します。また、いずれのカンファレンスでも、テーマを決めて系

統的に学習し最新の知識を学ぶことができるように配慮しています。カンファレンスは連携施設に
おいても開催され、常に「学びの場」を設けております。

② 臨床現場を離れた学習

日本産科婦人科学会の学術講演会（特に教育プログラム）およびe-learning、関東連合産科婦

人科学会、各都道府県産科婦人科学会などの学術集会、その他各種研修セミナーなどで、下記の
機会が設けられています。

・ 標準的医療および今後期待される先進的医療を学習する機会
・ 医療安全などを学ぶ機会
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・ 指導法、評価法などを学ぶ機会

さらに、基幹施設および連携施設内で行われる医療安全・倫理セミナーならびに指導法、評価法
を学ぶ機会に積極的に参加します。その他、定期的に縫合手技や腹腔鏡下手術などのハンズオン

セミナーや、教育DVDを用いた指導やアニマルラボでの腹腔鏡手術研修会も開催しております。

③ 自己学習

「産婦人科研修の必修知識」（日本産科婦人科学会発刊）を熟読し、その内容を理解します。

産婦人科診療に関連する各種ガイドライン（婦人科外来、産科、子宮頸がん治療、子宮体がん治
療、卵巣がん治療、生殖医療、ホルモン補充療法など）の内容を把握します。

また、e-learningによって産婦人科専攻医教育プログラムを受講し、教育DVD等で手術手技も

研修できます。さらに、慶應義塾大学医学部は国内有数の医学及び関連分野の専門図書をもち、

幅広い分野の電子資料へのアクセスが可能です。各種検索エンジンを用いた論文検索の方法やUp
to dateなどのEBMに則った効果的な学習ツールの利用を促します。

腹腔鏡下手術の手技取得のための練習器（ドライボックス）は、基幹施設含め連携施設の多く

でも病棟や医局に設置されており、各自が自由に腹腔鏡下手術手技トレーニングを行うことがで
きる環境を整えております。

3. 専攻医の到達目標

修得すべき知識・技能・態度など

日本専門医機構産婦人科領域研修委員会により、習得すべき専門知識/技能が定められています

（https://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content̲id=29）。産婦人科専門研
修カリキュラムに沿い、基本的な専門知識、技能・技術の習得を目指します。

また、『知識の獲得』といった座学の部分は当然のこと、個々の症例を通じて『治療する』観

点から、患者に寄り添い、診断・治療を計画し実行していく中で、指導医とともに悩み、考え、
調べながら学習します。

各種カンファレンスなどによる知識・技能の習得

個々の症例に対して、医師、看護師、助産師など多職種のメディカルスタッフと議論・協調しな

がら診断・治療計画を立て、チーム医療の一員として診療します。また、各施設の症例検討会やカ

ンファレンスでは、積極的に症例提示を行い、最善の医療の実践を学びます。必要に応じて他診療
科医師への紹介を適切に行い、また他診療科医師からのコンサルテーションに的確に応えること
のできる能力を身につけます。

学問的姿勢

日進月歩の医学・医療の発展に遅れることなく、常に自己学習する『習慣』を身につけるため、

日常診療から浮かび上がった疑問を放置することなく学習・解決します。また、指導医の行って

いる臨床・基礎研究に耳を傾け、自らも参加することで、臨床現場で遭遇して芽生える『なぜ？』
を解決しようとする姿勢を身につけることも目標としています。

このような目標に対する『はじめの一歩』として、学会への積極的な参加を促し、臨床的な研

究成果を口頭もしくは論文で発表することも重視しております。慶應義塾大学産婦人科専門研修

施設群は多くの多施設共同臨床研究に参加しており、研修の一環として臨床試験のプロトコールに
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則った診療を行うことで、専門医取得後に自らが臨床試験を主体的に実施する能力を養うことも

目標としております。基幹病院、連携病院、連携施設（地域医療）のいずれにおいても学会に出席
し、自らも発表していただくようにしております。

4. 医師に必要なコアコンピテンシー、倫理性、社会性

① 医師としての責務を自律的に果たし信頼されること（プロフェッショナリズム）

指導医の患者・家族への診断・治療に関する説明の場に同席し、インフォームド・コンセント

の実際を学びます。また、担当医として直接患者・家族と接していく中で、医師として高度な倫理
性や社会性を身につけることを目標とします。

② 患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮すること

基幹施設および連携施設における医療安全講習会や倫理講習会への参加を義務づけております。

個人情報の保護、インシデントレポートの意義や重要性を理解し、日常診療において該当事例が
生じた場合には、指導医とともに速やかに対応します。その経験と反省を施設全体で共有し、よ
り安全な医療を提供していく姿勢を身につけます。

③ 臨床の現場から学ぶ姿勢を修得すること

実地臨床の現場で患者に寄り添った医療を実践します。そのため、個々の症例に対して指導医

とともに考え調べながら診断・治療の計画を立案します。各施設の症例検討会では、症例に即し
た幅広い知識を得ることが可能です。患者に寄り添う『現場主義』と、実地臨床に即した『生き

た知識・技能』の習得が、患者・家族ならびに社会から信頼される産婦人科専門医の養成に繋が
ります。

④ 臨床研究の意義を理解すること

臨床研究への積極的な関わりを推奨します。臨床研究の計画立案・実施には、一般診療とは異

なった高い倫理性と科学性が求められます。臨床研究や医療倫理に関する講習会に参加するだけ

ではなく、実際に臨床研究の実施に携わることにより、その意義を理解し、将来、自らが臨床研
究に取り組む礎を作ります。

研究マインドの育成は、診療技能の向上に役立ちます。診療の中で生まれた疑問を研究に結び

つけて公に発表するためには、日常的に標準医療を意識した診療を行い、かつその標準医療の限

界を知っておくことが必須です。修了要件には学会・研究会での１回の発表および論文1編の発表

が含まれています。広く認められる質の高い研究を行うためには、良い着眼点に加えて、正しいデー
タ解析が必要です。そして学会発表のためには、データの示し方、プレゼンの方法を習得する必

要があります。さらに論文執筆にも一定のルールがあります。当プログラムにはそれを経験してき
た指導医がたくさん在籍し、適切な指導を受けることができます。

⑤ 後輩医師に教育・指導を行うこと

初期研修医・後輩医師の指導の一端を担います。後輩に教えることは、自己の知識を整理し、

理解を促すことにもつながります。大学病院における研修では医学部学生の実習指導にも参加し

ます。自らの診療技術および態度は後輩の模範となり、また達成度の確認にもつながります。さら
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に連携施設においては、後輩医師、他のメディカルスタッフとチーム医療の一員として互いに学び
あうことにより、自分自身の知識の整理、形成的指導を実践します。

⑥ 保健医療や主たる医療法規を理解し、遵守すること

健康保険制度を理解しメディカルスタッフと協調し保健医療を実践していきます。医師法・医療

法（母体保護法[人工妊娠中絶、不妊手術]）健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に
関する法律、医薬品医療機器等法などを理解し、各種法規を遵守した診療の実践を学びます。ま
た、多忙な現場であっても、診断書、証明書を正確かつ迅速に記載します。

⑦ コアコンピテンシーの研修

産婦人科専門医となるにあたり、産婦人科領域の専門的診療能力に加え、医師として必要な基

本的診療能力（コアコンピテンシー）を習得することも重要です。医療倫理、医療安全、感染対
策の講習会を各１単位（60分）ずつ受講することが修了要件に含まれています。
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5. 施設群による研修プログラムと地域医療についての考え方

慶應義塾大学産婦人科専門研修連携施設群
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研修施設群と研修プログラム

周産期・腫瘍・生殖・女性医学

BASIC

慶應義塾大学医学部産婦人科では本プログラムをBASIC programと位置付けており、産婦人科

専門医としてまずは幅広い知識・技術の習得が必要であると考えています。慶應義塾大学病院を基
幹施設とし、連携施設とともに専攻医の指導にあたります。

原則１年目2年目を連携施設で研修を積み、次第に診療における中心的役割を担います。連携施

設は関東全域に位置し、いずれも特色のある地域中核病院です。したがって、その地域での医療的
人材の充足の一端を担うことにもなります。そして、1年目および2年目に異なる施設で研修を行
うことにより、専攻医間での経験症例数の偏りを解消します。

3年目では大学病院において指導医の助手的立場として診療に携わります。大学病院には産婦人

科四分野のエキスパートがそろっており、基本的な知識・手技を偏りなく習得することができます。
それまで2年間に連携施設で経験した知識や技術を再確認しながら翌年の専門医資格取得を目指し
ます。このようなステップをふむことで、十分な臨床経験を積むことが可能です。

上記の修練プロセスは原則として一つのモデルであり、専攻医の研修進捗状況などを勘案して、

研修年にとらわれすぎずに柔軟に運用します。結婚・妊娠・出産など、専攻医一人一人の事情に
も対応してローテーションを決め、本プログラム管理委員会による検討を経て研修内容・期間は

調整されます。3年という期間で研修を修了する事が目的ではなく、専門医にふさわしい知識・技
能・態度を最終的に修得する事を目的とします。修得に時間がかかっても専門医として恥ずかし
くない産婦人科医を育てるのが慶應義塾大学産婦人科専門研修プログラムのポリシーです。
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なお、基幹施設・連携施設ともに専攻医の研修に十分な症例数があり、モデル修練プログラム

に先行して知識・技能・態度の修得も可能ですので、修得が早い専攻医には3年に満たなくとも次
のステップの研修を体験させることもできます。

年次毎の研修計画

「専門研修1年目：連携施設」

病棟診療を中心に、正常妊娠・分娩の管理、新生児管理、婦人科手術の周術期管理、悪性腫瘍に
対する化学療法管理などを学びます。外来診療では、周産期医学・婦人科腫瘍・生殖医学・女性
ヘルスケアについて万遍なく指導医・上級医の助手として学びます。
＜修練の目安＞

・産婦人科医としての基本手技・知識（内診、直腸診、細胞診・コルポスコピー・組織診、経腟・
腹部超音波検査、胎児超音波検査、胎児心拍数陣痛図など）を身につける。
・正常分娩・子宮内容除去術を指導医・上級医の指導のもとで取り扱える。

・指導医・上級医の指導のもとで通常の帝王切開、子宮内容除去術、開腹子宮付属器摘出術がで
きる。

「専門研修2年目：連携施設」

単独主治医として産婦人科一般外来も受け持ちます。産科・婦人科患者の外来診療から、入院・
手術、術後管理まで、より実践的な産婦人科臨床研修を行います。
＜修練の目安＞

・妊婦健診および婦人科の一般外来ができる。

・正常および異常な妊娠・分娩経過を判別し、注意を要する症例については指導医・上級医に確
実に相談できる。

・正常分娩・子宮内容除去術を一人で取り扱える。指導医・上級医の指導のもとで通常の帝王切
開、腹式単純子宮全摘出術、難易度の低い腹腔鏡下手術の執刀ができるようになる。

・指導医・上級医の指導のもとで患者・家族のインフォームドコンセントを取得できるようにな
る。

「専門研修3年目：慶應義塾大学病院」

専攻医修了要件全てを満たすよう研修を行います（「資料1 修了要件」参照）。
＜修練の目安＞

・帝王切開の適応を単独で判断できるようになる。

・通常の帝王切開であれば同学年の専攻医と一緒にできるようになる。

・指導医・上級医の指導のもと、前置胎盤症例など特殊な症例の帝王切開ができるようになる。
・癒着例など難易度のやや高い症例であっても、指導医・上級医の指導のもとで腹式単純子宮全
摘出術ができる。

・悪性腫瘍手術の手技を理解して助手ができるようになる。

・一人で患者・家族のインフォームドコンセントを取得できるようになる。

地域医療について

地域医療研修は、基幹施設ではなく、かつ東京 23区および政令指定都市以外にある連携施設ま

たは連携施設(地域医療)において行います。産婦人科専門研修制度の他のプログラムも含め基幹施
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設となっていない施設での地域医療研修を1か月以上行い、常勤指導医がいない施設での地域医療
研修は12か月以内とします。

本プログラムにおいて地域医療を経験できる施設は以下の連携施設になります。

足利赤十字病院・那須赤十字病院・済生会宇都宮病院・SUBARU健康保険組合太田記念病院・

東京歯科大学市川総合病院・国家公務員共済組合連合会立川病院・稲城市立病院・平塚市民病院
各連携施設では、地域医療特有の産婦人科診療の経験や、地域での救急体制、地域の特性に応

