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　医療系総合大学を目指す大阪医科薬科大学は、令和3年4月1日に大阪医科大学と大阪薬科大

学が統合して誕生しました。大学統合に伴い病院の名称を「大阪医科薬科大学病院」とし、大学と

ともに多職種連携を重視しています。医師の働き方改革が進む中で、医学部・薬学部・看護学部の

学部横断的な教育が医師のキャリアパスにも影響してくることになります。平成25年に「医師

臨床研修室」と「シミュレーション室」を統合して設置された「医療総合研修センター」は、現在は

「医師初期臨床研修」、「専門医研修プログラム」を取り扱うとともに「医療シミュレーション」並

びに「医業者の学部教育」や「救急救命士の研修」、「看護師の特定行為研修」「看護職キャリア形

成」の場を提供しておりますが、将来的に薬剤師など多職種の研修にも係わることができるよう

に制度設計されています。

　令和4年7月に病院新本館A棟が開院する大学病院では、研修医や専攻医を含む医師や看護師

がそれぞれに必要な資格を得るためのコースが用意されている他に、大学院への道が開かれて

おります。さらに、シミュレーション室は、学生や研修医はもちろん復職を希望する医療職の研

修或いはスキルの研鑽などの場でもありますので、機器の整備にも力を入れております。また、女性医師・女性研究者支援センター

の復職支援プログラムへの協力もしております。

　医師のキャリアパスが大きく変化しており、令和5年からは共用試験の合格者がStudent Doctorとして医業を行うことができ

るようになるほか、令和7年には共用試験に合格していることが医師国家試験の受験要件となります。医師養成は学部教育と卒後研

修をシームレスに繋ぐことを目指しており、医学部生から初期臨床研修医、そして専攻医、大学院生へとスムーズなキャリア形成が

可能となるよう、当センターの役割はますます重くなっております。今後、他の医療職者養成においてもよりスムーズなキャリア形

成を提供する必要があり、センターの関係者一同、鋭意努力しているところです。皆様のご理解とご協力をお願い致します。

　超少子超高齢を迎えた今、社会は日々変化し医療に求められるものが多様化しています。その多様性の中で、医療職の皆さんのキ

ャリア形成に少しでも役立つ情報を提供できるように祈ってこの冊子を認めます。

大阪医科薬科大学の
医師キャリアパスについて。

大阪医科薬科大学　学長
佐野　浩一

病院正面

BNCT（装置） 新棟完成後イメージ図



　大阪医科薬科大学病院は阪急高槻市駅に隣接し、さらにJR高槻駅徒歩5分という極めて交通至便

の地にあり、北摂地域における地域医療の要であると共に三島医療圏の最後の砦であると自負して

います。ここ数年間で病院機能的にも飛躍的に成長し、現在では903床の病院として31の診療科と

14の中央診療部門を2,100人余の病院スタッフが支えています。病院種別は、特定機能病院

（1994年2月）、エイズ拠点病院（1995年11月）、災害拠点病院（1997年3月）、大阪府地域周産期

母子医療センター（2007年11月）、大阪府肝疾患診療連携拠点病院（2008年7月）、救急病院

（2008年12月）、がんゲノム医療連携病院（2018年4月）、地域がん診療連携拠点病院（高度型）

（2019年4月）、大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関（2021年2月）であります。教育指

定は、臨床研修指定病院（1968年4月）、外国医師（外国歯科医師）臨床修練指定病院（1988年3

月）、歯科医師臨床研修指定病院（2001年4月）、母体保護法指定医師研修機関、臨床教授等病院

（2016年7月）、特定行為研修指定研修機関（2020年2月）で、認定取得可能な学会は100に上りま

す。また、2021年に米Newsweek誌のベストホスピタルに選出されています。2022年1月には

「日本医療機能評価機構 病院機能評価 一般病院3・精神科病院」に認定されました。これは、「患者が安心して医療を享受でき、職員が働き

やすく、地域に信頼される病院づくりに貢献する」最も厳しいとされる評価項目として特に指摘事項なく認定を受けることができました。

大阪医科薬科大学における
キャリア形成プログラム。

　大阪医科薬科大学病院 卒後臨床研修プログラムは、基本となる大阪
医科薬科大学病院卒後臨床研修プログラムのほかに、卒後臨床研修小
児科重点プログラム、卒後臨床研修産婦人科重点プログラムの3つの
プログラムがあります。ここ数年間はフルマッチの状況で、非常に多く
の大学から応募をいただいており、本院と地域の臨床研修病院、診療所
などが病院群を形成して研修医を受け入れるとともに、３年目からの
本格的な専門研修に繋がる臨床能力を研修期間中に確実に身に付けら
れるように運営しています。研修プログラムの管理・運営は、大阪医科
薬科大学病院臨床研修管理委員会が行い、全研修医に対して公平で一
貫した臨床研修を提供しています。
　2027年に迎える大阪医科大学創立100周年の記念事業として「超
スマート医療を推進する大学病院」を基本方針に掲げ、病院新本館の建
築がスタートしています。2016年3月、病院西側に「各手術室の主用
途に応じた専門性だけではなく高い汎用性を両立する」コンセプトが
盛り込まれた「中央手術棟」が竣工しました。中央手術棟は、2階 集中治
療室(16床)、日帰り手術室(4室)、3階 中央手術室(16室、ハイブリッ
ド手術室2室を含む)、4階胸部外科病棟、5階 消化器外科病棟などから
なります。TAVI (経カテーテル大動脈弁植え込み術)などのアンギオハ
イブリッド手術、CTハイブリッド手術やロボット手術など最新技術が

導入され、良好な手術成績を上げています。医師・看護師・薬剤師・臨床
工学技士・中央材料室・物流・施設・事務によるチーム医療を実践し、24
時間断らない中央手術室を運営しています。手術症例数も大幅に増加
して、2021年には年間12,363例の手術、6,772例の麻酔科管理症
例が施行され、非常に多くの症例を経験できます。厚生労働省「医療提
供体制推進事業費補助金に係る事業」に「内視鏡訓練施設設備整備事
業」が採択され、新たに設置された「内視鏡外科教育研修室」において、
できるだけ早くから最先端医療に触れてもらうことを目的に、初期臨
床研修医を対象とした医療ロボット（da Vinci）研修会をトレーニング
ボックス（ドライボックス）を用いて実施しています。2022年7月に
は、最新設備を導入した12階建ての病院新本館Ａ棟が、2025年には
病院新本館B棟が建築される予定です。そして病院新本館Ａ棟1階には
三次救急機能が移転する予定です。
　次世代へ夢のある病院建築、100周年事業への橋渡しの一翼を担え
たらと考えています。ただ、新本館竣工時には私は診療することはな
く、私自身が入院してお世話になることを考えて建築に当たっていま
す。特に新本館竣工時には、研修医、レジデントの先生方が第一線で活
躍されることになると思います。ハード面、ソフト面でも充実プログラ
ムですので応募をお待ちしています。

大阪医科薬科大学病院　病院長
南　敏明

●大阪医科薬科大学病院の理念●



現在当センターには４つの「室」があり、それぞれ次の先生方のご尽力により、
円滑な事業展開が可能となっております。

センター長 ： 
上田 晃一 （形成外科学教授）
副センター長 ： 
森脇 真一 （皮膚科学教授）
鰐渕 昌彦（脳神経外科学教授 教授）
田中 慶太朗(一般・消化器外科学専門教授)
中山 サツキ(病院看護部部長)

室　長 ： 森脇 真一 （皮膚科学教授）
副室長 ： 芦田 明 （小児科学教授)

室　長 ： 鰐渕 昌彦 （脳神経外科学教授）
副室長 ： 中平 淳子 （麻酔科学講師）

室　長 ： 田中 慶太郎 (一般・消化器外科学専門教授)
副室長 ： 駒澤 伸泰 （医学教育センター講師（准））

● 医療総合研修センター 組織図 ●

室　長 ： 中山 サツキ （病院看護部部長）
副室長 ： 渡邉 めぐみ （病院看護部副部長）

看護職キャリア形成支援室

大阪医科薬科大学病院

室　長 ： 李 相雄 （一般･消化器外科学教授）

内視鏡外科教育研修室

　2013年に医療総合研修センターは、「卒後臨床研修センター」「キャリア形成支援センタ

ー」「メディカル・トレーニング・サポートセンター」を発展的に改組したのちに設置されまし

た。すなわち「臨床研修室（旧卒後臨床研修センター）」「医療プロフェッショナル支援室（旧キ

ャリア形成支援センター）」「医療技能シミュレーション室（旧メディカル・トレーニング・サ

ポートセンター）」から構成されます。この医療総合研修センターは今後の大阪医科薬科大学

の将来を左右する重要な部署であります。

今後早急に、大阪医科薬科大学病院が中核となり、そのまわりに教育病院群を構成して、学生

の臨床実習、臨床研修、専門医形成を含めた一貫した医師教育制度を構築していくことが行

政により提唱されています。教育病院群は地域の基幹病院や地域医療を実践している中小の

病院や診療所が位置付けられます。臨床実習は大幅に期間が延長され、大学病院単独で行わ

れることは不可能で、このような教育病院群においても実践されます。そこで臨床実習に出

た学生はStudent Doctorと呼称されて可能である医療行為を学びます。臨床研修医は許容

される医療行為が明確に研修手帳に記されて積極的に学ぶことが提唱されています。いままで各種学会が認定していた専門医制度

は、学会から独立した機関が設置され、より中立で客観的な認定が行われるようになりました。

　このような大学病院と教育病院群の連携を担う部署がこの医療総合研修センターであり、行政や医師会および他大学、教育病院

群、関連企業と積極的に連絡を取り連携し、医療技能のシミュレーション、専門医取得にむけてのサポートを実践します。また今年

度から院内外の看護職が効果的なキャリア形成を図るために看護職キャリア形成支援室が新設されました。さらに医療技能シミュ

レーション室の下に、内視鏡の訓練やダビンチによるロボット手術を支援する内視鏡外科教育研修室が新設されました。また、以前

より私たちは医師や看護師で一時職を離れた人の復職支援を援助する体制を構築しますています。本学の卒業生だけではなく他大

学からも、本学での臨床研修・後期研修の希望者が増加するように努力し、教育病院群を含めた専門医教育を広げて、早期により多

くの医師が、高度な実力を習得した専門医資格を取得できるようにがんばっていきたいと考えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  医療総合研修センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター長　上田　晃一