じた病診連携、病病連携を学ぶことも重視しております。

Subspecialty領域との連続性

産婦人科専門医取得後は、サブスペシャリティ領域の専門医のいずれかを取得することが望ま

れます。周産期専門医（母体・胎児）、婦人科腫瘍専門医、生殖医療専門医、女性ヘルスケア専
門医の4領域があります。

このプログラムは、慶應義塾大学産婦人科の卒後臨床研修過程の中では、専修医プログラム

(BASIC program)の一部(医師免許取得後3-5年目)に位置づけられます。BASIC programは、上

記4つの産婦人科専門領域をより深く学ぶための専門領域プログラム(ADVANCED program)や先
進的な基礎研究を学ぶための大学院へのスムーズな進学を強く意識した構成となっております。

6. 専門研修の評価

本研修プログラムの進行の管理には、Web上で日本産科婦人科学会が提供する産婦人科研修管

理システム（以下、産婦人科研修管理システム）を使用します。専攻医が研修中に自身の到達度を

記録し、自己成長を知るためのフィードバックを得ることができます。また、プログラム修了要件
にあたる研修記録の作成、専門研修プログラム管理委員会による修了判定、専門医認定審査受験
申請までを産婦人科研修管理システム上で一括して行います。

① 到達度評価

1) フィードバックの方法とシステム

専攻医が研修目標の達成度、態度および技能について、産婦人科研修管理システムに記録し、

指導医がチェックし評価します。態度についての評価には、自己評価に加えて、指導医による評価
（指導医あるいは施設毎の責任者により聴取された看護師長などの他職種による評価を含む）が
行われます。

到達度評価は原則として年度末、その他施設を異動する時に、専攻医が所属する施設の担当指

導医が産婦人科研修管理システムを用いて到達度を評価します。また、専門研修プログラム管理委
員会は各専攻医の到達度を管理し、産婦人科研修管理システムでの記録内容は専攻医の研修の進
め方を決める上で重要な資料となります。
2) 指導医層のフィードバック法の学習

基幹施設・連携施設には、101名の指導医が在籍しています（2022年6月現在）。指導医は、

フィードバック方法の学習のため、日本産科婦人科学会や関連学会主催の指導医講習会を受講し
ます。本プログラム管理委員会では、各指導医の受講状況を確認し、積極的な参加を促します。
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② 総括的評価

専門研修プログラム統括責任者が、産婦人科研修管理システムを用いて総括的評価を行います。

項目の詳細は「資料1 修了要件」の通りです。専門医認定申請年(3年目あるいはそれ以後)の3月
末時点での研修記録、到達度評価の記録も評価項目に含まれます。手術・手技については、専門
研修プログラム統括責任者または専門研修連携施設担当者が、産婦人科研修管理システムの記録

に基づき、経験症例数に見合った技能であることを確認します。また、指導医は病棟の看護師長

など少なくとも医師以外のメディカルスタッフ1名以上からの評価を聴取し、専攻医が専門医に相

応しいチームの一員としての行動が取れているかについても評価し、産婦人科研修管理システムに
記録します。

7. 修了判定

専攻医は専門医認定申請年の4月中旬までに産婦人科研修管理システム上で専門研修プログラム

管理委員会に対し修了申請を行います。専門研修プログラム管理委員会は「資料1 修了要件」が

満たされていることを確認し、5月中旬までに修了判定を行い、産婦人科研修管理システム上で登
録します。

「修了」と判定された専攻医は、5月末までに産婦人科研修管理システム上で専門医認定審査の

申請を行います。日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会にて専門医認定一次審査を行い、合
格すると、専門医認定二次審査（筆記試験および面接試験）の受験資格を得ることができます。

8. 専攻医の就業環境

当プログラムの研修施設群は、「産婦人科勤務医の勤務条件改善のための提言」(平成25年4月、

日本産科婦人科学会)に従い、「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」（日本医師会）等
を用いて、専攻医の労働環境改善に努めるようにしています。

専攻医は研修施設群に属する各施設を循環するため、給与等は研修場所となる施設で支払うも

のとします。専攻医の勤務時間、休日、当直、給与などの勤務条件については、労働基準法を遵

守し、各施設の労使協定に従っています。さらに、専攻医の心身の健康維持への配慮、当直業務

と夜間診療業務の区別とそれぞれに対応した適切な対価を支払うこと、バックアップ体制、適切
な休養などについて、勤務開始の時点で説明を受けます。

総括的評価を行う際には、専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も行いますが、

そこには労働時間、当直回数、給与など、労働条件についての内容が含まれています。評価内容は
当プログラム研修管理委員会に報告され、研修プログラムの改善に役立てられます。

近年、新たに産婦人科医になる医師は女性が6割以上を占めており、産婦人科の医療体制を維持

するためには、女性医師が妊娠、出産をしながらも、仕事を継続できる体制作りが必須となって
います。日本社会全体でみると、現在、女性の社会進出は先進諸国と比べて圧倒的に立ち遅れて

いますが、わたしたちは、産婦人科が日本社会を先導する形で女性医師が仕事を続けられるよう

体制を整えていくべきであると考えています。そしてこれは女性医師だけの問題ではなく、男性医

師も考えるべき問題でもあります。当プログラムでは、ワークライフバランスを重視し、夜間・病
児を含む保育園の整備、時短勤務、育児休業後のリハビリ勤務など、誰もが無理なく希望通りに
働ける体制作りを目指しています。
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9. 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

産婦人科研修の休止、中断、プログラム移動に関する規定は以下の1)-6)の通りです。

1) 専門研修プログラム期間のうち、出産に伴う6ヶ月以内の休暇は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ヶ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ヶ月まで認める。

3) 上記1）、2）に該当する者は、その期間を除いた常勤（註）での専攻医研修期間が通算2年半
以上（うち基幹施設での6ヶ月以上の研修および1ヶ月以上の地域医療研修を含む）必要であ
る。

4) 留学、常勤医として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) 専攻医は原則として3年間の研修プログラムに基づくプログラム制で専門研修を行うが、合理

的理由により3年間で修了しない場合は、カリキュラム制（単位制）研修へ移行して研修修了

を目指すこととなる。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
医認定審査の受験を行う。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) 専門医認定二次審査の受験資格は研修修了時より5年間有効（初回試験＋再試験最大4回受験

可能）である。5年以内に専門医認定二次審査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) a）卒業後に義務年限を有する医科大学卒業生において必要と考えられる場合、b）地域医療

に資することが明らかな場合、c）その他、出産、育児、介護、留学など、相当の合理的な理

由がある場合には、教育レベルが保持されることを条件にカリキュラム制の要素を取り入れた
専門研修を行う等、柔軟に対応を行う。
註)

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）。

10. 専攻医の採用
① 採用方法

慶應義塾大学産婦人科専門研修プログラム管理委員会は、6月から説明会を開催し専攻医を募集

します。

【受付期間】 専門医機構からの通知に基づき決定予定
【選考日】専門医機構からの通知に基づき決定予定

【選考結果通知期間】専門医機構からの通知に基づき決定予定
2023年度のプログラムへの応募者は、慶應義塾大学医学部卒後臨床研修専修医研修センターの

ホームページ(https://sk-webentry.adst.keio.ac.jp/sensyui/)からエントリー入力し、応募申請
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書、履歴書を印刷してください。印刷した書類に必要事項を記入、押印し、指定された提出書類
を揃えて、下記提出先に応募書類を提出して、正式応募となります。
応募書類提出先：慶應義塾大学医学部専修医研修センター
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地
TEL: 03-5363-3249

② 研修開始届け

産婦人科専攻医研修を開始するためには、①医師臨床研修（初期研修）修了後であること、②

日本産科婦人科学会へ入会していること、③専攻医研修管理システム使用料を入金していること、
の3点が必要です。研修を開始した専攻医は初年度の5月31日までに、自身の履歴書、初期研修修
了証を産婦人科研修管理システムにWeb上で登録します。

＜付属資料＞

資料1：修了要件

資料2：慶應義塾大学産婦人科専門研修連携施設群：施設紹介
資料3：慶應義塾大学産婦人科研修プログラム管理委員会
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資料1：修了要件

（日本産科婦人科学会
1) 研修期間

→

専門研修プログラム整備基準

より抜粋）

本文「9. 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」を参照

2) 研修記録(実地経験目録、症例レポート、症例記録、学会・研究会の出席・発表、学術論文) 施設群内の
外勤で経験する分娩、帝王切開、腹腔鏡下手術、生殖補助医療などの全ての研修はその時に常勤してい
る施設の研修実績 に加えることができる。また、n) 学会発表、および、o) 論文発表は、初期研修中のも
のも含めることができる。
a) 分娩症例150例以上、ただし以下を含む((4)については(2)(3)との重複可)
(1) 経腟分娩;立ち会い医として100例以上
(2) 帝王切開;執刀医として30例以上
(3) 帝王切開;助手として20例以上
(4) 前置胎盤症例(あるいは常位胎盤早期剝離症例)の帝王切開術(執刀医あるいは助手として)5例以上
b) 子宮内容除去術、あるいは子宮内膜全面掻爬を伴う手術執刀10例以上(稽留流産を含む)
c) 腟式手術執刀10例以上(子宮頸部円錐切除術、子宮頸管縫縮術を含む)
d) 子宮付属器摘出術(または卵巣囊胞摘出術)執刀10例以上(開腹、腹腔鏡下を問わない)
e) 単純子宮全摘出術執刀10例以上(開腹手術5例以上を含む)
f) 浸潤がん(子宮頸がん、体がん、卵巣がん、外陰がん)手術(執刀医あるいは助手として)5例以上(上記e)
と重複可)
g) 腹腔鏡下手術(執刀医あるいは助手として)15例以上(上記d、eと重複可)
h) 不妊症治療チーム一員として不妊症の原因検索(問診、基礎体温表判定、内分泌検査オーダー、子宮
卵管造影、子宮鏡等)、あるいは 治療(排卵誘発剤の処方、子宮形成術、卵巣ドリリング等)に携わった経
験症例5例以上(担当医あるいは助手として)
i) 生殖補助医療における採卵または胚移植に術者・助手として携わるか、あるいは見学者として参加
した症例5例以上
j) 思春期や更年期以降女性の愁訴(主に腫瘍以外の問題に関して)に対して、診断や治療(HRT含む)に携
わった経験症例5例以上(担当医あるいは助手として)
k) 経口避妊薬や低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の初回処方時に、有害事象などに関する説
明を行った経験症例5例以上(担当医あるいは助手として)
l) 症例記録:10例
m) 症例レポート(4症例)(症例記録の10例と重複しないこと)
n) 学会発表:日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会が定める学会・研究会で筆頭者として1回以上
発表していること。
o) 学術論文:日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会が定める医学雑誌に筆頭著者として論文1編以
上発表していること。
p) 日本産科婦人科学会学術講演会参加1回、日本専門医機構が認定する専門医共通講習(医療倫理1回、
医療安全1回、感染対策1回)の 受講、および、産婦人科領域講習の受講10回以上。産婦人科領域講習はe-
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learningによる受講を3回まで認めるが、同一の講習会受講を重複して算定できない。

3) 到達度(形成的)評価
a) 到達度評価が定められた時期に行われている。
4) 態度に関する評価
a) 施設責任者からの評価
b) メディカルスタッフ(病棟の看護師長など少なくとも医師以外のメディカルスタッフ1名以上)からの
評価(指導医が聴取し記録する)
c) 指導医からの評価
d) 専攻医の自己評価
5) 学術活動に関する評価
6) 技能に関する評価
a) 生殖・内分泌領域
b) 周産期領域
c) 婦人科腫瘍領域
d) 女性のヘルスケア領域
7) 指導体制に対する評価
a) 専攻医による指導医に対する評価
b) 専攻医による施設に対する評価
c) 指導医による施設に対する評価
d) 専攻医による専門研修プログラムに対する評価
e) 指導医による専門研修プログラムに対する評価
8) 公益社団法人日本産科婦人科学会会員であること。
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資料2: 慶應義塾大学産婦人科専門研修連携施設群：施設紹介

施設名

実績年次

都道府県名 地域 指導医数 (西暦)

診療実績：1月から12月までの1年間における症例数
体外受精

(顕微授精を
含む)件数

基幹
連携1

慶應義塾大学病院
日本赤十字社栃木県支部
足利赤十字病院

東京都

婦人科良性腫 婦人科悪性腫 妊娠22週以降
瘍（類腫瘍を 瘍（浸潤がん の分娩数
含む）の
のみ）の初回 （帝王切開を
手術件数

治療症例数

含む）

25

2021

351

629

289

603

栃木県

●

3

2021

0

117

40

287

連携2

那須赤十字病院

栃木県

●

3

2021

263

168

82

483

連携3

済生会宇都宮病院

栃木県

●

2

2021

0

480

101

392

群馬県

●

1

2021

0

450

21

260

埼玉県

1

2021

0

112

10

0

埼玉県

4

2021

0

184

51

882

埼玉県

3

2021

0

280

172

652

4

2021

122

159

47

91

東京都

8

2021

0

241

78

104

東京都

5

2021

0

38

0

1374

ライフ・
連携11 エクステンション研究所

東京都

2

2021

0

165

8

184

連携12 医療法人財団

荻窪病院

東京都

5

2021

320

176

0

442

医療法人財団 アドベン
連携13 チスト会 東京衛生アド

東京都

2

2021

272

228

15

1679

連携14

東京都

1

2021

0

0

0

748

東京都

2

2021

0

403

0

230

連携4
連携5
連携6
連携7
連携8
連携9
連携10

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組
合太田記念病院
独立行政法人地域医療機
能推進機構

カルセンター

埼玉メディ

さいたま市立病院
独立行政法人

国立病院

機構 埼玉病院

東京歯科大学市川総合病
院

東京都済生会中央病院
社会福祉法人

聖母会

聖母病院
公益財団法人

付属 永寿総合病院

ベンチスト病院
医療法人財団 仁寿会
荘病院
公益財団法人

連携15 療保健協会
連携16

東京都医

練馬総合病

院
国家公務員共済組合連合

千葉県

●

東京都

●

2

2021

0

452

131

555

東京都

●

2

2021

0

358

13

316

東京都

5

2021

0

251

146

451

連携19 生会支部神奈川県済生会

神奈川県

5

2021

169

375

166

1184

連携20

神奈川県

5

2021

0

423

37

260

2

2021

0

281

40

371

会

立川病院

連携17 稲城市立病院
連携18

独立行政法人

国立病院

機構 東京医療センター
社会福祉法人恩賜財団済
横浜市東部病院
一般財団法人 神奈川県
警友会

けいゆう病院

連携21 平塚市民病院

神奈川県

連携22 川崎市立川崎病院

神奈川県

5

2021

0

509

42

739

連携23 静岡赤十字病院

静岡県

3

2021

18

234

46

415

連携24 静岡市立清水病院

静岡県

1

2021

0

117

12

226
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足利赤十字病院
指導医

隅田能雄、増田由起子、浅原奈々

疾患の比率

婦人科腫瘍 40％，周産期 45％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 15％

医師数

常勤：6 名

非常勤：4 名

計：12 名

病床数 540 床 （産婦人科 30 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 250 件／年 分娩 約 300 例／年
１日当たりの平均外来患者数 90 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

3名

病院の特徴

栃木県足利市の中核病院であり、地域周産期医療センターに指定されています。産婦人科の固定病床は東 7 階病棟の 30 床で
すが、婦人科の手術などが多い時には他病棟の病床を借りることができフレキシブルな体制となっています。年間の分娩件数
は約 250 件であり、小児科も同じ 7 階病棟にあるため、連携を密に診療を行っております。地域の中核病院ということで、開
業医からの婦人科腫瘍（良性・悪性疾患ともに）の紹介も多く、手術は開腹手術・腟式手術に対応しており、それぞれの平均月
間手術数は約 30 例、5 例となっています。生殖の分野では、不妊検査から人工授精までを行っております。

研修の特徴

専門研修では主治医として周産期管理・手術執刀・外来診療を行います。周産期・婦人科腫瘍（良性・悪性）をバランスよく
研修することができます。また、上級医への相談もしやすく、症例カンファレンスで治療方針の相談もしやすい環境です。
周産期分野では、年間の分娩数は約 250 件で、妊娠 32 週より母体搬送を受け入れています。小児科との関係性も良好です。
地域の開業医からの紹介や母体搬送の依頼も多く、様々な症例の経験が可能です。不妊治療については、不妊検査から人工授
精までを行い、産婦人科専門医レベルまでの研修が可能です。
手術については、開腹手術・腟式手術・腹腔鏡下手術の全てを経験することができ、基本的な開腹手術の手術手技を学ぶこと
は当然のことながら、地域の特性として骨盤臓器脱に対する腟式手術の症例も数多くあります。手術以外の悪性腫瘍の治療に
ついては卵巣癌に対する分子標的療法も導入しております。放射線治療も多く行っており、血管内治療や子宮頸癌に対する同
時化学放射線療法も施行しています（腔内照射は当院ではできないため、慶應義塾大学病院で施行しています。
）
学会発表については、年 2 回の栃木県産科婦人科学会での発表・論文作成の指導はもちろんのこと、参加希望のある学会に
は極力参加できるように指導をしています。

写真・ＨＰ

足利赤十字病院 ホームページ http://www.ashikaga.jrc.or.jp/
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那須赤十字病院
指導医

白石 悟、竹田 貴

疾患の比率

婦人科腫瘍 40％，周産期 30％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 30％

医師数

常勤：６名

非常勤：0 名

計：６名

病床数 460 床 （産婦人科 49 床）
婦人科手術 約 467 件／年 分娩 約 493 例／年

病床・患者数

１日当たりの平均外来患者数 80 名
単年度専攻医受け入れ

2名

可能人数
病院の特徴

東京駅から東北新幹線で 1 時間 10 分の那須塩原駅から、バスで 15 分の当院は、
「マイタウン・マイホスピタル～地域に根ざ
し、ともに歩み、心ふれあう病院に～」を基本理念とする栃木県北最大の基幹病院で、平成 24 年 7 月に新築移転したばかりの
24 時間の託児所を有する新病院です。第 3 次救命救急センター（ドクターカー所有・ドクターヘリのためのヘリポート完備）
・
災害拠点病院・地域周産期母子医療センター・地域がん診療拠点病院・地域医療支援病院・へき地医療拠点病院等に指定され、
地域医療の中核をなしています。研修施設認定としては、日本周産期・新生児医学会暫定研修施設、栃木県特定不妊治療実施医
療機関（指定項目：体外受精・胚移植および顕微授精）
、栃木県妊孕性温存療法指定医療機関、婦人科悪性腫瘍化学療法研究機
構登録参加施設、日本婦人科腫瘍学会専門医制度規則指定修練施設、日本臨床細胞学会教育研修施設の認定を受けています。
研修の特徴

われわれ那須赤十字病院の産婦人科は、各種診療ガイドラインを遵守し、メディカルスタッフや地域関連病院との関わりを
大切にすることで、患者やその家族に「よりよい質の医療」を提供できる医師の養成を行っています。また、地域医療支援病
院として、特定の年齢層や疾患に限定せず、思春期から性成熟期・閉経期・老年期までの多層にわたる患者の管理を習熟する
ことにより、女性のライフスタイル全般の診療・治療ができる「全人的な産婦人科医師の養成」を教育目標においています。
1. 一般外来
2. 周産期

各外来担当して、医師としての基本姿勢、産婦人科医としての基本的な診療技術の習得を目指す。
産科超音波検査・CTG の判読と、胎児心拍数波形分類に基づく胎児管理の習熟を基本とする。合併症妊娠や多胎

妊娠を、関連各科・特に小児科と連携して管理することを習得し、獨協医科大学主催の ALSO も受講することができる。
3. 婦人科腫瘍

診断の基本となる細胞診・コルポスコピー・組織診の手技を習得する。開腹による良性・悪性腫瘍手術及

び良性腫瘍に対しては可能な限り内視鏡手術を考慮して技術習得をめざし、基本術式を執刀医として完遂できる。
さらに良性腫瘍においてはロボット支援手術でも対応しており、助手の資格取得もできる。
4. 新生児管理

新生児蘇生法（NCPR）A コース受講を推奨し、出生後の新生児トラブル発生時の対応できることを目指す。

5. 終末期医療

新型コロナ感染症対応により 20 床の緩和ケア専門病棟を使用中の為、現在は縮小で継続しているが、今後

早めの再開予定であり、終末期の疼痛管理・心理的サポートなどを院内緩和ケアチームや地域医療機関と連携して行う。
6. 不妊症・不育症治療

基礎的な不妊症検査とあらゆる検査・治療に応需している（非配偶者間人工授精を除く）。さら

なる不妊症診療の習得をめざす専攻医は、生殖補助医療技術やがん生殖医療も学ぶことが可能である。
7. 画像診断と放射線治療 MRI・CT などの読影及び IVR 症例も学び、放射線治療症例も豊富に経験できる。
写真・ＨＰ

那須赤十字病院 ホームページ http://www.nasu.jrc.or.jp
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済生会宇都宮病院
指導医

細川知俊、近藤 壯

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：10 名

非常勤：3 名

計：13 名

病床数 644 床 （産婦人科 54 床）
婦人科手術 約 450 件／年 分娩 約 1000 例／年

病床・患者数

１日当たりの平均外来患者数 1250 名
単年度専攻医受け入れ

2名

可能人数
病院の特徴

当院は、栃木県の県都宇都宮市の駅から車で 10 分ほどの郊外に位置しております。北に日光連山を望み、周囲には田園風景
が広がっており、晴れた日には最上階から富士山も見ることもできます。栃木県にある 2 つの大学病院、自治医科大学と獨協
医科大学は、いずれも宇都宮市からは離れているため、当院は人口 50 万の宇都宮市民の最後の砦として、また大学病院に代わ
る高度医療機関として、全科において地域医療を支えていかなければならない立場にあります。それゆえ、救急車や救急ヘリ
の受け入れは年間 6000 件、手術件数は年間 7000 件に及んでいます。また学会や講習への参加は積極的に勧められており、ロ
ボット手術をはじめとする内視鏡手術や血管内治療など、病院として常に先進的医療の導入に力を入れています。産婦人科で
は全国に先駆けて院内助産所（バースセンター）や性暴力被害センターを開設するなど幅広く患者のニーズにこたえるよう心
がけています。
研修の特徴

当院での研修の特徴として、1）産婦人科の柱である周産期・生殖・腫瘍をバランスよく経験・習得できること、2）産婦人
科医としての独り立ちが早いことが挙げられます。
1）については、年 1000 件以上分娩件数がある他、体外受精・胚移植から広汎子宮全摘出術まで経験することが可能であり、
産婦人科領域を幅広く網羅しているといえます。また鉗子分娩や骨盤位分娩、腹膜外帝王切開など施行機会が少なくなってい
ながらも、必要と考えられる手技の習得も可能な環境となっています。それ以外の領域に関しては、今後の産婦人科医として
身につける方がよいと考えられる内視鏡手術（250 件/年以上）やロボット手術、また無痛分娩（当科麻酔）なども積極的に行
っています。
2）については、まず初診・再診・妊婦健診と自分の外来を早い段階から担当して研修にあたってもらいます。上級医と相談
しながら、主治医として診断から治療まで責任をもった診療にあたっていくことになります。婦人科の診療で特徴的なことと
して、当院では緩和ケア病棟もあるため、悪性腫瘍の診療においては、場合によっては最期の看取りまでを主治医として経験
することも可能です。なお、治療法の決定はカンファレンスにおいて産婦人科全体で検討しますが、必要な検査から治療方針
まで、まずは専攻医自らが自分で考え、それを患者に自ら説明する経験を積むことで、医師としての責任感や必要な知識をい
ち早く身につけることが可能となると考えています。手術に関しては、比較的早い段階から上級医の指導のもと、第一助手な
いし術者としてできるだけ多く症例を経験してもらいます。外来診療から手術まで、上級医との連携をとりながら、安全に独
り立ちができるシステムが構築されているといえます。
写真・ＨＰ

済生会宇都宮病院 ホームページ http://www.saimiya.com/

病院全景

ダヴィンチ手術室
理
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ハイブリッド手術室

SUBARU 健康保険組合太田記念病院
指導医

寺西貴英

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％

医師数

常勤：5 名

非常勤：1 名

計：6 名

病床数 404 床 （産婦人科 28 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 350 件／年 分娩 約 300 例／年
１日当たりの平均外来患者数 約 50 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

病院の位置する太田市は人口約 22 万人の群馬県第 3 の都市で、県の南東部にあり、埼玉県と栃木県との県境にあります。平
成 24 年 6 月 1 日に旧病院である総合太田病院より新築移転し、名称も建設母体である富士重工業健康保険組合の創立 50 周年
事業にあたるということで、太田記念病院とリニューアル致しました。さらに、平成 29 年 4 月に富士重工業から SUBARU への
社名変更に伴い、
「SUBARU 健康保険組合 太田記念病院」へと名称変更となりました。
基本理念は「思いやりの心で行う医療」です。病床数は 404 床、診療科は 29 科で、病院の使命として地域の基幹病院として
の役割を十分に果たすことがあげられます。当院は東毛地区（群馬県東部）で唯一の 3 次救急医療機関となっており、ドクタ
ーヘリによる搬送にも対応しています。産婦人科は 28 床で、地域周産期母子医療センターにも指定されています。小児科、
NICU6 床は同じ 5 階にあり、小児科、小児外科の協力体制のもと、地域の周産期医療に貢献しています。
研修の特徴