大阪医科薬科大学は「専門医」を育成します。

薬科

●本学における医師キャリア形成システムの概略●

○数多くのcommon diseaseの経験

○専門分野における基本領域の習得

○希望する分野における治療法の習得

○治療計画や診断計画の確立

○集中治療や特殊治療法の研鑽

○学会への加入

○人的交流により視野の拡大

○基本領域専門医の取得

○大阪医科薬科大学大学院医学研究科

　医学専攻「高度医療人養成コース」（学位取得）

○論文編纂

○学会発表

○後輩専門医の指導

○サブスペシャリティ専門医の取得

卒後年数

臨床研修研修区分 専門研修 生涯教育

○基礎的手技を

　学びながら、

　後期研修の専門分野や

　専門病院、大学院への

　進学を選択

○到達目標の修了

初期研修

および

後期研修

大学院

２年1年 4年3年 5年 6年 7年 8年 9年 10年



06

中長期的な視点でリサーチマインドを持つ専門医を養成。

●臨床研修室長ごあいさつ●
　臨床研修期間は、医師としての基本的な診療態度を身につけると共に、自分の進むべき道を決定する
極めて重要な2年間です。生活も、主に机上の勉学から、自分自身が責任を持って多くの患者さんと接し
ていくという形に大きく変わります。この医師としての離陸期間をトラブル無く充実して過ごすとい
うことが、将来の大きな飛躍に繋がります。この点において、当施設は経験豊富な指導医や年齢の近い
多くの先輩、豊富な症例に恵まれており、卒後臨床研修を行うのに最適で、一般のプログラムでは、ここ
13年連続でフルマッチです。
　当施設は、独自の研修教育体制を構築しており、できるだけ研修医の希望やニーズに合うようにプロ
グラムを組むことによって、先輩研修医から高い評価を受けています。また、基本的知識を習得できる
「サタデーセミナー」や実地でのプライマリケア経験を積める「ER当直制度」などがあり、医師として早
く独り立ちできるように応援しています。さらに、生活や価値感が大きく変わるこの時期の研修医の精
神面をサポートするため、研修医をチームに分けてリーダーを中心にコミュニケーションを取る「チー
ムリーダー制度」や先輩が相談相手となってくれる「メンター制度」も取り入れています。医療プロフェ
ッショナル支援室では将来の進路についての指導や助言を行っています。
　大阪医科薬科大学で医師としての最初の一歩を踏みだし、様々な可能性を持つ個々の将来が充実し
たものになることを願っています。

●研修理念●
　医師としての人格をかん養し､将来専門とする分野にかかわらず､医学及び医療の果たすべき社会的
役割を認識しつつ､一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう､基本的
な診療能力を身に付け、協調性を持ってチーム医療を実践する医師を養成します。

●基本方針●
　次の資質を持つ人材を本院の臨床研修病院群が連携して育成します。
①人間性豊かな医療人
　人間性豊かで、国際的な医学・医療の従事者としてふさわしい幅広い教養を身につけ、どのような患
　者さんに対しても平等な全人的医療の提供ができる医療人。
②医療全般にわたる高度な視野と高い見識を持つ医療人
　医学、医療の全般にわたる高度な医学知識及び医療技術を身に付け、生涯を通じて教育・学習を続け
　る態度と習慣を有するリサーチマインドを持った医療人。
③チーム医療を実践できる医療人
　院内における連携を密にし、職種間の相互理解を図り、役割分担を明確にしたチーム医療を実践する
　ことのできる医療人。

●臨床研修プログラムの特徴●
①臨床研修期間を医師生涯教育の第一ステップとしてとらえており、つねに専門研修につながる臨床
　研修をこころがけている。
②2年間で医療人に求められる「心・技・知」の基本がマスターできるプログラムを構築している。
③数多くの優秀な指導医による充実した研修体制を整備している。
④必修科目や選択科目に豊富な選択バリエーションを揃えている。
　－臨床研修プログラムの選択例－
　1）内科研修や外科研修に多くの選択肢を設けている。
　2）地域医療研修では、様々な協力病院での研修が選択できる。
　3）選択研修に専門に特化した本院の豊富な診療科プログラムに加え協力病院での充実した研修プロ
　　グラムを設定している。
　4）大阪医科薬科大学健康科学クリニックにおける予防医療研修が選択できる。
　5）がん治療に特化した、がん医療総合センターにおける研修を設けている。

室長　森脇 真一

副室長　芦田  明

総括指導医　瀧谷 公隆

卒後臨床研修プログラムの概要
Graduate Clinical Training Center
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メンター制度
　研修医の精神的な負担を軽減するためにメンター制度を導入して

います。各診療科の指導医や上級医もしくは2年目臨床研修医の中か

ら臨床研修医が自分のメンターを選びます。

チームリーダー制度
　臨床研修医からの要望や提案、本院からの情報提供や意見交換等の

コミュニケーションを円滑に行うためにチームリーダー制を導入し

ています。臨床研修医の中から毎年度6人づつのリーダーおよびサブ

リーダーを選出し、臨床研修室長、総括指導医、医療総合研修センタ

ー職員を招集してチームリーダー会議を開催しています。

ＥＲ当直制度
　大学病院における臨床研修では不足すると考えられているプライ

マリケアを補うために、救急医療部を主体としてＥＲ研修を実施し

ています。ＥＲ研修では救急研修期間のみではなく2年間の研修期間

を通じて救急担当指導医、2年目臨床研修医が指導する「屋根瓦方式」

の研修により救急症例を経験することができます。

ベスト研修医賞
　2年間の研修を修了した研修医の中から基本的診療能力や医療人

としての基本姿勢・態度に優れ代表として最もふさわしい者を臨床研

修医及び各科指導担当医、メディカルスタッフが投票により「ベスト

研修医」を選びます。ベスト研修医には研修修了式で病院長が表彰状

及び記念品を贈呈します。

┃研修医（2021年度分）の平均給与 （円）
　本給２５０,０００円、研修手当５０,０００円、
　宿日直手当３０,９０７円、時間外手当４２,２２９円
   計３７３,１３６円＋通勤手当（本学規程に準じる）

●各種研修支援制度●
サタデーセミナー
　医療人に求められる基本知識の習得のためにそれぞれの分野にお

ける専門家によるセミナーを開催しています。

┃マッチ者の出身大学別一覧
　大学名

　大阪医科薬科大学
愛知医科大学
岩手医科大学
金沢医科大学
川崎医科大学
関西医科大学
近畿大学
久留米大学
産業医科大学
帝京大学

東京女子医科大学
東邦大学
獨協医大
兵庫医科大学
福岡大学
藤田医科大学
秋田大学
大分大学
香川大学
高知大学
滋賀医科大学
島根大学
筑波大
鳥取大学
三重大学
琉球大学

和歌山県立医科大学
計

2017年度

37

2
5
2
5

1

1

53

2018年度

35
1
2
1
2
3
2
2

1

1
1

1

52

2019年度

28
2

2
4
3
5
1

1

3
2
1

1

1
1
1

56

2020年度

28
2

1
2
6
5

1

1

5

1

1

1
1
1

56

2021年度

17
4

3
1
7
8

1

1
7

1
1

1

1

1
1

55

2016年度

41

1
3
4

3

1

1

1
55

┃マッチング結果推移

　　2004　　　　  55　　　　　   39
　　2005　　　　  55　　　　　   43
　　2006　　　　  55　　　　　   46
　　2007　　　　  55　　　　　   54
　　2008　　　　  55　　　　　   45
　　2009　　　　  49　　　　　   49
　　2010　　　　  53　　　　　   53
　　2011　　　　  53　　　　　   53
　　2012　　　　  53　　　　　   51
　　2013　　　　  53　　　　　   53
　　2014　　　　  54　　　　　   53
　　2015　　　　  54　　　　　   54
　　2016　　　　  55　　　　　   55
　　2017　　　　  55　　　　　   53
　　2018　　　　  55　　　　　   52
　　2019　　　　  56　　　　　   56
　　2020　　　　  56　　　　　   56
　　2021　　　　  55　　　　　   55

年度　　　　募集定員　　   マッチ者数

2022年度の講演テーマ

安全で適正な輸血療法

アドバンス・ケア・プラニング(ACP)

児童虐待について

初期研修に必要な医療安全

抗菌薬の使い方

頭痛の鑑別

人工呼吸器管理

救急初期対応・primarysurvey

CKDの評価（心血管イベント予防も含めた介入）

急性冠症候群

ゲノム医療

医療安全

担当部署

輸血室

緩和ケアセンター

小児科

医療安全推進室

感染対策室

脳神経内科

麻酔科・ペインクリニック

救急医療部

腎臓内科

循環器内科

がんゲノム医療管理室

医療安全推進室



１．卒後臨床研修プログラム（募集定員 52名）
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　4 月　 5 月　 6 月　 7 月　 8 月　 9 月　 10 月　 11 月　 12 月　 １ 月　 2 月　 3 月

 ＜2年目＞  研修ローテーション

　１）２年間で必修科目（外科、小児科、産婦人科、精神科）をそれぞれ４週以上研修しなければならない。

　２）４週以上の地域医療研修をしなければならない。

　３）３年目以降の専門研修を見据え選択研修をローテートすることが望ましい。

　４）研修ローテーションは、１年目研修期間の１２月中旬に選択する。

卒後臨床研修プログラム（詳細）
Clinical Training Program

●コンセプト：各自のニーズに対応できる柔軟なコース　

 ＜１年目＞ 研修ローテーション
内科、救急医療部、麻酔科、総合診療科、必修科又は選択科をローテートする。
（マッチング後に次のコースから１年目のローテーションを選択する。）