当院は地域に対して非常に重要な役割を果たしており、産科、婦人科とも専攻医にとっては症例の宝庫であり、非常に様々
な症例を経験することができます。救急症例も多いため、産婦人科にとって非常に大切な咄嗟の状況判断も自然と習得できる
環境にあります。専攻医も初診、再診、産科の週 3 コマの外来を受け持ち、上級医と相談しながら主治医として診断から治療
まで携わります。産科部門では正常分娩以外にも、前置胎盤症例や常位胎盤早期剥離症例などのハイリスク妊娠や母体搬送、
産後の危機的出血の症例を積極的に受け入れています。また、帝王切開は自科麻酔を原則としており、硬膜外麻酔と脊髄くも
膜下麻酔を併用しておこなっているので、希望があれば硬膜外麻酔を習得することができます。婦人科部門は良性疾患を中心
に対応しています。内視鏡手術には特に力を入れており、年間の内視鏡手術は約 250 件で、日本産科婦人科内視鏡学会腹腔鏡
技術認定医が常勤医として勤務しており、日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設です。その他当院では CIN2～3 に対しての
炭酸ガスレーザー蒸散術や過多月経に対してのマイクロ波子宮内膜焼灼術、産科の危機的出血に対しての子宮動脈塞栓術を行
えるハイブリッド手術室などの設備や機器も整っています。

写真・ＨＰ

太田記念病院 ホームページ http://www.ota-hosp.or.jp/

病院全景
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腹腔鏡手術

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター
指導医

金田佳史

疾患の比率

婦人科腫瘍 70％，周産期 0％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 30％

医師数

常勤：2 名

非常勤：2 名

計：4 名

病床数 395 床 （産婦人科 10 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 140 件／年 分娩 取り扱いなし
１日当たりの平均外来患者数 60 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

当院の前身は、昭和 19 年に東京に設立された健康保険組合連合会第一病院です。その後現在地に移転し、埼玉社会保険病院
として地域の基幹病院として地域住民の方々に信頼されご利用いただいてきました。平成 26 年 4 月より独立行政法人地域医療
機能推進機構（Japan Community Health Care Organization；JCHO）埼玉メディカルセンターとして、公設公営の病院群の一つ
として再出発しました。新機構の使命の一つに「地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニ
ーズに応え、地域住民の生活を支える。
」ということがあり、今まで以上に地域に密着した幅広い医療が求められるようになり、
それを実践しています。19 科からなる急性期医療を中心に、健康管理センターでの健診による病気の早期発見、ならびに介護
老人保健施設での在宅復帰を目指した介護と、予防医学、治療、介護を一貫して行っています。
研修の特徴

埼玉メディカルセンターでは、婦人科腫瘍領域・生殖内分泌領域・女性ヘルスケア領域にそれぞれベテランのスタッフがお
り、産婦人科専門医を目指す若手医師にとってバランスのよい研修をすることが出来ます。
婦人科腫瘍領域では、良性疾患・悪性疾患ともに豊富な症例数に恵まれており、診断から治療までを一貫して研修することが
出来ます。悪性疾患においては、在職する婦人科腫瘍専門医を中心として手術はもちろん化学療法（外来化学療法室あり）
・放
射線療法を行い、治療後のフォローアップまで総合的に研修することが可能です。また、婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構
（JGOG）登録参加施設に認定されています。良性疾患においては、外来での子宮筋腫・子宮内膜症に対する薬物療法および手術
療法（開腹手術・膣式手術・腹腔鏡手術）を研修することが出来ます。
生殖内分泌領域では、不妊症のルーチン検査から排卵誘発法・人工授精などを研修することが可能です。
女性ヘルスケア領域では、在職する女性ヘルスケア専門医を中心に更年期障害に対するホルモン補充療法等を研修すること
が出来ます。また、性器脱に対して積極的に手術療法を取り入れ、婦人科特有の腟式手術を数多く研修できます。
また領域に関係なく、抗癌剤の副作用軽減・卵巣機能不全・子宮内膜症・更年期障害をはじめ多くの疾患を対象として漢方治
療を積極的に取り入れており、在職する東洋医学会漢方専門医の指導により漢方治療の研修も可能です。

写真・ＨＰ

埼玉メディカルセンター ホームページ

http//saitama.jcho.go.jp/
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さいたま市立病院
指導医

中川博之、池田俊之、上野和典、有賀治子

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：10 名

非常勤：8 名

計：18 名

病床数 637 床 （産婦人科 56 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 200 件／年 分娩 約 850 例／年
１日当たりの平均外来患者数 70 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

5名

病院の特徴

さいたま市は豊かな自然と近代都市が共存する都心から最も近い地方都市です。新宿まで 25 分と利便性も高く、周囲に温泉
施設やショッピングモールなども充実しており大変生活し易い環境です。
当院は 2020 年 1 月に新病院がオープンし、緩和ケア病棟（20 床）
、精神科病棟（30 床）が増設され、救命救急センター（20
床）が併設となりました。地域の基幹病院として全ての科がそろっており、救急医療・がん診療・地域医療にいたるまで幅広い
研修が可能です。救急指定医療病院、がん診療連携拠点病院、臨床研修指定病院に指定されており、他部門との連携もスムーズ
かつアットホームな雰囲気で、大変研修しやすい環境です。さらに 24 時間対応の託児所も設置され病児保育も可能であり、女
性にとっても非常に働きやすい環境となっています。
当院には地域周産期母子医療センターが併設されており、合併症妊娠、ハイリスク妊娠に対応し 24 時間体制での母体搬送、
入院管理を行っています。また 2012 年より県内初のセミオープンシステムが導入され、地域の一次周産期医療施設と積極的に
連携しています。周産期センターは 5 階のワンフロアーに産科病棟、陣痛室・分娩室・LDR・周産期手術室、NICU・GCU が集約
されており、産科病棟は 40 床（重症個室 4 床）
、NICU 15 床、GCU 18 床を有しています。
婦人科疾患も幅広い症例を扱っており、悪性疾患に対しては手術、放射線療法、化学療法を含めた集学的治療を行っておりま
す。良性疾患（子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症、骨盤臓器脱など）も救急疾患を含め近隣施設からの紹介例も多く、その他女
性医学の領域でも思春期から老年期にいたる各ライフステージにおける疾患に幅広く対応しております。
研修の特徴

地域の基幹病院として、ハイリスク妊娠から悪性疾患、救急疾患にいたる豊富な症例が紹介されてくるため、産婦人科に求
められる専門知識や技術の習得が可能です。
一方、当直などの拘束は関連病院からの非常勤当直医の協力により、最低限度におさえられ、オン・オフの切り替えも大切
にしています。
以前より日本周産期・新生児医学会 母体・胎児専門医基幹研修施設、日本女性医学会女性ヘルスケア認定研修施設、日本超音
波医学会超音波専門医研修施設でしたが、今年度からは日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍修練施設 B となる予定であり、幅広い
領域でサブスペシャリティ研修が可能となっています。
写真・ＨＰ

さいたま市立病院 ホームページ http.//www.city.saitama.jp/shiritsubyoin.html

新病院外観

左：外来ロビー
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右：院内保育所

独立行政法人国立病院機構埼玉病院
指導医

倉橋 崇、樋野牧子、岩佐尚美

疾患の比率

婦人科腫瘍 50％，周産期 45％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 5％

医師数

常勤：17 名

非常勤：2 名

計：19 名

病床数 550 床 （産婦人科 59 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 450 件／年 分娩 約 650 例／年
１日当たりの平均外来患者数 95 名

単年度専攻医受け入れ

3名

可能人数
病院の特徴

当院は埼玉県和光市にありますが、最寄り駅は板橋区にある成増駅（池袋から約 10 分）です。池袋駅で東武東上線に乗り換
え、成増駅からバス利用で信濃町から約 45 分、大江戸線の光が丘駅からタクシー利用では同約 30 分と、アクセスは良好です。
現在は 550 床が稼働しており、近年医師数も診療科も増加し診療の利便性も増加する一方で、以前より続くアットホームで他
科の医師に相談しやすい雰囲気は残っており、皆が楽しく仕事をしています。育児中の女性医師は他科を含め多数常勤してお
り、院内保育所など子育て中の医師の労働環境も整備されています。地域がん診療連携拠点病院として、婦人科浸潤がん手術を
年間約 140 例行っています。婦人科腫瘍指導医が常勤しており、全悪性腫瘍手術に腫瘍指導医が入ります。鏡視下の悪性腫瘍
手術も施行しています。緩和ケア講習会も毎年当院でおこなっています。良性疾患については内視鏡手術を積極的に行ってい
ます。地域周産期センターとして年間約 650 件の分娩があり、小児科常勤医 23 名が在籍し、NICU 12 床、GICU6 床が稼働して
います。周産期領域では、吸引分娩や帝王切開の適応など、思考過程を大切にしています。双胎経腟分娩も研修中に 1 例は経験
できると思われます。麻酔科は常勤医 21 人を擁し、時間を問わず全ての手術の全身管理はもちろん、脊椎麻酔や CV 挿入など
の指導もしてくれます。初期臨床研修医は各学年 2 名の産婦人科研修コースを含む、2 学年で合計 36 人が在籍しています。
研修の特徴

基本的にすべての症例を上級医と受け持ち、トラブルが生じた場合などの責任の所在も明確にしています。毎週放射線科
と、隔週で小児科と合同でカンファレンスを施行しています。研修では分娩の取り扱い、帝王切開、婦人科良性術式の習得が
最重要と考えています。手術の指導は術中の指導に加え、術前術後のディスカッションなど、技術や知識の向上へのサポート
には力を入れ、通年で術者、助手がバランスよくできるように配慮しています。受動的、能動的に手術手技を指導し、技術や
思考の早期確立を促すようにしています。学会発表や論文報告も積極的に行っています。婦人科腫瘍指導医、周産期指導医、
内視鏡技術認定医、超音波専門医、がん治療認定医、細胞診専門医、臨床遺伝専門医、女性医学専門医が常勤しており、婦人
科腫瘍学会の指定修練施設、周産期・新生児医学会、産科婦人科内視鏡学会、日本女性医学会の認定研修施設です。
写真・ＨＰ

国立病院機構 埼玉病院 ホームページ https://saitama.hosp.go.jp/

1
22

東京歯科大学市川総合病院
指導医

髙松 潔、小川真里子、杉山重里、橋本志歩

疾患の比率

婦人科腫瘍 30％、周産期 20％、生殖・内分泌 25％・女性ヘルスケア 25％

医師数

常勤：11 名

非常勤：4 名

計：15 名

病床数 570 床 （産婦人科 42 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 400 件／年 分娩 約 200 例／年
１日当たりの平均外来患者数 200 名

単年度専攻医受け入れ

2名

可能人数
病院の特徴

市川市は千葉県の東葛地域に属し、東京都に隣接する人口集中地区である。当院は、昭和 21 年に開院し長い歴史を持つ。昭
和 59 年に日本で 2 例目の体外受精・胚移植に、平成元年に日本初の凍結・融解胚移植に成功した。
「愛と科学で再生を」を基
本理念に、地域がん診療拠点病院、災害拠点病院、救急病院認定（千葉県）等に指定され、ほぼすべての診療科を備えている。
大学病院であると同時に地域の中核病院である。院内保育所、職員カフエテリア、図書室などの設備も充実している。
研修の特徴

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医の資格以外に、日本周産期・新生児学会暫定指導医、日本婦人科腫瘍学会 婦
人科腫瘍専門医・指導医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医、日本臨床細胞学会 細胞診専門医・指導医、日本生殖医
学会 生殖医療専門医、日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医・指導医、日本心身医学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、
日本女性心身医学会認定医師 の資格を持つ医師が在籍し、専門的な診療を行っている。日本産科婦人科学会専門医制度卒後研
修指導施設、日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設、日本婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構登録施設、日本周産期・新
生児医学会周産期専門医制度暫定研修施設、日本生殖医学会認定研修施設、日本女性医学学会認定研修施設であり、周産期、
婦人科腫瘍、生殖医学（リプロダクションセンター）
、女性医学（秋桜外来）と 4 つのサブスペシャルティすべてにわたる広い
分野の診療をしている。
産婦人科内での症例検討会・抄読会、小児科との周産期カンファレンス、放射線科との画像検討会、泌尿器科との不妊症例
検討会を行い、各科との連携が密で診療しやすい環境である。地域における近隣施設との勉強会等も多く、顔の見える形での
連携が成立している。
研修の特徴は「自ら主治医となり診療する」ことである。気軽に上級医に相談できる環境と、検討会の充実が安全性を保証
している。病棟業務に加え、産科外来、再診外来、一般不妊外来を担当し、妊婦健診、婦人科疾患、不妊症を研修する。高難
度の手術以外は自ら執刀できることを目標としている。具体的には、帝王切開術、腹式（腟式）子宮全摘出術、開腹（腹腔鏡
下）筋腫核出術、腹腔鏡下付属器摘出術、腹腔鏡下卵巣嚢腫切除術などを想定している。また、婦人科腫瘍、女性医学、生殖
医学、遺伝などの専門分野を深く研修することが可能である。学会活動も盛んで、専攻医にも学会発表、論文投稿を指導する。
写真・ＨＰ