　❶内科研修は、次のⓐⓑⓒⓓコースのうち、３コース（８週間×３）の研修を受ける。

　　ⓐ循環器

　　ⓑ消化器

　　ⓒ糖尿病、血液、呼吸器（１つを選択）

　　ⓓ神経、膠原病、腎臓、三島南（１つを選択）　　　　　

　❷救急研修は、救急医療部において８週間の研修を受ける。

　❸麻酔科研修は、救急研修として救急的手技を４週間、麻酔科研修を４週間の

　　計８週間の研修を受ける。

　❹必修科目または選択科より選択し４週間の研修を受ける。

　　必修科目の外科、小児科、産婦人科、精神科のうちいずれか４週間の研修または、内科、麻酔科、救急医療部以外の

　　選択科４週間の研修を受ける。

　　※外科は、全身麻酔管理を伴う手術が一般的に行われ、周術期管理を行う診療科として次の７科の外科プログラムから選択できる。

　　（一般・消化器外科､胸部外科､脳神経外科､整形外科､耳鼻咽喉科､泌尿器科､形成外科）

　❺「総合診療科」では、主に一般外来研修、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング等、4週間の研修を受ける。

内科（24週） 救急（8週）
麻酔科(8週)

救急的手技
(4週)

麻酔科研修
(4週)

総合診療科
(4週)

必修科
又は

選択科(4週)

　4 月　 5 月　 6 月　 7 月　 8 月　 9 月　 10 月　 11 月　 12 月　 １ 月　 2 月　 3 月

外科
（4週）

産婦人科
（4週）

精神科
（4週）

地域医療
（4週）

小児科
（4週）

救急研修（救急医療部にて）

一般外来研修（総合診療科）

選択研修（28週）
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 ＜2年目＞  研修ローテーション
残りの必修科(4週×3科)＋地域医療(4週)＋選択研修（4週×6クール）＋小児科（8週）　

2．卒後臨床研修小児科重点プログラム（募集定員 2名）
●コンセプト：将来、小児科医になることを希望するコース●
 ＜１年目＞  研修ローテーション

内科、救急医療部、麻酔科、総合診療科、小児科(必修)をローテートする。

 ＜2年目＞  研修ローテーション

残りの必修科(4週×3科)＋地域医療(4週)＋選択研修（4週×6クール）＋産婦人科（8週）　

3．卒後臨床研修産婦人科重点プログラム（募集定員 2名）
●コンセプト：将来、産婦人科医になることを希望するコース●
 ＜１年目＞  研修ローテーション
内科、救急医療部、麻酔科、総合診療科、産婦人科(必修)をローテートする

NPO法人卒後臨床研修評価機構による第三者評価

NPO法人卒後臨床研修評価機構による第三者評価を受審しております。本院は臨床研修に関する歴

史も長く研修医を育てる土壌が確立しており、同機構が定める認定基準に達していると評価され認定

証を受けることができました（2021年4月1日更新書面調査認定済)。特に大学病院という大きな組

織でありながら、アットホームな雰囲気で指導医及びメディカルスタッフが高いモチベーションを持

ちながら病院全体として研修医を育てようという姿勢や本院における研修プログラムとその質の向

上のためのこれまでの

取り組みが高く評価さ

れました。受審を契機

として、臨床研修シス

テム及び研修プログラ

ムの改善を推し進め、

さらなる臨床研修病院

としての質の改善・向

上を図っていきます。

　4 月　 5 月　 6 月　 7 月　 8 月　 9 月　 10 月　 11 月　 12 月　 １ 月　 2 月　 3 月

外科
（4週）

産婦人科
（4週）

精神科
（4週）

地域医療
（4週）

小児科
（8週）

選択研修（原則小児科にて研修する）
（24週）

　4 月　 5 月　 6 月　 7 月　 8 月　 9 月　 10 月　 11 月　 12 月　 １ 月　 2 月　 3 月

外科
（4週）

小児科
（4週）

精神科
（4週）

地域医療
（4週）

産婦人科
（8週）

選択研修（原則産婦人科にて研修する）
（24週）



10

地域医療研修
Community Health Care

本院の臨床研修プログラムに登録された臨床研修病院群のうち
地域医療研修先として申請した医療機関において、地域にて実践
されている医療に関する必要な知識や技術、技能を経験します。

腹腔鏡下胃幽門側切除術

腹部超音波検査

＜研修内容＞  
地域医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するため、へき地・離島診

療所、中小病院、診療所等にて地域医療の現場を経験することが主な目的です。（2年目

の研修期間12か月のうち最低4週間以上の経験が必要）

＜到達目標＞  
❶患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について

理解し、実践する。

❷診療所の役割（病診連携への理解を含む）について理解し、実践する。

❸へき地・離島医療について理解し、実践する。

❹必修項目：へき地・離島診療所、中小病院・診療所等の地域医療の現場を経験する。

研修内容と到達目標

　地域医療研修先の担当指導医（指導者）が研修手帳に記載された到達目標項目ごとの

経験・到達レベルを評価し、プログラム責任者が地域医療研修全般の評価を行います。

評価方法

午　後

研修スケジュール例 大島郡医師会病院

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

午　前

回診・病棟業務

一般外来

回診・病棟業務

一般外来

回診・病棟業務

一般外来

回診・病棟業務

一般外来

回診・病棟業務

一般外来

備　考

施設訪問､地域包括カンファレンス

医局会議・新患紹介

回復期カンファレンス

施設訪問

　地域医療研修：地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉に関わる種々の施設や組織と連携できる。

地域医療研修は、原則として、2年次に行うこと。また、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について理解

し実践するという目的を達成するために、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行う。

地域医療研修医療機関

しもむら内科クリニック
医療法人東西会　千舟町クリニック
医療法人臼井会 田野病院
馬路村立馬路診療所
本山町立国保嶺北中央病院
高知市土佐山へき地診療所

梼原町立国民健康保険梼原病院
津野町国民健康保険杉ノ川診療所
土佐市立土佐市民病院

公益社団法人益田市医師会立　
益田地域医療センター医師会病院

大島郡医師会病院
町立別海病院
医療法人マックシール　巽病院
医療法人北辰会　天の川病院
公立神崎総合病院
医療法人医修会　新河端病院
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大阪医科薬科大学病院中央診療棟2階にテンキーロックで施錠
された臨床研修医の専用フロアーに臨床研修に特化した次の
5ブロックの機能的な環境を整備しています。

入 口

臨床研修室
Facilities at Clinical Training Center

❶ INFORMATION SPACE
　 掲示板やレターケースを利用して各種通知や学内行事等のタイムリーな情報を提供して

います。また、事務室では研修ローテーションや研修到達目標などを一括管理しています。

　また、後期研修で専攻したい診療科や関連病院の情報、専門医取得や学位取得に関する制度

など「医師としてのキャリア」についての情報をスタッフに“問い合わせ”･“相談”することが

可能です。

❷LABORATORY（ARCHIVES ＆ ORDER SPACE）
　研修医がレポートの作成や症例研究を行うために各自1台ずつの机を配置しています。セン

ター内には有線及び無線LAN環境を整備しているので共用パソコンはもちろんのこと各自の

パソコンやタブレット等による情報検索が可能です。個人別の資料保管用ロッカー、オーダリン

グ端末を完備しており、診療情報管理室による専門的な助言も受けられるので容易にレポート

やサマリーの作成が可能です。

❸LOCKER & RESIDENTIAL ROOM SPACE
　 更衣ロッカー、シューズロッカーと当直用ベッドを設置している。男女それぞれの当直室は

小部屋に分割されているのでいつでも休息をとることが可能です。

❹LAVATORY SPACE
　 トイレ、洗面所を設置してます。

❺MEETING SPACE
　研修医の情報交換の場として設置しています。



臨床研修医の1日
One Day of Resident ( junior)

●臨床研修医の一日をご紹介●

「2年間の初期研修を終えて」　 濵田 芳輔　救急医療部レジデント／2020年兵庫医科大学卒

研修室

研修室でEBM CHECK

シミュレーション
自己研鑽

シミュレーション
自己研鑽

ベ
ス
ト
研
修
医

　
　大阪医科薬科大学病院での初期研修の２年間を
振り返ると学生の2年間よりもあっという間に過
ぎていった気がします。2022年度からは救急医
療部で働いています。研修1年目が始まってすぐは
わからないことだらけで病棟であたふたしたのを
覚えています。その度に2年目以上の先生に助けを
求めたり、上級医が忙しい時には一緒に回ってい

る同期どうしで仕事をカバーしあいました。1日の流れは科によって
全然違いましたが当直回数も多くても月４回くらいでものすごく負担
になるようなことはありませんでした。初期研修医1年目は内科6ヶ
月、救急2ヶ月、麻酔科２ヶ月、総合診療科１ヶ月、選択科１ヶ月を回
り、２年目は産婦人科、小児科、精神科、外科それぞれ１ヶ月のローテー
トが終われば残りの期間は自由に研修ができます。私は専攻科を複数

の科で悩みギリギリまで決めきれず、１ヶ月ごとに違う科を回りまし
た。１年目の時点で進む科が決まっていて自由に選択できる期間のほ
とんどをその科での研修に費やしている同期もいました。また2年目
のローテートは回っている間も途中で科を変更することもできたの
で、専攻科が決まって後半の回る科を変えている人も多くいました。２
年間で多くの科を回りましたがどの科の先生も教育的で質問しやすい
雰囲気だったので、基本的なことから専門的なことまで様々なことを
教えていただきました。初期研修の2年間は多くの方に支えていただ
き充実した研修生活を終えることができました。この初期研修の経験
を活かして今後も精進して行きたいと思います。