産婦人科 ホームページ http://www.tdc.ac.jp/igh/tabid/791/Default.aspx

産婦人科病棟

専攻医 医局
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院内保育所

東京都済生会中央病院
指導医

岸 郁子、弟子丸亮太、小野寺成実、河西明代、塚田ひとみ、西山紘子

疾患の比率

婦人科腫瘍 60％，周産期 20％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 20％

医師数

常勤：8 名

非常勤：5 名

計：13 名

病床数 535 床 （産婦人科 25 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 400 件／年 分娩 約 110 件／年
１日当たりの平均外来患者数 44 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

当院は 2015 年（平成 27 年）に開院 100 周年を迎えました。都営大江戸腺赤羽橋駅から徒歩３分の港区三田の地、東京タワ
ーのふもとに位置しています。老朽化した施設の建て替えを順次進めており、新棟および新外来棟に引き続き、新主棟が平成
29 年 5 月にオープンしました。当院は東京都災害拠点病院、救急指定病院、臨床研修指定病院の指定を受けており、東京都認
定がん診療病院 、地域医療支援病院、救命救急センターの認定も受けています。
産婦人科は平成 29 年 5 月の新主棟オープンとともに、休止していた分娩業務を再開いたしました。産科診療では、母体疾患
合併妊娠の受け入れも可能としており、地域の周産期医療の一端を担うべくチーム医療を行っています。婦人科診療では手術
に力を入れております。女性の QOL を高める治療をモットーとしており、そのなかで診療の柱となっているのが内視鏡手術で
す。従来開腹手術で行ってきた良性疾患に対する手術についてはほぼ全症例に対し、腹腔鏡や子宮鏡を用いて行う方針として
います。日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医が 4 名在籍しています。2021 年の内視鏡手術総数は 237 件（腹腔鏡手術およ
び子宮鏡手術）で、年間婦人科手術総数の約 77%でした。悪性腫瘍手術についても内視鏡手術を取り入れ、当院倫理委員会の承
認のもとで一部の症例に対して腹腔鏡下悪性腫瘍手術を行っています。また日本女性医学学会の女性ヘルスケア専門医が 2 名
在籍しています。もう一つの柱である女性ヘルスケア分野では骨盤臓器脱の症例に対する治療を、泌尿器科と連携しウロギネ
コロジー分野として積極的に行っており、従来の手術方法に加えてメッシュを用いた経腟メッシュ手術や腹腔鏡下仙骨腟固定
術も導入しています。骨盤臓器脱症例に対する手術は、TVM 手術、腹腔鏡下仙骨腟固定術、native tissue repair（経腟子宮全
摘術、腟壁形成術、仙棘靱帯固定術、腟閉鎖術など）など症例に合わせて様々な術式を行なっています。
研修の特徴

さまざまな産婦人科疾患に対する外来診察や手術などの治療に従事してもらいます。産科診療に関しては正常妊娠・分娩管
理、異常妊娠や合併症妊娠に対する周産期管理、帝王切開などについて、十分に習得してもらえるように産科の研修カリキュ
ラムもくんでおります。また外来を実際に受け持ち、細胞診、コルポスコピー、組織診、子宮鏡などの手技を習得、内診、超
音波検査などによる診断、その他画像検査や実際の治療方針の決定という実際の臨床を研修します。思春期、性成熟期、更年
期それぞれの女性の内分泌的な諸問題に対する検査・診断、ホルモン治療なども研修します。病棟では指導医とともに入院患
者の担当医となり、手術にも助手として積極的に参加し、良性疾患に対する手術については術者も経験していただきます。腹
腔鏡下手術、子宮鏡手術、骨盤臓器脱に対する腟式手術やメッシュを用いる手術などさまざまな術式についての研修も行いま
す。子宮頸癌、体癌、卵巣癌などの悪性腫瘍に対しては診断、治療方針の決定、患者や家族への説明を指導医のもとで学び、
手術の助手だけでなく、化学療法・放射線治療などの追加治療についても研修します。週１回の産婦人科カンファレンス、小
児科との周産期カンファレンス、月 1 回の放射線科との画像カンファレンスに参加して問題症例の検討・文献的考察や治療方
針を習得します。当院は他科との連携や診療依頼などもスムーズで糖尿病などの内科系合併症を有する症例も多く、それらの
症例の周産期管理・周術期管理を研修することや、外科や泌尿器科とともに手術を行うなど横断的な治療を体験することも可
能です。救急患者の受け入れも積極的におこなっており、急性腹症などの救急疾患についての診断・治療にも携わってもらい
たいと思います。
写真・ＨＰ

済生会中央病院 ホームページ https://www.saichu.jp/
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社会福祉法人

聖母会

聖母病院 (International Catholic Hospital)

指導医

増澤利秀、山内 潤、山内美和、宮越 敬、戸田里実

疾患の比率

婦人科腫瘍 20％，周産期 70％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 10％

医師数

常勤：5 名（専攻医除く）

非常勤：6 名

計：11 名

病床数 154 床 （産婦人科 51 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 160 件／年 分娩 約 1400 例／年
１日当たりの平均外来患者数 110 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

当院は東京都新宿区に位置する 13 診療科、病床数 154 床の中規模総合病院です。開院は 1931 年、病院理念はキリスト教の精
神にもとづき愛と慈しみのこもった医療をすべての人に提供することです。シスターや通訳（英語・フランス語・スペイン語）
も勤務しており、外国籍の患者・妊産婦が多いことも特徴です。
研修の特徴

専攻医 1 年目は分娩対応や入院患者の副担当を通じて産婦人科診療に必須の手技などを学び、慣れた頃から指導医同席のも
と外来初診診療に携わります。専攻医 2 年目以降には自身で外来診療を担当します。
周産期：特長は年間約 1400 例の豊富な妊娠分娩管理です（日本周産期・新生児医学会周産期専門医（母体・胎児）補完認定
施設）
。分娩管理のみならず、麻酔科医指導のもと、脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔をはじめ産科麻酔の研修も可能です。
腫瘍：良性疾患（子宮筋腫・卵巣嚢腫など）に対して腹式、腟式、腹腔鏡下、子宮鏡下手術を実施しており、診断・治療（手
術執刀・助手含む）の研修が可能です。悪性疾患では子宮頸部上皮内腫瘍〜頸癌初期や子宮体癌、卵巣癌などの診断・治療に
携わります。
生殖内分泌：一般不妊検査や内分泌検査および治療の基礎を学びます。
女性ヘルスケア：更年期障害に対する HRT や漢方療法や骨盤底疾患に対する保存的療法や手術を学びます。思春期の月経不
順、無月経、月経困難症から老年期の健康管理まで、各ライフステージにおける対応を学びます。
専門外来：胎児診断外来および腫瘍外来を設けており、サブスペシャリティー領域の研修も可能です。
写真・ＨＰ：http://www.seibokai.or.jp

聖母病院産婦人科

聖母病院産科
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公益財団法人ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院
指導医

小田英之、山田朝子

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：6 名

非常勤：2 名

計：8 名

病床数 282 床 （産婦人科 17 床）
病床・患者数

（COVID-19 アウトブレイク後）

婦人科手術 約 150 件／年 分娩 約 200 例／年 （COVID-19 アウトブレイク後）
１日当たりの平均外来患者数 35 名 （COVID-19 アウトブレイク後）

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

永寿総合病院は台東区で唯一の分娩を取り扱う総合病院です。永寿総合病院では、一般的な入院治療や高度・専門的な検査・治療
を実施するほか、地域医療の中核病院として、医療機器の共同利用を促進したり、台東区において特に求められている医療（産科、小児
科、救急医療など）を提供しています。ほぼ全ての診療科を有しており診療科間の密接な連携により救急患者、重症患者の治療を行って
います。緩和ケア病棟があることも特徴で、緩和ケア専門医師が在籍し、がん患者の終末期医療においても専門医の協力を得ながら質
の高い医療を提供しています。
研修の特徴

永寿総合病院産婦人科では産婦人科医師に必要な basic skill をバランス良く習得することができます。 婦人科腫瘍は悪性疾患も含
め、診断および治療について学べます。悪性疾患の治療では手術および化学療法を行い、放射線治療が必要な場合はその治療のみを
近隣の病院に依頼して行います。良性疾患については外来での薬物療法および入院での手術療法を学びます。特に良性疾患の手術
では腹腔鏡および子宮鏡手術を積極的に取り入れています（日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医（腹腔鏡）2 名）。腹腔鏡手術での
詳細な視野から骨盤内の解剖構築を学び、それを開腹手術にフィードバックすることで効率良く開腹手術の技術を習得できると考えてい
ます。全身麻酔下婦人科腫瘍手術は、COVID-19 アウトブレイク前では年間約 300 件で、そのうち腹腔鏡手術約 240 件、子宮鏡手術約
50 件、悪性腫瘍手術約 10 件です。悪性腫瘍手術では、基幹施設である慶應病院と連携し、腫瘍専門医と共に手術を行っています。周
産期分野では外来での正常妊娠の妊婦健診、入院での異常妊娠の管理を中心に学びます。扱う分娩は妊娠 36 週以降で、早産となる症
例は適切なタイミングで近隣の基幹病院へ搬送の判断をします。年間分娩数は、COVID-19 アウトブレイク前では約 350 件、そのうち帝
王切開数約 100 件です。生殖内分泌領域では不妊症および不育症の診断と治療について学びます。不妊治療は主に排卵誘発や人工
授精などを習得します。体外受精は近隣の病院へ紹介となります。女性ヘルスケア分野では性器脱に対して保存的治療のみならず手術
療法を取り入れ、また外来では女性医学学会指導医の指導のもと更年期障害の管理についても学べます。
写真・ＨＰ

永寿総合病院 ホームページ http://www.eijuhp.com
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医療法人財団

荻窪病院

指導医

吉田宏之、宇都博文、佐藤 卓、片岡典子、吉田俊輔

疾患の比率

婦人科腫瘍 10％，周産期 35％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 55％

医師数

常勤：8 名

非常勤：0 名

計：8 名

病床数 252 床 （産婦人科 21 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 180 件／年 分娩 約 440 例／年
１日当たりの平均外来患者数 80 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

当院は急性期病院として内科・外科および泌尿器科・小児科もある総合病院として地域に根ざした医療を行なっています。
産婦人科は生殖補助医療（体外受精・顕微授精）を 1983 年より開始し、日本で 4 番目の出産例を得ています。2008 年 12 月か
ら本部門は荻窪駅徒歩圏に分院「虹クリニック」として患者の利便性を高めています。体外受精の採卵件数は 320 件、胚移植
件数は 401 件となっています(2021 年)。また本院においては、産科および良性疾患の機能温存を中心とした内視鏡下手術（腹
腔鏡・子宮鏡・卵管鏡下手術）を積極的に行なっており、2021 年には計 187 例の手術を施行しています。また 2013 年 7 月より
新別館に LDR3 室をもった産科病棟も建築されました。性成熟期におけるひとりの患者の挙児希望→手術→生殖医療→妊娠・分
娩（帝王切開など）にトータルで携わることができ、包括的女性医療を実践できることが当院産婦人科の最大の特色といえま
す。
（日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設、生殖医療専門医制度研修施設）
研修の特徴