画像解析 手術室



勤務時間・休暇・指導体制
Guidance of Support System

 勤務時間
　IDカードによるタイムレコーダー方式で出退勤時間を記録して

います。（1日実働7時間20分、週40時間、年1860時間内）

　ただし、病棟業務や手術は必ずしも勤務時間内に終了するとはか

ぎりません｡プライマリ・ケアを体得するには､健康を損なわない範

囲で患者中心の医療を理解し､自らの時間を医療に捧げることも必

要です｡また、自己の健康管理も研修の大きな目標の一つです。

 休　　暇
日曜、国民の祝日、創立記念日（6/1）、年末年始（12/29～1/3）、

第2・第4土曜日、第1.3.5の土曜日のうちいずれか１日

１年次には10日、2年次には11日の有給休暇が付与されます。

夏期休暇(３日）、産前産後休暇、育児休業等をとることができます。

 指導体制
　臨床研修医は、研修期間中は各診療科には属さず、病院長直轄の

臨床研修室に所属します。

　①指導体制：病院長を管理者とし、研修管理委員会・プログラ

　ム責任者・臨床研修室を組織し、研修医を指導する体制を構成し

　ています。

　②室長：臨床研修室業務を掌理し、管理・運営にあたっています。

　③指導医体制：総括指導医・専任指導医(複数名)・指導医(複数名)・

　上級医による屋根瓦方式の指導体制を構築しています。

　④総括指導医：指導医の指導および臨床研修医の指導体制や研修

　内容の充実および管理体制を総合的に把握し指導します。

　専任指導医：7年以上の臨床経験を有し、プライマリ・ケアの指導

　に長けた者を任命し、各科横断的な指導を担当しています。

　⑤各診療科における研修は指導医・主治医・研修医で構成する診

　療チームで行っています。なお、研修医は一人で主治医になること

　はありません。

　⑥研修医は指導医評価表により指導医の評価を行うことができ

　ます。なお、それにより研修医の評価が影響を受けることはありま

　せん。

※安全管理：患者に安全な医療を提供することは、全ての医療機関

にとって不可欠な要件です。本院では医療安全推進部が主体とな

り、必要な講習会を開催しています。また、インシデント、アクシデ

ントがあった場合には報告義務があります。



┃医療プロフェッショナル支援室┃
質の高い医療人を養成する─。
●医療プロフェッショナル支援室は、本学の経営指針である『良
医の育成』と『地域社会との共生』を実現するため、医療人の養成
を計画的に支援することを目的としています。

室長
鰐渕 昌彦

副室長
中平 淳子

┃専攻医（専門研修） プログラム┃　　
拡がる可能性を求めて─。

1：特　　長　　
大阪医科薬科大学病院における専門研修プログラムでは、それぞれの専門診療科が連携施設とともに専門研修施

設群を形成し、専門医養成コースに準拠したプログラムを作成しています。関連領域に関する専門的知識と医療技
術を修得することで、自己のキャリアパスに最適なプログラムを選択することが可能です。

2：資　　格 　
①医師免許を有している者
②臨床研修を修了している者
③臨床研修を修了後6年を経過していないこと。

3：研修科目
糖尿病代謝･内分泌内科､脳神経内科､呼吸器内科･呼吸器腫瘍内科､リウマチ膠原病内科､消化器内科､循環器内科､
血液内科､腎臓内科､精神神経科､一般･消化器･小児外科､乳腺･内分泌外科､心臓血管外科･小児心臓血管外科､
呼吸器外科､脳神経外科･脳血管内治療科､整形外科､小児科･新生児科､産科･生殖医学科､婦人科･腫瘍科､眼科､
耳鼻咽喉科･頭頸部外科､皮膚科､腎泌尿器外科､放射線診断科､放射線腫瘍科､麻酔科･ペインクリニック､形成外科､
リハビリテーション科､救急医療部､病院部･病理診断科､中央検査部､総合診療科

●大阪医科薬科大学病院の経験豊富な多くの指導医のもとで
　専門医を取得する。

　2013年4月、キャリア支援センターを引き継ぐ形で医療プロフェッショナル支援室が発足しました。医師の生涯

教育がいま脚光をあびており、新専門医制度が2018年度に導入されました。医療プロフェッショナル支援室は、主

に後期研修以降の生涯教育を担当することになります。大阪医科大学の校是である「良医育成」を、学部教育から初

期臨床研修医、専門研修（専攻医）・生涯教育とシームレスに行なっていくために重要な役割を担うと考えます。その

意味では、医療総合研修センターのもとに、臨床研修室、当医療プロフェッショナル支援室、医療技能シミュレーシ

ョン室が有機的に結びつくことにより、理想の生涯教育を具現化しようという画期的な試みと期待されます。

　人間性豊かなすぐれた医療人を育むのには、大阪医科薬科大学のみでは不十分であり、関連施設および団体との

連携が必須であります。そのために一貫した教育システムが機能するように各診療科がそれぞれの特徴を生かした

研修病院群を構築しています。また、いったん医療現場を離れた女性医師や看護師を中心とした医療人の復職支援

リカレント教育も積極的に行なっていきたいと思っております。これから、試行錯誤しながらも懸命に頑張りたい

と思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

医療プロフェッショナル支援室および
レジデントプログラムの特徴



4：研修方法　　
専門研修プログラムに則り本院及び連携施
設において専門医取得のための研修を行う。

5：待　　遇 
（本院にて専門研修を行う場合）

①雇用形態／契約職員（通算5年まで）
②社会保険／日本私立学校振興・共済事業団
　加入、労災・雇用保険加入
③給与他／本院規程による、兼業可能

※専門研修を希望する場合は、採用試験（面

　接試験）を受けていただかなければなりま

　せん。
日程・提出書類等については、ホームページ
にて確認ください。

ホームページ：
https://hospital.ompu.ac.jp/
career_support/recruit.html

●専門医制度が大きく変わります
2018年度より新専門医制度が導入されま
した。各領域の学会及び日本専門医機構が認

定した専門研修プログラムに基づいて専門

研修が実施されています。研修プログラムで

は、大学病院が基幹病院となり連携病院との

研修病院群の整備が必須です。

大阪医科薬科大学では、医学部教育から初期

臨床研修、専門研修までの一貫した教育体制

の充実を図るために、診療科間の壁を超えた

指導体制を確立するとともに多くの関連病

院との間において教育病院群を構築してい

ます。

Medical Career Support Center &
Senior Residency Program

医
歯 

出身大学 
2018 2019 2020 2021 2022 

計 
M F M F M F M F M  F 

医 大阪医薬大 49 20 53 19 61 27 81 21 76 32 439
医 川崎医大 4 3 4 2 5 7 5 4 3 7 44 
医 関西医大 2 0 3 5 7 6 6 8 2 2 41 
医 兵庫医大 5 3 2 4 3 4 4 5 5 4 39 
医 近畿大 1 1 4 2 2 3 3 5 6 1 28 
医 金沢医大 2 2 2 3 1 5 2 3 3 4 27 
医 奈良県立医大 2 0 2 0 0 0 1 2 1 5 13 
医 大阪市大 1 1 2 2 1 1 0 1 2 0 11 
医 滋賀医大 4 0 0 2 0 1 1 0 2 1 11
医 福岡大 0 3 1 2 0 1 1 1 2 0 11
医 藤田医大 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 10
医 久留米大 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 8
医 神戸大 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 8
医 愛知医大 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 6
医 帝京大 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 6
医 鳥取大 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 6
医 福井大 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 6 
医 和歌山県立医大 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 6 
医 岩手医大

大

 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 
医 香川大 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 
医 聖マリアンナ医 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 5 
医 三重大 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 

医 京都府立医大 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
医 高知大 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 
医 埼玉医大 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
医 信州大 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
医 中国ハルビン医大 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

医 東海大 0

0

1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 
医 弘前大 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 
医 昭和大 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

医 徳島大 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
医 富山大 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
医 山口大 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
医 琉球大 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
医 旭川医大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
医 愛媛大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
医 大分大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
医 金沢大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
医 岐阜大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1 

医 慶應大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
医 産業医大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
医 島根大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
医 順天堂大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
医 東京女子医大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
医 山形大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
歯 朝日大 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 8 
歯 大阪歯大 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 5 
歯 九州歯大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
歯 愛知学院大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
歯 九州大歯 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
歯 日本歯大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
歯 松本歯大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  

┃レジデント採用者数（出身大学別）

82 43 86 54 99 67 12
0

62 11
9

69 

125 140 166 182 188 
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安全な医療技能の習得は、シミュレーション体験から。
　医師のキャリア形成において、広い視野で的確な臨床研修を経験したうえで、自分に合った専門領域を選択

して専門研修プログラムにつなげていくことは最も重要なポイントの一つといえます。

　これまでの医療技能の習得は、教科書からの知識と、指導者や先輩医師の技能を直接医療現場でまねること

で行われてきましたが、近年、科学技術の進歩により高機能な模型（シミュレーター）が製造されるようにな

り、医療安全の観点からも、off the job trainingとしてのシミュレーション教育が全世界で注目されるように

なってきました。シミュレーション教育とは、臨床を再現した仮想課題やシミュレーターでの体験を振り返る

ことを通じて専門的な知識や技術を身につけていくものであり、実践力を身につけるには大変有効な手段と

されています。

　大阪医科薬科大学病院　医療技能シミュレーション室は2009年10月に開設以来、高機能シミュレーター

器機や教育機材を多数取り揃え、卒後臨床研修・専門研修トレーニングに必要な環境を整備してきました。さ

らに学生、医師、看護師、メディカルスタッフ等の医療従事者や地域医療人の方々にも活用いただけるように、

幅広く地域社会に貢献することを目的に活動してきました。

　初期研修から専門医研修に必要な様々なトレーニングプログラム（静脈採血・注射トレーニング、中心静脈

カテーテル挿入トレーニング、救急蘇生トレーニング、腹腔鏡手術手技トレーニング、内視鏡検査手技トレー

ニング、その他多数）を用意し、手軽に充実したトレーニングを体験いただけるようにスタッフ一同でお待ち

しています。安全に医療技能を習得して、真の医療プロフェッショナルとしてのキャリア形成に、「医療技能シ

ミュレーション室」を是非ご活用下さい。
医療技能シミュレーション室　 室長  田中 慶太朗

室長　田中 慶太朗

副室長　駒澤 伸泰

医療技能シミュレーション室
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●医療技能シミュレーション室 職種別利用状況●
機器貸出