外来・病棟診療ともに上級医の指導のもとに行います。特に外来診療は円滑な consult が可能なように必ず上級医が隣のブ
ースでの診療を行うように配慮します。
外来診療においては、一般婦人科診療・産科健診とともに分院での不妊検査の理解をすすめます。その上で一般不妊治療を
習得・実践した後、習熟度に応じて生殖補助医療の卵巣刺激・採卵・胚移植に従事することを予定します。また日本では人数
の限られている泌尿器科の生殖医療専門医が従事しており、顕微鏡下精巣内精子採取術等の実際に触れる事も可能です。
病棟業務では正常分娩、および異常分娩の速やかな対応法の習得を第一とします。また術前・術後の管理を十分に行えるよ
うに上級医とのディスカッションを重ねて行きます。
手術に関しては一般的な手術を自らプランニングし執刀できることを目標とするため、毎週のカンファレンスで症例報告・
術式検討を必ず行っています。腹腔鏡下手術は、卵巣囊腫の付属器切除・嚢腫摘出、異所性妊娠手術から、2 年目の研修に入る
場合本人の技量に応じて筋腫核出術等まで予定します。
学会活動は地域の研究会、地方部会、基幹学会への発表・論文投稿を積極的に行っています。学会前は必ず予演会を行い討議
し、指導医だけでなく全体でサポートしていきます。
写真・ＨＰ

荻窪病院 ホームページ
http://www.ogikubo-hospital.or.jp
虹クリニック ホームページ
http://www.ogikubo-ivf.jp
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医療法人財団アドベンチスト会

東京衛生アドベンチスト病院

指導医

原 澄子、松井 尚彦

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％

医師数

常勤：8 名

非常勤：10 名

計：18 名

病床数 186 床 （産婦人科 53 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 230 件／年 分娩 約 1600 例／年
１日当たりの平均外来患者数 120 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

世界各地に広がる「キリスト教セブンスデー･アドベンチスト教会」が経営母体で、外国人宣教師により 1929 年杉並区天沼
の地に設立されました。186 床の中核病院として地域医療の一翼を担っています。病院の理念である「こころとからだのいやし
のためにキリストの心でひとりひとりに仕えます」の精神に基づいて、誠実で思いやりのある医療を日々実践し、特に看護ス
タッフが優しいと評判です。多職種連携がとれており、チーム医療が充実しています。
無痛分娩は 1932 年から、硬膜外無痛分娩は 1972 年から行っており、長年の実績があります。365 日 24 時間体制で対応して
おり、経腟分娩の 90%以上の方が無痛分娩を希望し、月平均約 120 例の硬膜外無痛分娩を行っています。食事は菜食主義で野菜
中心です。卵、乳製品以外の動物性食品、アルコール、カフェインを避け、健康に特別配慮したメニューを提供しています。
禁煙講習会を 1966 年から開催し、予防医学や健康教育にも力を入れています。人間ドック健診施設機能評価認定を受けてい
る健診センターでは、婦人科検診や乳癌検診など女性からのニーズが多く、女性医師やマンモグラフィ・超音波検査の女性技
師が丁寧に対応しています。ブレストセンターでは、乳腺専門医が治療にあたっています。1996 年に東京 23 区で最も早く開設
された緩和ケア病棟は、緩和医療専門医が疼痛管理を行い、病院付牧師(24 時間常駐)がキリストの心で精神的ケアにあたり、
人生の最期を迎える方、家族に支持されております。
研修の特徴

周産期については、高齢妊娠や妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病・精神疾患合併妊娠などハイリスクの症例が豊富にあり、帝王
切開や流産手術など執刀医、第 1 助手として十分な症例を学ぶことができます。産科外来・両親学級・助産師指導・短期教育入
院などで合併症の悪化を防ぎ、帝王切開率は約 12%と低率です。日本周産期･新生児医学会周産期専門医(母体･胎児)暫定認定施
設に認定されており、研修を受けられます。母体保護法指定医師指定研修機関であり、連携施設と協力し研修が受けられ母体
保護法指定医師の資格が取得できます。
。
生殖・内分泌については、附属めぐみクリニックで、タイミング法、人工授精などの一般不妊治療から体外受精、顕微授精な
ど高度生殖補助医療にも対応しています。卵管鏡手術も実施しています。日本生殖医学会認定研修施設に認定されています。
腫瘍については子宮筋腫、卵巣嚢腫などの良性腫瘍に対し、腹腔鏡下手術、開腹手術、腟式手術など執刀、助手を研修できま
す。内視鏡手術は腹腔鏡年間約 100 例、子宮鏡手術約 90 例、卵管鏡手術約 20 例実施しています。日本産科婦人科内視鏡学会
暫定認定研修施設に認定されています。
女性ヘルスケアについては、更年期障害に対するホルモン補充療法、漢方療法、骨盤臓器脱疾患に対する保存療法から手術
まで、思春期の月経不順他、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医、日本東洋医学会認定医が指導にあたります。日本女
性医学学会女性ヘルスケア専門医認定研修施設に認定されています。
健診センターの受診者が多く、安定的に豊富な症例を経験することができます。緩和ケア病棟では日本緩和医療学会認定研
修施設認定を取得しており、緩和医療専門医が徹底的に疼痛管理をしています。婦人科疾患で終末期治療の経験を積みたい方
も指導を受けることができます。また、日本麻酔科学会麻酔科認定病院認定を取得しており、幅広い分野での研修を受けるこ
とができます。
写真・ＨＰ

東京衛生アドベンチスト病院 ホームページ http://www.tokyoeisei.com
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医療法人財団仁寿会

荘病院

指導医

菊森のぞみ

疾患の比率

婦人科腫瘍 15％，周産期 70％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 15％

医師数

常勤： 4 名

非常勤： 5 名

計： 9 名

病床数 60 床 （産婦人科 56 床、小児科 4 床）
病床・患者数

婦人科手術 約

20 件／年 分娩 約 750 例／年

１日当たりの平均外来患者数 80 名
単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

板橋区に位置する当院は交通アクセスが良く慶應義塾大学病院から 30 分圏内、最寄りの板橋駅（JR 埼京線）
、新板橋駅（都営
三田線）
、下板橋駅（東武東上線）から徒歩 10 分以内に位置しています。中山道と川越街道の宿場町として繁栄してきた土地柄
で大正 12 年に開院して以来地元に根付き町医者的役割を担い、2021 年度の分娩数は 748 件です。ハイリスク症例は慶應義塾大
学病院のみならず近隣の日大板橋病院、都立大塚病院と連携を行い、基本理念「母と子への安全な医療提供、女性のためのトー
タルケアの提供」を掲げ、10 歳代から 90 歳代まで幅広い年齢層の患者さんに対応しており三世代に渡って当院に関わる方も珍
しくありません。中心となる分娩では長年続いている主治医制を基盤にきめ細やかな対応を行い、患者さんとの信頼関係の下に
安心して分娩に臨んで頂いております。その他、助産師による保健指導、母乳相談外来、オンライン母親学級にも力を入れ、一
人一人のケアを職員一丸で取り組んでおります。現在、幼稚園児から中学生の子供を持つ女性医師が 4 人おりますが、勤務形態
がそれぞれに柔軟に設定されており、お互い助け合い働き易い環境で笑いが絶えない職場です。
研修の特徴

外来診療： 様々な患者さんが来院しますので幅広く学べます。妊婦健診、婦人科診療（癌検査、月経随伴症状、LEP 処方、良
性腫瘍、更年期、不妊、子宮脱）を初診医として主体的に診察・検査・診断・処置治療に携わり、基本的な技術を習得出来ま
す。実務経験 30 年以上の医師が在籍しており相談にも応じます。先輩医師の忠恕な精神、患者さんの対応は学び多いです。
周産期医療： 正常分娩の取り扱いの習得(胎児心拍数陣痛図の判読から分娩)、帝王切開手技、妊娠高血圧症候群や切迫早産な
ど合併症妊娠の管理を行います。一人の患者さんの周産期管理を産褥まで担当します。産科超音波では周産期専門医が在籍し胎
児スクリーニングの基本技術を習得出来ます。また当院は産科危機的出血に対し、迅速な処置と適切なタイミングで母体搬送を
行うことが求められるため J-CIMELS の講習会を受講しています。緊急帝王切開の際は昼夜を問わず自ら腰椎・硬膜外麻酔を施
行しスタッフ一丸となり緊急対応致します。また新生児管理に関して、新生児蘇生の手技と管理（クベース管理、新生児搬送の
判断、血糖や黄疸の追跡）の習得、新生児蘇生法講習会（NCPR A・B コース）に病院内外で参加しております。
婦人科腫瘍： 悪性腫瘍は東海大学三上幹男教授による外来診察、円錐切除術までの手術指導を受けることが可能です。
生殖医療・女性医学分野： 不妊治療では不妊検査から人工授精までを行います。その他、母体保護法指定医師（4 名）が在籍
し、母体保護法を遵守した中期中絶手術を年間十数件施行（母体保護法指定医師研修機関に指定）しております。
写真・ＨＰ

荘病院 ホームページ http://www.sho-hospital.jp/
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公益財団法人

東京都医療保健協会

練馬総合病院

指導医

田邊清男、白根 晃

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

非常勤：4 名

計：9 名

病床数 224 床 （産婦人科 19 床）
病床・患者数

婦人科手術 405 件／年 分娩 230 例／年
１日当たりの産婦人科平均外来患者数 50.0 名

単年度専攻医受け入れ

1名

可能人数
病院の特徴

当院は昭和 23 年に地域住民の強い要望によって設立された歴史ある総合病院です。西武池袋線と都営大江戸線に最寄り駅が
あり、アクセスが非常に便利です。人口 70 万人を超える練馬区にあって、200 床を超える病院が当院を含めて 3 病院という中、
地域の基幹病院として 15 診療科・6 つのセンターを有し、ほぼ全診療科を網羅した病院であり、外来患者数は１日平均 500 名
を超えています。地域との連携が極めて密であり、産婦人科でも近隣医療機関から多くの患者さんが紹介受診されます。分娩
は月 20 件程度で近年増加傾向です。婦人科良性の子宮及び付属器疾患では全例を腹腔鏡下手術で完遂しています。
研修の特徴

練馬総合病院産婦人科は産婦人科の全領域をほぼくまなく網羅しており、産婦人科臨床の知識や技能はほぼ全てをバランス
よく習得することができます。すなわち、非常勤医を含めて産婦人科の全領域の専門医が勤務しており、各専門医からそれぞ
れの領域に関して詳細に指導を受ける事ができます。
婦人科腫瘍に関しては、良性腫瘍では低侵襲で高水準の腹腔鏡下の手術を目指しており、日本産科婦人科内視鏡学会技術認
定医のもと研修可能です。悪性腫瘍では子宮頸部円錐切除術から広汎子宮全摘出術まですべてを研修することが可能です。外
来における細胞診、コルポスコピー、パンチバイオプシー等の基本的技術の研修は、日々研修可能です。
周産期領域においては、正常分娩に加え異常分娩・帝王切開も当然研修が可能です。特に出生前カウンセリングに基づいた
クワトロテストや羊水穿刺やエコーによる胎児評価法に関して指導を受けることができます。
生殖医療では体外受精・胚移植こそ当院では行ってはおりませんが、それに至るまでの検査、診断、人工授精までの治療はす
べて行っており、生殖医療専門医により生殖医学の基礎と臨床に関して詳しく研修可能です。
女性医学分野でも専門医より指導を受ける事が可能です。
写真・ＨＰ

ホームページ http://www.nerima-hosp.or.jp
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国家公務員共済組合連合会立川病院
指導医

平尾薫丸、松田紀代子

疾患の比率

婦人科腫瘍 55％，周産期 40％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 5％

医師数

常勤：7 名

非常勤：2 名

計：9 名

病床数 500 床 （産婦人科 45 床）
病床・患者数

年間:分娩約 500 例 婦人科手術件数 良性開腹 70 良性ﾗﾊﾟﾛ 160 悪性開腹 60 悪性ﾗﾊﾟﾛ 50
１日当たりの平均外来患者数 50 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

JR 立川駅および西国立駅が最寄り駅で、戦前に陸軍病院だった歴史背景を有し、2017 年 7 月に 9 階建ての病棟が建てられま
した。婦人科悪性腫瘍は年間 100 症例以上を扱い、腹腔鏡・子宮鏡手術も年間 300 症例以上あります。東京都地域周産期母子
医療センターとして小児科と連携し NICU6 床を活用して母体搬送を受け入れながら、精神疾患合併妊娠にもリエゾン看護師・
ソーシャルワーカー・臨床心理士・認定薬剤師・精神神経科医師と情報共有するなど、専攻医の先生にはたくさんの症例数を
多角的な視野から経験してもらっています。北多摩西部地域の医療に貢献する姿勢が自然と育まれ、医師としての責任感が芽
生えていくことと思います。鋭い洞察力と着眼力で病態を考察し、行き届いた技量の熟達を目指して研修しましょう！
研修の特徴