その他

学生

看護師

研修医

医師

累計

利用累計

113，495人

●医療技能シミュレーション室 職種別利用状況●

利用者累計
113,495人

1
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●医療技能シミュレーション室の施設概要●

1：施設内容 　
　管理棟2階：140㎡

2：施設利用者
　①大阪医科薬科大学に在籍する職員と学生

　②医療技能シミュレーション室長（以下「室長」とする）が必要と認めた他

　　の医療関係機関等に所属する者

　③その他、実習、教育講習会ごとに室長が認めた者

3：施設利用時間　
原則として開院日の月～金9:00～16:30迄ですが、

室長が認めた場合は24時間いつでも利用することができます。

4：機器関係 
高機能シミュレーター、各種シミュレーター、事務機器等、最新の充実した

教育用機材を整備しています。

　　トレーニングプログラム各種

　　●中心静脈カテーテル挿入トレーニング

　　●静脈注射・静脈採血トレーニング

　　●腹部エコー検査トレーニング

　　●縫合トレーニング

　　●腹腔鏡下手術手技トレーニング

　　●内視鏡検査手技トレーニング（GI Mentor)

　　●輸液ポンプ・シリンジポンプ使用トレーニング

　　●腰椎穿刺トレーニング

　　●カテーテル手技トレーニング（心臓、脳）

　　●フィジカルアセスメント（バイタル、心電図、呼吸音）

　　●救急蘇生トレーニング（成人、小児）

　　●鎮静トレーニング

　　●困難気道管理トレーニング

　　など

末梢静脈ルート確保

ＣＶＣ挿入

エコーガイド下穿刺

気管挿管と除細動

ホームページ：https://hospital.ompu.ac.jp/medical_simulation/index.html
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1. アドミッションポリシー（入学者受入の方針）
　大阪医科薬科大学大学院医学研究科博士課程は、建学の精神「医療人育成機関の使命は教育と研究であり､またこれらは医

療の実践に活かすことで達成される｣と学是「至誠仁術」をもとに、医学の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化

の進展に寄与すること、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養

うことを目的としています。

求める学生像

上記の目的を達成するため、次のような資質をもつ人材を求めています。

　1．医学・医療について関心をもち、科学的探究心を有する人

　2．自ら研究課題を設定し、積極的に探求する人

　3．自らの研究成果により人類・社会に貢献しようとする人

　4．最先端の医学・生命科学を創出・追及しようとする人

　　 または最先端の医療技術を開発・普及しようとする人

　5．研究分野、地域社会、国際社会において卓越した活躍を目指す人

入学者選抜の基本方針

「求める学生像」に沿った人材を選抜するため、研究の遂行・発表に不可欠な英語の基礎的読解力・理解力を「外国語試験」に

より、研究に対する意欲、志望する研究分野に対する知識や理解度については「専攻授業科目及び面接試験」により評価し、

総合的な評価・判定により合格者を決定します。

2. カリキュラムポリシー（教育課程編成の方針）
　大阪医科薬科大学大学院医学研究科博士課程は、医学の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与す

ること、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的と

し、4年間でディプロマポリシー（学位授与の方針）を達成するために、以下のカリキュラムを編成・実施しています。

❶共通科目「統合講義」
　本講義は第1学年必修科目であり、研究者として不可欠な「研究倫理」「安全対策」「実験動物」「医療統計学」「学位論文の書

　き方」などについて学修する。

❷共通科目「基礎研究法実習」
　本実習は必修科目であり、原則として第1学年から第3学年の間に、基礎医学系の研究室において基本的な実験・研究手

　法を修得する。

❸研究経過報告・研究成果発表会
　全学生が他の学生や指導教員以外の教員に対して研究内容を発表し討論することで、自らの研究に対する理解を深め、

　今後の研究方針を定めるのに役立てる。

❹専攻授業科目
　講義、実習、演習を通して、自立した研究者となるのに必要な各分野における知識・技術を修得するとともに、学会発表や

　論文作成に関する指導を受ける。

大学院 医学研究科の概要 1
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❺大学院特別講義
　国内外の著名な研究者による講演を受講することにより、研究者としての視野を広げる。

❻国内外の研究機関への留学
　最先端の技術を修得し、国際的視野を広げるため留学の機会を提供する。海外留学に対しては、適正な審査の後に、本学

　独自の奨学金が付与されることがある。

3. ディプロマポリシー（学位授与の方針）
　大阪医科薬科大学大学院医学研究科では、大学院学則に定める期間医学研究科に在学し、所定の単位を修得し、各専攻授業科目

が教育要項に定める学位授与のために修得すべき内容を修得し、学位論文の審査を経た者に学位（医学）を授与します。

学位授与基準

4年の在学年限あるいはそれ以上在学して31単位以上を修得するとともに必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出し、学

位論文の審査を経て、最終試験に合格した者には博士（医学）の学位を授与します。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研

究業績を上げた者については、3年以上在学すれば足りるものとしています。

学位論文審査基準

学位論文の審査は、以下の項目について行われます。

　1．研究に独創性・新規性がある　2．研究目的が合理的である　

　3．研究計画、研究方法、結果の解析・解釈が妥当である　4．研究結果に発展性があり、当該分野に学術・応用面で貢献する　

　5．研究の背景・意義をよく理解し、発表において明瞭に説明できる　6．発表・質疑応答が論理的・明晰である

4. コース制の導入
　医学専攻の設置に伴い、現代社会の多様なニーズに対応できる目的

別のコースを導入した統合教育を展開することで、広範な研究が展開

できるとともに、目的に沿った幅広い臨床能力を身につけた研究者お

よび高度医療人の養成を目的として、コースを導入しています。大学

院生はいずれかのコース（20ページ「授業科目一覧表」参照）に所属す

ることとなります。

5. 共通科目
　これまでも専攻共通の科目を設置していましたが、本研究科において高度の医学知識と医療技術を身に付けた、人間性豊かな

医療人を目指すにあたり、その導入教育として多岐にわたる専門分野の講義を多角的に履修し理解することにより、各自が目指

す今後の専門研究に必要な基本的知識および考え方を習得することを目指すための科目として、「統合講義」「基礎研究法実習」を

設置しています。また、導入教育の一環として共同利用実験施設の設置目的を理解し、その適切な利用法を知り、それを通じて各自

の研究目的に合致した研究手段を構築することに必要な基本的知識を修得するための内容も「統合講義」に盛り込んでいます。

「統合講義」は1年次共通科目として位置づけ、医学分野に関する基礎的素養の涵養に配慮し、入学後の速やかな医学研究活動の

開始を目指します。

　また、「基礎研究法実習」においては、特に基礎的な医学分野の研究手法を履修し、理解することにより、今後の各自の専門研究

に必要な基本技術及び考え方を修得することを目的としています。



予防・社会医学研究
コース

生命科学研究
コース

高度医療人養成
コース

再生医療研究
コース

先端医学研究
コース

共通科目

6. 研究指導
　本研究科では、3～4年次において実験的研究や臨床的研究を通じて専門領域の研究に従事することを基本としていますが、よ

り早期からの研究活動を開始が可能となるよう、1年次より研究指導を担当する教員を大学院生に対して配置しています。研究

指導担当教員は毎年度見直しを行い、研究活動の進捗や研究内容に応じて機動的に研究指導担当教員を配置し直して、より高度

な研究活動が実践できるようにしています。さらに、毎年度、「研究計画書」や「研究進捗状況報告書」の提出を義務づけ、きめ細か

な研究指導を行っています。

7. 授業科目一覧表

8. 修了要件
　大学院に4年以上在学し、所定の授業科目31単位以上を修得するとともに、必要な研究指導を受けたうえ、学位論文を提出

し、かつ最終試験に合格しなければなりません。

　なお、特に優れた研究業績を上げた場合については、特に認めた場合に限り、3年以上在学すれば修了を認めることがあります。

9. 給付奨学金制度
　解剖学、生理学、生化学、化学、薬理学、創薬医学、病理学、微生物学・感染制御学、衛生学・公衆衛生学、法医学、社会・行動科学に

所属する大学院生に対し、在学中の研究活動等を奨励することを目的とし、年間授業料及び教育充実費相当分を給付奨学金とし

て給付します。

10. ティーチング・アシスタント（TA）制度
　大学院在学中、医学部生に対する実験、実習等の教育補助業務に従事し、これに対する手当支給により経済的支援を行うととも

に、大学教育の充実および指導者としてのトレーニングの機会提供を図ることを目的とした制度を設けています。

　ただし、主たる本務先及びレジデントとして本院で勤務している場合や本学で教育職としての身分を有する場合を除きます。

専攻・コース名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 授業科目

医

学

専

攻

微生物学・感染制御学／衛生学・公衆衛生学／法医学／
社会・行動科学／総合診療医学／リハビリテーション医学／救命救急医学

解剖学／生理学／生化学／化学／薬理学／創薬医学

病理学／内科学Ⅰ／内科学Ⅱ／内科学Ⅲ／内科学Ⅳ／総合診療医学／眼科学／皮膚科学／小児科学
神経精神医学／口腔外科学／耳鼻咽喉科・頭頸部外科学／産婦人科学／一般・消化器外科学／胸部外科学
脳神経外科学／整形外科学／放射線診断学／放射線腫瘍学／泌尿器科学／麻酔科学／形成外科学
リハビリテーション医学／救命救急医学

解剖学／薬理学／病理学／眼科学／産婦人科学／一般・消化器外科学／胸部外科学／脳神経外科学
整形外科学／形成外科学

【基礎研究医養成活性化プログラム】　法医学
【多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン】
　○ライフステージに応じた化学療法専門医養成コース　内科学Ⅱ
　○希少がんに関する放射線療法を担う人材養成コース　放射線腫瘍学
　○婦人科腫瘍治療におけるゲノム医療従事者養成コース　産婦人科学
【脳科学研究コース】　生理学／薬理学／内科学Ⅳ／神経精神医学／小児科学
【腫瘍特異的治療研究コース】　脳神経外科学／放射線腫瘍学
【疾患プロテオミクス解析コース】　生理学