開腹手術・内視鏡手術・腟式手術や帝王切開術などの助手・術者を相当数経験しますが、自分でも予習復習するなど一つ一
つの症例を丁寧に診療するように心がけて頂きます。外科・泌尿器科・小児科・緩和ケア科・精神神経科も含めた幅広い連携
協力の良さは当院の特徴の一つです。妊婦健診はセミオープンシステムを採用しており、双胎妊娠などの症例に注力できる準
備をしています。周産期メンタルヘルスケアのサポートにも多職種で連携することで対応し、地域の要望に応えるように努め
ています。手術では骨盤解剖を実地経験して立体的な理解を習得し、放射線療法・化学療法管理の考え方や細胞診コルポ診の
見方なども自ら研鑽し、終末期緩和ケアでは患者と家族に寄り添う診療を経験して頂きます。婦人科腫瘍専門医・細胞診専門
医・臨床遺伝専門医・内視鏡技術認定医・女性ヘルスケア専門医が在籍し、学会発表・論文作成を含めた相談できる体制が充
実しているので、自ら課題をみつけて相談しに声をかけてください。専攻医も上級医も交代制で当直・オンコール体制を組み
ます。国家公務員に準拠して産休・育休制度が利用でき、産休中は固定給が全額支給されます。日曜保育および曜日限定の夜
間保育を利用できる院内保育室が完備されています。学会出張・研修などに関しては休暇・費用補助制度が利用できます。意
欲のある専攻医の先生方をお待ちしております。
写真・ＨＰ

立川病院 ホームページ http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/
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稲城市立病院
指導医

櫻井信行

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：8 名（うち 2 名 専攻医）

非常勤：4 名

計：12 名

病床数 290 床 （産婦人科 46 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 300 件／年（産科手術除く） 分娩 約 400 例／年
１日当たりの平均外来患者数 50 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

稲城市立病院は東京都稲城市、南多摩地区にある二次救急の公立病院です。病床数は 290 床、20 の診療科を標榜しています。
稲城市は人口 10 万人弱の中規模な自治体ですが、病院の診療圏は川崎市多摩区、府中市、多摩市、町田市、八王子市、日野市
など広範囲なのが特徴です。分娩はミドルリスク症例まで対応し、東京都から周産期連携病院の指定を受け母体搬送を積極的
に受け入れています。婦人科領域は腹腔鏡の技術認定医が在籍し内視鏡手術を充実させています。ヘルスケア領域についても
市立病院ですので幅広い症例が集まります。不妊治療は検査及び人工授精までの治療を行い、体外受精などの生殖補助医療は
提携施設を紹介しています。なお、職員は院内保育室を利用できるため子育て中の医師の勤務も歓迎します。
研修の特徴

妊婦健診も含めた外来診療、周産期管理、婦人科良性疾患の手術執刀、帝王切開の執刀、悪性腫瘍は担当医として一貫した
治療の管理や手術の助手、などができるようになることを専攻医の最低限の目標としています。
研修中は、上級医師が常に身近にいる環境で随時指導および症例のフィードバックができる体制です。指導医・上級医の指
導のもと、受け持ち以外の症例であっても手術の執刀ができるように配慮しています。週に 1 回スタッフ全員での病棟回診お
よびカンファレンスを行い患者の治療方針についてチームでディスカッションします。当院では各分野のサブスペシャリティ
ーとして内視鏡学会技術認定医(櫻井)、がん治療認定医（櫻井、黒田）
、細胞診専門医(櫻井)、が在籍しています。他科との連
携も取りやすく、大変親しみやすい雰囲気の中で研修が行える病院です。
なお近年の働き方改革により医師事務作業補助者への業務委譲が進んでおり、業務はほとんど就業時間内に終了します。主
治医制でありつつ診療科全体でチーム診療をしていますので、業務負担は分散しています。専攻医の当直業務は月 4,5 回程度
までとしています。
写真・ＨＰ

稲城市立病院 ホームページ http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/
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独立行政法人国立病院機構東京医療センター
指導医

山下 博、大野暁子、安達将隆、大木慎也、真壁 健

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：5 名

非常勤：1 名

計：6 名

病床数 740 床 （産婦人科 52 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 500 件／年 分娩 約 450 例／年
１日当たりの平均外来患者数約 100 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

1名

病院の特徴

当院は駒沢オリンピック公園の隣に位置する病院であり、国立病院機構本部に隣接しています。初期臨床研修医 50 名を有し、
大学病院に準ずる規模を誇ります。当院では年間約 500 件の分娩（帝王切開は 20％程度）や 250 件の腹腔鏡手術（年間約 20
件のロボット支援手術を含む）
、100 件の開腹手術および約 70 件の悪性腫瘍手術など豊富な症例数を有しています。東京都の周
産期医療においては周産期連携病院として位置づけられており、日赤医療センターや国立成育医療研究センター病院と協力し
てハイリスク妊婦の受け入れを行っています。
研修の特徴

産婦人科の救急疾患および一般診療の症例数が豊富であり、common disease に対する診療研修を重点的に行うことが可能で
す。当院は、他の診療科や部門との連携も緊密であり様々な症例に対する包括的な診療を迅速に行うことが可能で、活発にそ
れらの人たちとのディスカッションも行われています。また、近年産婦人科専門医が身につけるべき技術である内視鏡手術に
も力を入れており、専攻医研修として十分な環境が整っていると考えられます。専攻医研修においては On the Job Training
（OJT)が必須ですが、安全性や研修効率の点からすべての OJT は必ず上級医指導の下で行われます。
研修の初期段階としては、正常分娩の標準的な取り扱いができることを目標として内診、パルトグラム記載、胎児心拍モニ
ターの判読、分娩時の会陰保護や会陰切開・縫合をまず習得してもらいます。また、最も基本的な産科手術手技として帝王切
開の第一助手を行い、手術の手順を習得したと判断されれば執刀医として手術を遂行してもらいます。その他初期段階での研
修目標としは、術者として実施する手術として腹式子宮全摘術、子宮内容除去術、第一助手として実施する手術として腹腔鏡
下付属器摘出術、腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術、腹腔鏡下異所性妊娠手術などを挙げています。また、手術以外の診療としては悪
性腫瘍症例に対する集学的治療の一環として化学療法の理論と実際について習得することを目標としています。
当院での研修が 2 年以上に及ぶ場合には、次のステップとして外来診療から手術・分娩までの一連の流れを主体的に実践し
てもらうことを基本とし、手術としては、さらに悪性腫瘍手術の第一助手、腹腔鏡下付属器摘出術や卵巣嚢腫摘出術の術者、
腹腔鏡下子宮全摘術の第一助手などを目標として研修を行います。

写真・ＨＰ

東京医療センター ホームページ https://tokyo-mc.hosp.go.jp/
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済生会横浜市東部病院
指導医

秋葉靖雄、伊藤めぐむ、比嘉誠子、吉田卓功、佐々木拓幸

疾患の比率

婦人科腫瘍 30％，周産期 40％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 30％

医師数

常勤：12 名

非常勤：0 名

計：12 名

病床数 518 床 （産婦人科 47 床）
病床・患者数

婦人科手術 531 件／年

分娩 1184 例／年、その内帝王切開 271 件/年（2021 年）

１日当たりの平均外来患者数 76 名（産科・婦人科・不妊外来を含む）
単年度専攻医受け入れ
可能人数

3名

病院の特徴

済生会横浜市東部病院は横浜市の長期計画に基づく地域中核病院構想の一環として、 主に鶴見区、神奈川区方面の東部中
核病院として平成 19 年 3 月 30 日に開院しました。建物は地上 10 階建ての免震構造を採用し、災害時の拠点病院として機能
を発揮できるよう、防災機能の向上を図っております。病床数は 518 床で 救命救急センター、総合診療センター、消化器セ
ンター、呼吸器センター、心臓血管センター、腎泌尿器センター、糖尿病・内分泌センター、脳神経センター、整形外科・リ
ウマチセンター、リハビリテーションセンター、こどもセンター、こころのケアセンター、内視鏡センター、化学療法センタ
ー、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線科、口腔外科と産婦人科は レディースセンターおよび リプロダクションセンター の
16 疾患別センター、5 診療科 があります。その中でも特に救命救急センターを中心に一次から三次までの全次型の救急医療
を目指しており、365 日 24 時間応需の救急センター、ICU・CCU、救急病棟、神奈川県周産期 3 次救急医療、小児科救急医療、
重症心身障害児施設(上記 518 床以外) 、神奈川県精神科救急医療システムの中で中核病院としての役割を担っています。
【産婦人科領域の資格】日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設・日本周産期新生児医学会暫定研修施設・周産期登録
施設・日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設・婦人科腫瘍登録施設・日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設・腹腔鏡
下子宮悪性腫瘍手術の施設基準登録施設・ロボット支援下婦人科悪性腫瘍手術実施登録施設・生殖医療専門医制度認定研修施
設・日本産科婦人科学会体外受精臨床実施登録施設・母体保護法指定医師指定研修機関
研修の特徴

後期臨床研修は、前期臨床研修で得た幅広い臨床知識を土台としてさらに深い専門的知識や技術を獲得しながら、医師とし
て進むべき道を決定していく重要な時期であります。その点を踏まえて悔い無き研修が受けられるような環境作りをスタッフ
一同考えております。特に入院診療は上級医と複数担当医制をとっており、1 つ 1 つの症例についてマンツーマンで指導を受
けられる体制の中で産婦人科診療全般の知識と技能を習得することが第一の目標となります。また学会活動にも積極的に参加
して臨床研究についての知識を深め、専門医を目標とした資質の向上を目指します。さらに subspecialty の知識・技能・資
格を取得するべく準備を図っていきます。特に内視鏡技術認定医は 3 名おり、腹腔鏡下手術が全くストレスなく行えるように
なります。婦人科腫瘍専門医、生殖医療専門医、女性ヘルスケア専門医、救急医学会・IVR 学会専門医も在籍し、subspecialty
その他の知識・技術を取得するための環境も充実しております。
また病院内では新生児科、救急科、消化器外科、脳神経外科、心臓外科、糖尿病内分泌内科、循環器内科（IVR 治療）等、
他科との連携も密でスーパー総合周産期センターが担うような合併症のある症例にも対応できる体制が整っております。
写真・ＨＰ(http://www.tobu.saiseikai.or.jp/)
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神奈川県警友会けいゆう病院
指導医

荒瀬 透、持丸佳之、阿部靖子、佐藤洋一、末永香緒里

疾患の比率

婦人科腫瘍 40％，周産期 45％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 15％

医師数

常勤：9 名

非常勤：6 名

計：15 名

病床数 410 床 （産婦人科 60 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 460 件／年 分娩 約 960 例／年
１日当たりの平均外来患者数 90 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

6名

病院の特徴

横浜みなとみらいに位置する、ウォーターフロントのおしゃれな病院です。
「患者様中心の医療、高度で良質な医療、安全で
信頼させる医療」をスローガンに、地域の患者さんのためスタッフ一同が連携して診療にあたっております。
近隣開業医あるいは不妊クリニックとの連携も強いため、幅広い症例を経験することが可能です。当院は日本産科婦人科内
視鏡学会認定研修施設であり、開腹手術のみならず腹腔鏡手術も積極的に行っています。また、聖マリアンナ医科大学産婦人
科 鈴木直教授（69 期）の支援のもと、オンコ・ファティリティの分野に関しても診療を通じて学習できます。
なお、当院は総合医局であり産婦人科内のみならず他科の医師にも容易に相談できます。さらに施設内に保育所が完備され
ており、育児中の女性医師に即した常勤就業パターンもあるため、ママさんドクターに大変好評です。
研修の特徴

専門研修 1 年目 ▶専門用語や疾患の病態を理解し、治療までのアプローチを学びます。
【外来】業務に慣れたら産科・婦人科外来を担当し、患者さんからの情報を収拾するスキルを向上させます。
【病棟】正常分娩から開始し、経験に応じて異常分娩を診察します。上級医と一緒に婦人科手術症例の周術期管理も行います。
【手術】子宮内容除去術や帝王切開、腹腔鏡下手術、開腹良性手術を助手/執刀医として行えることを目標とします。
専門研修 2 年目 ▶翌年に大学に帰局することから、大学で即戦力となれるよう実践的な手技や治療法を身につけます。
【外来】産科・婦人科外来を担当します。診療スキルに応じて初診外来も開始します。
【病棟】正常分娩や異常分娩を担当します。上級医指導の下、主治医として婦人科手術症例の周術期管理も行います。
【手術】子宮内容除去術や帝王切開、開腹・腹腔鏡下良性手術を執刀医として、悪性手術では主に助手として立ち会います。
写真・ＨＰ

けいゆう病院 ホームページ http://keiyu-hospital.com
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平塚市民病院
指導医