統合講義　基礎研究法実習
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┃学位授与者数
　　     年度　　 　課程修了者　 論文提出者　　　  計

   2013年以前　　  972 　  　 1,127   2,099

　　  2014年　　　　 35　　    　   10 　　 45

　　  2015年　　　　 29　　    　   11 　　 40

　　  2016年　　　　 19　　    　   10 　　 29

　　  2017年　　　　 28 　　    　   9 　　 37

　　  2018年　　　　 45　　    　   22 　　 67

　　  2019年　　　　 31 　　    　   9 　　 40

　　  2020年　　　　 40　　    　   15 　　 55

　　  2021年　　　　 44　　    　   11 　　 55

　　        計　　　    1,243          1,224   2,467

微生物学・感染制御学／衛生学・公衆衛生学／法医学／
社会・行動科学／総合診療医学／リハビリテーション医学／救命救急医学

解剖学／生理学／生化学／化学／薬理学／創薬医学

病理学／内科学Ⅰ／内科学Ⅱ／内科学Ⅲ／内科学Ⅳ／総合診療医学／眼科学／皮膚科学／小児科学
神経精神医学／口腔外科学／耳鼻咽喉科・頭頸部外科学／産婦人科学／一般・消化器外科学／胸部外科学
脳神経外科学／整形外科学／放射線診断学／放射線腫瘍学／泌尿器科学／麻酔科学／形成外科学
リハビリテーション医学／救命救急医学

解剖学／薬理学／病理学／眼科学／産婦人科学／一般・消化器外科学／胸部外科学／脳神経外科学
整形外科学／形成外科学

【基礎研究医養成活性化プログラム】　法医学
【多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン】
　○ライフステージに応じた化学療法専門医養成コース　内科学Ⅱ
　○希少がんに関する放射線療法を担う人材養成コース　放射線腫瘍学
　○婦人科腫瘍治療におけるゲノム医療従事者養成コース　産婦人科学
【脳科学研究コース】　生理学／薬理学／内科学Ⅳ／神経精神医学／小児科学
【腫瘍特異的治療研究コース】　脳神経外科学／放射線腫瘍学
【疾患プロテオミクス解析コース】　生理学

統合講義　基礎研究法実習

11. リサーチ・アシスタント（RA）制度
　大学院における研究体制の充実および若手研究者の養成に資するため、研究プロジェクト等に必要な補助的業務に従事する大

学院生に対し、手当支給により経済的支援を行う制度を設けています。

　ただし、主たる本務先及びレジデントとして本院で勤務している場合や本学で教育職としての身分を有する場合を除きます。

12. 学生教育研究災害傷害保険
　大学院在学中、実験・実習などの正課、大学行事、課外活動、大学敷地内における不慮の事故および通学途中・施設間移動中にお

ける交通事故等が発生した場合に対する補償制度です。本学医学研究科では、大学院在学中により安心して研究活動を推進でき

るよう学生教育研究災害傷害保険（通学中等傷害危険担保特約保険含む）Aタイプおよび医学生教育研究賠償責任保険（医学賠）

に全員加入しています（費用は本研究科が負担しています）。

13. 社会人入学試験、外国人入学試験制度の導入
　本研究科では、より高度な専門知識と技術を持った医師であり研究者である人材を養成して、高度医療人並びに高度先進医療

を提供する地域中核機関を目指しており、長期的なキャリアデザインを明示して医師のキャリアパスへの対応も視野に入れてい

ます。そのため、生命の普遍的原理を探究しつつ、適切な生命倫理観と人権意識をもった人間性を養いながら、医療を通じて地域

社会への貢献を目指すことのできる人材を広く募集する観点から、卒後臨床研修１年目を終え、さらに研修を継続しつつキャリ

アアップを目指す医師等を対象として社会人入学試験を導入しました。

　また、外国人留学生入学試験も導入しており、外国人留学生を受け入れています。

14. 長期履修制度の導入
　本研究科では、社会人入学試験を経て入学した学外にて勤務する臨床医、開業医、または本学にて勤務するレジデント等の身分

を有する大学院生や、育児、介護等の事情によりやむを得ない事情が生じた大学院生のうち希望者を対象に、標準修業年限（4年）

を超えて一定の期間（5年）にわたり計画的に研究を進めて修了を目指すことができるよう長期履修制度を平成22年度より導入

しました。長期履修適用者は5年次においては登録料35万円、教育充実費15万円の納入が必要です。

　これにより、初期臨床研修2年目やレジデントからの早期に大学院に入学して医学研究に取り組む若年医師等のキャリア形成

を支援します。

┃入学志願者数
　　年度 　　入学定員　  志願者数　  受験者数　  合格者数　  入学者数

  2012年　　   54  39 　  39 　　   38 37

  2013年　　   54  53 　  52 　　   52 52

  2014年　　   54  41 　  41 　　   40 40

  2015年　　   54  39 　  37 　　   35 33

  2016年　　   54  40 　  40 　　   39 39

  2017年　　   54  54 　  54 　　   43 42

  2018年　　   54  46 　  46 　　   45 45

  2019年　　   54  46 　  46 　　   44 43

  2020年　　   50  40 　  36 　　   32 32

  2021年　　   50  31 　  31 　　   29 29
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内科系（13領域） 外科系（4領域） 細分化診療領域（12領域）
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糖尿病代謝・内分泌内科

脳神経内科

呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科

リウマチ膠原病内科

消化器内科

循環器内科

血液内科

腎臓内科

総合診療科

精神神経科

一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科

脳神経外科・脳血管内治療科

整形外科

小児科、新生児科

産科･生殖医学科、婦人科･腫瘍科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

皮膚科

腎泌尿器外科／血液浄化センター

放射線診断科、放射線腫瘍科

麻酔科・ペインクリニック

形成外科

リハビリテーション科

救急医療部

病理部・病理診断科

中央検査部

基本領域専門医（19領域）はすべて取得可能です

新
専
門
医
制
度
に
よ
る
基
本
領
域
専
門
医

取得可能な基本領域・サブスペシャルティ　　の専門医資格一覧表
Professional Qualifications & Academic Societies
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技術、診断、治療、病名、症状等に関する領域 細分化した診療領域 その他専門医資格
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取得可能な基本領域・サブスペシャルティ　　の専門医資格一覧表



大阪府済生会吹田病院 

高槻赤十字病院 

新阿武山病院 

高槻病院 

市立ひらかた病院

大阪回生病院 

北摂総合病院 

城山病院 

大阪府済生会茨木病院
葛城病院 

南大阪病院

公立宍粟総合病院

大島郡医師会病院

清恵会病院

みどりヶ丘病院

第一東和会病院 

大和郡山病院

巽病院

天の川病院

藍野病院 

畷生会脳神経外科病院 

大阪医科薬科大学三島南病院

高槻市保健所

愛仁会リハビリテーション病院  

町立別海病院

公立神崎総合病院 

新淡路病院

大西脳神経外科病院

新河端病院

大阪医科薬科大学 健康科学クリニック

しもむら内科クリニック

医療法人東西会 千舟町クリニック

田野病院

馬路村立馬路診療所 

本山町立国民健康保険嶺北中央病院

高知市土佐山へき地診療所
梼原町立国民健康保険梼原病院

津野町国民健康保険杉ノ川診療所

土佐市立土佐市民病院

益田地域医療センター医師会病院

①協力型臨床研修病院

研修に関連する病院群
Associated Hospitals

●大阪医科薬科大学病院が基幹型臨床研修病院として次の医療機関（または施設）と
　臨床研修病院群を構築しています。

1. 初期臨床研修病院群

②臨床研修協力施設





　研修内容と到達目標

＜ベーシックコース＞
（卒後1年目の医師および初めて当科で研修する卒後2年目の医師
が対象の約2ヶ月間のコースです）
•1型および2型糖尿病患者を受け持ち、個々の病態把握、合併症の

評価法や血糖管理の方法を習得する。
•周術期の糖尿病患者を受け持ち、血糖管理の方法を習得する。
•糖尿病教室や教育コースに参加し、チーム医療の一員として医師

の果たすべき役割を習得する。
•最低1例の内分泌疾患を受け持ち、内分泌負荷試験を立案･施行

し、その評価方法を習得する。同時に適切な画像検査を立案･施行
し画像診断法についても習得する。治療法については、外科的治
療法も含め方針を立案する。

•研修終了時に担当患者を総括し、そのうち最も印象に残った一例
について、学会発表形式と同様にまとめ、カンファレンスで発表
する。

＜アドバンスコース＞
（ベーシックコース経験者が主な対象です）
•ベーシックコースの内容に加えて、さらに担当患者数を増やして

学習する。
•1型糖尿病患者に対しては、CSII(インスリン皮下持続注入)の導

入を経験し、カーボカウントについても習得する。
•糖尿病急性合併症患者を受け持ち、診断・治療法を習得する。
•甲状腺超音波検査を見学あるいは指導医のもと施行し、バセドウ

病・橋本病の治療ついて習得する。
•外来の糖尿病教室あるいは入院患者の糖尿病教育コースに講師

として参加し糖尿病患者指導について習得する。
•学会あるいは研究会において、症例報告を行う。

　評価方法

　大阪医科薬科大学病院卒後研修プログラムに基づく、研修シー
ト、研修医評価表、指導医評価表により総合的な評価を行います。ま
た、別に定めるチェックリストの多くの症例等を経験し、見聞する
ことを望みます。

1 糖尿病代謝・内分泌内科
Endocrinology, Diabetology and Metabolism

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　糖尿病代謝・内分泌疾患は全身疾患であり、様々な症状や合併症を引き起こすことが特徴ですが、当科では単に対象疾患の管理を行うだけでな
く、当科の属する内科学Ⅰ教室の基本理念でもある、患者さんの立場に立った全人的医療を実践しています。また、特定機能病院の特性を生かし、
新しい治療法の開発や導入などを積極的に進めると共に、循環器内科、神経内科、眼科、腎臓内科、血液浄化センターなど、関連する他科とも緊密
に連携をとりながら高度なチーム医療を実践しています。

初期臨床研修プログラムの特徴
❶臨床医として必要な糖尿病代謝・内分泌疾患における基礎的知
　識・治療技術を学びます。
❷糖尿病の自己管理に関する指導法を学びます。
❸糖尿病治療を経験することにより、チーム医療の理解を深めてい
　きます。
❹甲状腺疾患の診断と治療について、外来診療の補助をしながら習
　得します。
❺下垂体、副腎、副甲状腺、その他の内分泌疾患については、病棟受
　持医として指導医と相談しながら検査計画、治療計画などについ
　て学びます。
❻症例のプレゼンテーションが的確に行え、内科医として必要な論
　理的な考え方を養い、カンファレンスにおいて十分に発言・討議
　ができることを目指します。

　糖尿病代謝・内分泌領域のあらゆる疾患に対応しています。糖尿病については他科との綿密な連携と、多職種からなるスタッフによる「糖尿病
のトータルマネージケア」を実践し、地域連携を見据えたチーム医療も行っています。1型糖尿病の患者さんには、持続血糖モニター（CGM）や
持続皮下インスリン注入療法（CSII）を用いた治療、カーボカウントなども積極的に行っています。特に1型糖尿病の約2割をしめる「劇症1型糖尿
病」については、日本糖尿病学会調査委員会の事務局としてナショナルセンターの役割を担っています。内分泌領域については、ホルモン刺激試
験や抑制試験、さらには甲状腺超音波をはじめとする画像検査により的確な診断と治療方針の決定を行っています。研究は甲状腺疾患や下垂体
疾患のほか、劇症1型糖尿病については臨床研究や分子生物学的アプローチを用いた基礎的研究や上記調査委員会の一環事業である全国疫学調
査など、いくつものプロジェクトを活発に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学内科学Ⅰ教室 糖尿病代謝・内分泌内科  TEL：072-683-1221／e-mail：endodm@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in1/met/

症例カンファレンス

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

寺前純吾（講　師）

金綱規夫（助　教）

佐野寛行（助　教）

橘　　恵（助　教）

稲葉惟子（助　教）

藤澤玲子（助教（准））

渡邉大督（助教（准））

戎野朋子（助教（准））

峠 かきの（助教（准））

長江亮太（助教（准））

笹川明子（臨床研修専任指導医）

森本貴子（臨床研修専任指導医）

荘野輝美（臨床研修専任指導医）

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医・病態栄養専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医・甲状腺専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医

糖尿病専門医

内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝、1型糖尿病

糖尿病代謝、劇症1型糖尿病

糖尿病代謝

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝

糖尿病代謝

糖尿病代謝

内分泌疾患

糖尿病代謝

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝

内分泌疾患

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

糖尿病代謝・内分泌内科1

今川 彰久（いまがわ あきひさ）科長
■専門分野
　糖尿病代謝・内分泌疾患

■職歴
　平成 元年　新潟大学医学部卒業　大阪大学第二内科研究生
　平成11年　大阪大学附属病院第二内科　医員
　平成15年　大阪医科大学　第一内科　助手
　平成21年　大阪大学　内分泌・代謝内科学　講師
　平成26年　同　准教授
　平成27年　大阪医科大学　内科学I　教授　糖尿病代謝・内分泌内科　科長

■主な学会／専門医資格
　日本内科学会、米国内科学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会
　総合内科専門医、糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医

■研究課題
　１型糖尿病の成因と治療

午前：病棟にて患者診察
午後：教授回診

午前：病棟にて患者診察
午後：病棟にて患者診察、研修医レクチャー

午前：診療科回診、頸動脈エコー
午後：甲状腺エコー

午前：病棟にて患者診察

午前：病棟にて患者診察
午後：入院患者カンファレンス

午前：病棟にて患者診察
午後：甲状腺エコー、糖尿病教室（外来）
　　  カンファレンス、抄読会



　研修内容と到達目標

＜ベーシックコース＞
（卒後1年目の医師および初めて当科で研修する卒後2年目の医師
が対象の約2ヶ月間のコースです）
•1型および2型糖尿病患者を受け持ち、個々の病態把握、合併症の

評価法や血糖管理の方法を習得する。
•周術期の糖尿病患者を受け持ち、血糖管理の方法を習得する。
•糖尿病教室や教育コースに参加し、チーム医療の一員として医師

の果たすべき役割を習得する。
•最低1例の内分泌疾患を受け持ち、内分泌負荷試験を立案･施行

し、その評価方法を習得する。同時に適切な画像検査を立案･施行
し画像診断法についても習得する。治療法については、外科的治
療法も含め方針を立案する。

•研修終了時に担当患者を総括し、そのうち最も印象に残った一例
について、学会発表形式と同様にまとめ、カンファレンスで発表
する。

＜アドバンスコース＞
（ベーシックコース経験者が主な対象です）
•ベーシックコースの内容に加えて、さらに担当患者数を増やして

学習する。
•1型糖尿病患者に対しては、CSII(インスリン皮下持続注入)の導

入を経験し、カーボカウントについても習得する。
•糖尿病急性合併症患者を受け持ち、診断・治療法を習得する。
•甲状腺超音波検査を見学あるいは指導医のもと施行し、バセドウ

病・橋本病の治療ついて習得する。
•外来の糖尿病教室あるいは入院患者の糖尿病教育コースに講師

として参加し糖尿病患者指導について習得する。
•学会あるいは研究会において、症例報告を行う。

　評価方法

　大阪医科薬科大学病院卒後研修プログラムに基づく、研修シー
ト、研修医評価表、指導医評価表により総合的な評価を行います。ま
た、別に定めるチェックリストの多くの症例等を経験し、見聞する
ことを望みます。

1 糖尿病代謝・内分泌内科
Endocrinology, Diabetology and Metabolism

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　糖尿病代謝・内分泌疾患は全身疾患であり、様々な症状や合併症を引き起こすことが特徴ですが、当科では単に対象疾患の管理を行うだけでな
く、当科の属する内科学Ⅰ教室の基本理念でもある、患者さんの立場に立った全人的医療を実践しています。また、特定機能病院の特性を生かし、
新しい治療法の開発や導入などを積極的に進めると共に、循環器内科、神経内科、眼科、腎臓内科、血液浄化センターなど、関連する他科とも緊密
に連携をとりながら高度なチーム医療を実践しています。

初期臨床研修プログラムの特徴
❶臨床医として必要な糖尿病代謝・内分泌疾患における基礎的知
　識・治療技術を学びます。
❷糖尿病の自己管理に関する指導法を学びます。
❸糖尿病治療を経験することにより、チーム医療の理解を深めてい
　きます。
❹甲状腺疾患の診断と治療について、外来診療の補助をしながら習
　得します。
❺下垂体、副腎、副甲状腺、その他の内分泌疾患については、病棟受
　持医として指導医と相談しながら検査計画、治療計画などについ
　て学びます。
❻症例のプレゼンテーションが的確に行え、内科医として必要な論
　理的な考え方を養い、カンファレンスにおいて十分に発言・討議
　ができることを目指します。

　糖尿病代謝・内分泌領域のあらゆる疾患に対応しています。糖尿病については他科との綿密な連携と、多職種からなるスタッフによる「糖尿病
のトータルマネージケア」を実践し、地域連携を見据えたチーム医療も行っています。1型糖尿病の患者さんには、持続血糖モニター（CGM）や
持続皮下インスリン注入療法（CSII）を用いた治療、カーボカウントなども積極的に行っています。特に1型糖尿病の約2割をしめる「劇症1型糖尿
病」については、日本糖尿病学会調査委員会の事務局としてナショナルセンターの役割を担っています。内分泌領域については、ホルモン刺激試
験や抑制試験、さらには甲状腺超音波をはじめとする画像検査により的確な診断と治療方針の決定を行っています。研究は甲状腺疾患や下垂体
疾患のほか、劇症1型糖尿病については臨床研究や分子生物学的アプローチを用いた基礎的研究や上記調査委員会の一環事業である全国疫学調
査など、いくつものプロジェクトを活発に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学内科学Ⅰ教室 糖尿病代謝・内分泌内科  TEL：072-683-1221／e-mail：endodm@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in1/met/

症例カンファレンス

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

寺前純吾（講　師）

金綱規夫（助　教）

佐野寛行（助　教）

橘　　恵（助　教）

稲葉惟子（助　教）

藤澤玲子（助教（准））

渡邉大督（助教（准））

戎野朋子（助教（准））

峠 かきの（助教（准））

長江亮太（助教（准））

笹川明子（臨床研修専任指導医）

森本貴子（臨床研修専任指導医）

荘野輝美（臨床研修専任指導医）

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医・病態栄養専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医・甲状腺専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医・総合内科専門医

糖尿病専門医

糖尿病専門医

内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医

糖尿病専門医

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝、1型糖尿病

糖尿病代謝、劇症1型糖尿病

糖尿病代謝

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝

糖尿病代謝

糖尿病代謝

内分泌疾患

糖尿病代謝

糖尿病代謝、内分泌疾患

糖尿病代謝

内分泌疾患

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

糖尿病代謝・内分泌内科1

今川 彰久（いまがわ あきひさ）科長
■専門分野
　糖尿病代謝・内分泌疾患

■職歴
　平成 元年　新潟大学医学部卒業　大阪大学第二内科研究生
　平成11年　大阪大学附属病院第二内科　医員
　平成15年　大阪医科大学　第一内科　助手
　平成21年　大阪大学　内分泌・代謝内科学　講師
　平成26年　同　准教授
　平成27年　大阪医科大学　内科学I　教授　糖尿病代謝・内分泌内科　科長