笠井健児、藤本喜展

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：6 名

非常勤：3 名

計：9 名

病床数 410 床 （産婦人科 32 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 370 件／年 分娩 約 410 例／年
１日当たりの平均外来患者数 70 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

3名

病院の特徴

平塚市は、東京駅から 60 分、横浜駅から 30 分という文化圏・教育圏に恵まれた好立地にある人口約 26 万人の自治体で、
「湘
南ひらつか七夕まつり」
、
「J1 湘南ベルマーレ」で有名です。その中央に位置する平塚市民病院は、近隣の病院、診療所と密な
連携を保ちながら、21 診療科を標榜、410 床の病床にて地域医療に貢献しております。平成 28 年 5 月より、外来診療、手術部
門、産科入院、および総合医局などが新棟に移行、病棟の分娩設備等を一新しました。中央手術部には鏡視下手術専用手術室
を 2 室設置しました。また、新たに女性専用病棟を開設し、婦人科入院患者の受け入れを開始しました。
2020 年診療成績：分娩件数：410 件。母体搬送受け入れ件数：24 件。産科手術件数：170 件。婦人科開腹手術件数：130 件。
婦人科腹腔鏡下手術件数：145 件。悪性腫瘍治療件数：96 件。
研修の特徴
【周産期】

・一般的な妊婦健診 ・正常、異常分娩の管理 ・無痛分娩の手技習得 ・合併症妊娠の周産期管理、母体搬送の対応
・多胎妊娠の周産期管理 ・胎児超音波スクリーニング技術習得 ・手術手技（帝王切開、人工妊娠中絶術）の習得
【良性腫瘍、腹腔鏡下手術】

・良性腫瘍の病態、診断、治療の理解、開腹手術、腟式手術の手技習得、全術式の術者。
・腹腔鏡下手術症例の診断と治療方針の決定、簡易症例での手術手技習得、アニマルラボでの研修。
【悪性腫瘍】

・悪性腫瘍の病態、診断、治療の理解。腫瘍手術の手技習得。郭清術式の助手、それ以外の術者。腹膜外アプローチの理解。
・他科悪性腫瘍の知識習得 ・終末期の管理、緩和医療の知識習得。
【資格取得目標、達成目標】

・学会発表 2 回/年 ・論文作成１編/年 ・新生児蘇生法講習受講、資格取得
・
「がん治療認定医」資格取得 ・
「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」資格取得
写真・ＨＰ

左：新棟全景。 右：平塚海岸より富士山を望む。

平塚市民病院ホームページ http://www.hiratsuka-city-hospital.jp/
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川崎市立川崎病院
指導医

中田さくら、染谷健一、金 善惠、大谷利光、石垣順子

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％

医師数

常勤：7 名

非常勤：1 名

専攻医：1 名

計：9 名

病床数 713 床 （産婦人科 76 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 600 件／年 分娩 約 800 例／年
１日当たりの平均外来患者数 100 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

当院は川崎市で市街化が最も進んでいる川崎南部地域の川崎区の中央部に位置し、診療科は 36 科、病床数は 713 床の地域医
療支援病院です。2006 年 4 月に救命救急センター開設、2009 年 4 月に新生児集中治療室（NICU）再開、2010 年 4 月に周産期救
急医療システム中核病院・地域周産期母子医療センターに認定され、2011 年 3 月に神奈川 DMAT（災害派遣医療チーム）指定医
療機関に、2022 年 4 月に地域がん診療連携拠点病院に指定されました。地域の基幹病院で、高度急性期医療を提供する病院と
なっております。昭和 42 年から研修制度を採用しており、各科において教育環境が整っているという特徴があります。
研修の特徴

当院は産婦人科全般を網羅し、それぞれの専門領域で数多い症例に対応しており、専攻医にとってバランスのとれた理想的
な研修が可能となっています。産科･周産期領域に関しては、NICU/GCU を擁しており地域母子周産期医療センターとして、日本
周産期・新生児医学会周産期専門医（母体・胎児）が在籍し、ハイリスク分娩を数多く取り扱っています。年間分娩数は約 800
件あり、通常の正常分娩の研修に関しても症例に事欠きません。年間手術件数は 1000 件を越えており、悪性腫瘍手術を含む開
腹手術や腟式手術、内視鏡手術、その他多彩な手術を数多く実施しています。婦人科腫瘍関連では、近隣の施設からの紹介も
多く多数の症例を有しています。緩和ケアや NST などとも連携したチーム医療を行っております。当院では内視鏡手術に関し
ては歴史があり、腹腔鏡手術を 1963 年から開始しており約 50 年にわたる実績があります。また 1985 年に当科で開発された子
宮鏡手術は遠方からの紹介患者も多く、日本の第一人者である林医師の下で多数実施されています。日本産科婦人科内視鏡学
会技術認定医の指導のもと専攻医も十分な研修を行うことが可能です。
写真・ＨＰ

川崎市立川崎病院 ホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html
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静岡赤十字病院
指導医

根本泰子、市川義一、栗原みずき

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：7 名（うち専攻医 1 名）

非常勤：0 名

計：7 名

病床数 465 床 （産婦人科 43 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 280 件／年 分娩 約

415 例／年

１日当たりの平均外来患者数 74.5 名
単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

当院は、現在常勤医師 7 名で周産期、不妊症・不育症、婦人科腫瘍、更年期・ホルモン外来など様々な領域の症例を幅広く受
け入れ、静岡中部地区の基幹病院として診療に当たっています。いわゆるハイボリュームセンターではありませんが、静岡中部
地区には、大学病院のような大規模施設がないため、非常に稀な症例や高度な管理を要する症例であっても、引き受け、治療す
ることができる総合力が求められている施設といえます。1 年間のおおよその診療実績は、分娩件数：約 415 件、手術件数：帝王
切開約 160 件、良性婦人科腫瘍手術 約 280 件（うち開腹 80 件、腹腔鏡下 160 件、子宮鏡下 40 件程度）
、悪性腫瘍手術 約 45 件
（うち広汎子宮全摘出術は年 5-7 件、骨盤リンパ節郭清 25-30 件、傍大動脈リンパ節郭清 10-15 件程度）
、体外受精：採卵 5 周
期、胚移植 11 周期、人工授精：約 87 件となっています。産科病棟は産科専用の手術室を病棟内に備え、超緊急帝王切開や産褥
出血などの産科救急疾患、母体搬送にも 24 時間対応できる体制を整えています。産科病棟内に新型コロナウイルス感染妊産婦の
分娩管理を行う「レッドゾーン」を有し、ウィズコロナにおける安心・安全な産婦人科医療の提供に努めています。
研修の特徴

産婦人科専門医 5 名が専攻医の育成・サポートに当たり、専門医取得に必要とされる知識を実際の臨床の中で経験し、体と頭
の双方で習得していくことを研修の目標としています。やりがいをもって、楽しく、安全に働き続けるために、産婦人科医とし
てのスタートを決意した専門研修時に幅広くしっかりとした基礎と、医療チームでの良好なコミュニケーションを学ぶことが重
要と考えています。
「安定した基礎と信頼できる医療チームの上にこそ、より専門性の高いサブスペシャリティーを積み上げる
ことができる」というのが、当院産婦人科の教育理念です。
当院は周産期専門医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、がん治療認定医、細胞診専門医、生殖医療専門医などの認定指導
施設でもあり、産婦人科専門医取得後のサブスペシャリティーも視野にいれながら研修をすすめることができることも特徴で
す。専門研修においても、学会、研究会、臨床試験などへ積極的に参加していただき、日常臨床にとどまることなく、広い視野
をもって未来の医療の発展に貢献できる医師の育成を目指します。
尚、院内保育所（夜間預かり有）を併設しており、妊娠・出産・育児中とも継続した研修を行うことが可能です。やる気さえ
あれば、自分自身のペースで産婦人科医としての経験やキャリアを積んでいける環境を構築、提供したいと考えています。
写真・ＨＰ

静岡赤十字病院 ホームページ http://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/
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静岡市立清水病院
指導医

岩崎真也

疾患の比率

婦人科腫瘍 25％，周産期 50％，生殖・内分泌・女性ヘルスケア 25％

医師数

常勤：5 名

非常勤：5 名

計：10 名

病床数 463 床 （産婦人科 32 床）
病床・患者数

婦人科手術 約 230 件／年 分娩 約 230 例／年
１日当たりの平均外来患者数 70 名

単年度専攻医受け入れ
可能人数

2名

病院の特徴

・当院は全国的にサッカーで知られる港湾都市である静岡市清水区にあり、三保の松原に近く、富士山を眺望できるところに
あります。病床数 463 床診療科 29 科の公的総合病院で、人口 23 万人をカバーする地域医療の基幹病院として、万遍なく多く
の疾患、症例を有します。
・小児科(常勤医師 5 名)、外科(常勤医師 8 名)、泌尿器科(常勤医師 3 名)など他科との連携も充実しています。
・基本的に妊娠 34 週以降の分娩を取り扱い、里帰り分娩、開業医からの母体搬送や産科ハイリスク症例も受け入れており、新
生児医療に対しては県立こども病院との連携も充実しています。
・産婦平均年齢 32.0 歳（初産婦 30.9 歳）
、立会分娩率は 17.27％です。
・悪性腫瘍(初発)治療 14 件、うち拡大子宮全摘出術 1 件、腹式単純子宮全摘出術は 7 件。
・静岡県下で卵管鏡下卵管形成術を実施している施設です。2021 年実績 2 件。
・良性疾患手術数 125 件、うち内視鏡手術(異所性妊娠手術を除く)86 件。
・泌尿器科と連携をし、骨盤臓器脱手術（腹腔鏡下仙骨腟固定術など）も積極的に行っています。
研修の特徴

・他院に比べ疾患や分娩に対し、傾向・特化した症例数を持つわけではないですが、万遍なく網羅しております。専攻医には、
産科、婦人科ともに、できるだけ多くの症例に触れ、主治医をもってもらい、また、できるだけ多くの手術を執刀してもらう
ように心がけています。
・産婦人科常勤医師数が 5 名であり、専攻医も外来診療に関わり、充実した研修を積むことができます。現在体外受精、胚移
植は休止中ですが再開に向けて鋭意準備中です。
・執刀できる手術
産科手術：子宮内容除去術/帝王切開術/頸管縫縮術
婦人科良性手術：腹式子宮全摘出術/付属器切除術/腟式子宮全摘出術/腟壁形成術
腹腔鏡手術：異所性妊娠手術、卵巣囊腫摘出術、付属器切除術、筋腫核出術、子宮全摘出術
婦人科悪性手術：子宮頸部円錐切除術/準広汎・広汎子宮全摘出術/骨盤内・傍大動脈リンパ節郭清
写真・ＨＰ

静岡市立清水病院 ホームページ http://www.shimizuhospital.com
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資料3：慶應義塾大学産婦人科研修プログラム管理委員会
慶應義塾大学病院
田中 守
（管理委員会委員長）
青木 大輔 （管理委員会副委員長）
阪埜 浩司 （事務局代表者）
内田 浩
岩田 卓
山田 満稔
内田 明花 （生殖内分泌分野責任者）
増田 健太 （婦人科腫瘍分野責任者）
春日 義史 （周産期医学分野責任者）
横田 めぐみ（女性のヘルスケア分野責任者）
野上 侑哉
坂井 健良

（2022年6月現在）

足利赤十字病院

隅田

能雄

那須赤十字病院

白石

悟

済生会宇都宮病院

飯田

俊彦

SUBARU健康保険組合太田記念病院

寺西

貴英

伊藤

仁彦

中川

博之

倉橋

崇

東京歯科大学市川総合病院

高松

潔

東京都済生会中央病院

岸

社会福祉法人聖母会

増澤

利秀

公益財団法人ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院

小田

英之

医療法人財団

吉田

宏之

独立行政法人地域医療機能推進機構

埼玉メディカルセンター

さいたま市立病院
独立行政法人国立病院機構

埼玉病院

聖母病院

荻窪病院

医療法人財団アドベンチスト会東京衛生アドベンチスト病院
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原

郁子

澄子

2023年度募集用

医療法人財団仁寿会

菊森

のぞみ

田邊

清男

平尾

薫丸

櫻井

信行

山下

博

秋葉

靖雄

荒瀬

透

平塚市民病院

笠井

健児

川崎市立川崎病院

中田

さくら

静岡赤十字病院

市川

義一

静岡市立清水病院

岩崎

真也

公益財団法人

荘病院

東京都医療保健協会

国家公務員共済組合連合

練馬総合病院

立川病院

稲城市立病院
独立行政法人国立病院機構

東京医療センター

済生会横浜市東部病院
一般財団法人神奈川県警友会

けいゆう病院
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