■主な学会／専門医資格
　日本内科学会、米国内科学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会
　総合内科専門医、糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医

■研究課題
　１型糖尿病の成因と治療

午前：病棟にて患者診察
午後：教授回診

午前：病棟にて患者診察
午後：病棟にて患者診察、研修医レクチャー

午前：診療科回診、頸動脈エコー
午後：甲状腺エコー

午前：病棟にて患者診察

午前：病棟にて患者診察
午後：入院患者カンファレンス

午前：病棟にて患者診察
午後：甲状腺エコー、糖尿病教室（外来）
　　  カンファレンス、抄読会



大学院における教育・研究活動

　日常の臨床活動などを通じて個々の多面的な側面が出るように、
互いに刺激し合い、新しい芽が出るよう育てて行くよう、医学研究
者の養成を目的とし、臨床研究の基本となるpatient-oriented 
researchを基盤として、内分泌・代謝疾患の様々な成因解明や治療
開発などについて学ぶ。
　当面の目標は学位の取得であるが、これに留まらず研究者として
の視点を大切にし、その成果を臨床に還元するべく普遍的な真理を
探究し続ける意志を培っていく。

aヒト劇症１型糖尿病・同モデル動物における膵β細胞破壊
　機序解明と治療法確立
　劇症1型糖尿病は極めて短期間に膵β細胞が破壊され、ケトアシ
ドーシスを伴って糖尿病を発症する疾患で、花房・今川らにより発
見・確立された（Imagawa A, Hanafusa T et al. N Engl J Med 
2000）。当教室では患者膵組織、血液、モデルマウスを用いて病態解
明に取り組み、疾患感受性遺伝子の存在や制御性T細胞の機能低下
を背景に、エンテロウイルス感染などを契機としてマクロファージ
主体の膵島破壊が生じていることなどを報告してきた。現在、当教室
で同定したマクロファージ機能に関する分子に着目して更なる病態
解明を進めるともに、マクロファージの極性変化を応用した治療法
を開発中である。更には１型糖尿病調査研究委員会との共同研究と
して、免疫チェックポイント阻害薬投与による本疾患発症例の実態
調査が進行中であり、本疾患の全容解明に向けて多面的なアプロー
チを行っている。

b1型糖尿病における新しいバイオマーカー（INS-IGF2、CD
　300e）に関する研究
　インスリンは自己免疫性1型糖尿病の主要な自己抗原である。当
教室のKanatsunaらはインスリンの前駆体であるプレプロイン
スリンと一部のアミノ酸配列を共有するINS-IGF2が、自己免疫性
1型糖尿病患者において膵島自己免疫に関与していることを、抗
INS-IGF2自己抗体を測定することで明らかにした（J Biol Chem 
2013）。また、当教室のHasedaらは、劇症1型糖尿病の急性期に
おいて、マクロファージの遊走能やアポトーシス、自己反応性のＴ
リンパ球の免疫応答に関与するCD300eに対する抗CD300e抗
体が高値を示すことを明らかにした（PLos One 2016）。現在、当
教室では自己免疫性1型糖尿病や劇症1型糖尿病の病態解明、早期
診断や新たな治療法の確立を目指し、1型糖尿病における新しいバ
イオマーカーであるINS-IGF2やCD300eのさらなる研究を遂行
中である。

c亜急性甲状腺炎における患者背景および臨床像の多様性
　亜急性甲状腺炎は甲状腺に限局する炎症症状と破壊に伴う甲状
腺機能亢進症を呈する疾患であり、日本甲状腺学会より甲状腺疾患
診断ガイドライン2013に、亜急性甲状腺炎（急性期）の診断ガイド
ラインが発表されている。しかし診断ガイドラインにおける臨床所
見や検査所見と一部合致しない症例、再発を繰り返す症例を経験す

後期研修プログラムの特徴
　内分泌代謝学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを
目的とし、内分泌代謝領域のいかなる分野の診療においても習熟し
た内分泌代謝科専門医、糖尿病専門医の育成を目的としています。
　糖尿病代謝・内分泌内科では、頻度の高い内分泌代謝疾患（2型糖
尿病、1型糖尿病、甲状腺疾患など）を各分野の専門家の指導のもと
に経験することができます。さらに、糖尿病代謝・内分泌内科専門外
来において、専門診療の知識・技能と態度のあり方をも学べます。ま
た、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研究を
積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修シス
テムを構築しています。
　また、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研
究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修
システムを構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②
臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている内分泌代謝疾患
研究における基礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に
可能です。

糖尿病代謝・内分泌内科1

ることがあり、多様性を有する疾患であると考えられる。また亜急
性甲状腺炎の発症にはウイルス感染や遺伝因子の関与が考えられ
ているが、それらの因果関係は完全には証明されておらず、発症や
経過の多様性との関連については不明な点が残存している。現在、
当教室では過去の診療録より先行感染の有無、再発や甲状腺機能の
経過といった臨床経過の多様性に関する検討を行っている。今後
HLAの結果を合わせて解析し、本疾患の病態を解明する為に研究
を進めていく。糖尿病ケアチームのミーティング

研究室スタッフ一同

大学院生の研究風景

先輩レジデントからのメッセージ

糖尿病専門医　　　内分泌代謝科専門医　　　
甲状腺専門医　　　総合内科専門医　など

取得できる専門医

日本内科学会／日本内分泌学会／日本糖尿病学会
日本甲状腺学会／日本糖尿病合併症学会／日本肥満学会
日本間脳下垂体腫瘍学会／1型糖尿病研究会／日本病態栄養学会
米国糖尿病学会（ADA）／欧州糖尿病学会（EASD）
アジア糖尿病学会（AASD）／国際糖尿病免疫学会（IDS）　など

参加学会等

市立ひらかた病院／清恵会病院／藍野病院／北摂総合病院　など

主なる関連病院

　新内科専門医制度にしたがって、研修を行います。
　当院を基幹施設とするプログラムへの参加者が多いですが、当院
を連携施設とするプログラムも用意されています。
　3～5年目の3年間を当院と連携施設で研修し、専門医資格取得
に必要な症例を経験します。当院を基幹施設とするプログラムでも
連携施設とするプログラムでも、当科以外にも希望する内科の診療
科をローテートし、症例を経験することができます。また、内科基本
コースとサブスペシャリティ重点コースのどちらにも対応が可能
です。

研修プログラム

•内分泌代謝疾患全般にわたる入院患者を、病棟指導医のもと診
　療する。
•内分泌代謝疾患全般の病態を把握し、的確な診断・治療計画、症例
　の提示をする。
•甲状腺エコー、頚部血管エコー、その他の画像（頭部、腹部
　CT/MRI）の読影、負荷試験の手技と結果の検討など内分泌代謝
　疾患に関する検査法を学ぶ。
•インスリン治療を始めとするホルモン補充療法、及び内分泌代謝
　救急疾患などの治療法を学ぶ。
•糖尿病教室など患者教育マネージメント、地域における糖尿病診
　療マネージメントについて学ぶ。
•内科全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療に
　あたる。
•糖尿病代謝・内分泌内科一般の診断・治療・手技について研修医、
　1年目レジデントの指導を行う。
•各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
•文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析
　して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。

研修内容と到達目標

市立ひらかた病院／清恵会病院／藍野病院／北摂総合病院／兵庫
県立西宮病院／市立伊丹病院／堺市立総合医療センター／川崎病
院（神戸）

プログラムに参加する医療機関等

　私達は糖尿病代謝・内分泌内科のレジデントとして勤務してい
ます。普段は主に病棟担当医として1型糖尿病、2型糖尿病、内分泌
疾患やその他の生活習慣病を多く持つ患者さんの診療に携わって
います。治療方針については、教科書の知識だけでなく上級医の
先生方に相談したり、同期と知恵を出し合ったりして日々勉学に
励んでいます。今年度は新型コロナの渦中でしたが、学会にオンラ
インで参加するなど積極的に活動しています。経験豊富な指導医
に恵まれた環境で充実した楽しい研修生活を送れると思います。
糖尿病、代謝、内分泌内科をはじめ内科を考えておられる方は、是
非気軽に見学にいらして下さい。

経験豊富な指導医に恵まれ、充実した研修生活を送れます。

現在の主な研究テーマとその概要並びに展望

教育・研究指導方針
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チを行っている。

b1型糖尿病における新しいバイオマーカー（INS-IGF2、CD
　300e）に関する研究
　インスリンは自己免疫性1型糖尿病の主要な自己抗原である。当
教室のKanatsunaらはインスリンの前駆体であるプレプロイン
スリンと一部のアミノ酸配列を共有するINS-IGF2が、自己免疫性
1型糖尿病患者において膵島自己免疫に関与していることを、抗
INS-IGF2自己抗体を測定することで明らかにした（J Biol Chem 
2013）。また、当教室のHasedaらは、劇症1型糖尿病の急性期に
おいて、マクロファージの遊走能やアポトーシス、自己反応性のＴ
リンパ球の免疫応答に関与するCD300eに対する抗CD300e抗
体が高値を示すことを明らかにした（PLos One 2016）。現在、当
教室では自己免疫性1型糖尿病や劇症1型糖尿病の病態解明、早期
診断や新たな治療法の確立を目指し、1型糖尿病における新しいバ
イオマーカーであるINS-IGF2やCD300eのさらなる研究を遂行
中である。

c亜急性甲状腺炎における患者背景および臨床像の多様性
　亜急性甲状腺炎は甲状腺に限局する炎症症状と破壊に伴う甲状
腺機能亢進症を呈する疾患であり、日本甲状腺学会より甲状腺疾患
診断ガイドライン2013に、亜急性甲状腺炎（急性期）の診断ガイド
ラインが発表されている。しかし診断ガイドラインにおける臨床所
見や検査所見と一部合致しない症例、再発を繰り返す症例を経験す

後期研修プログラムの特徴
　内分泌代謝学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを
目的とし、内分泌代謝領域のいかなる分野の診療においても習熟し
た内分泌代謝科専門医、糖尿病専門医の育成を目的としています。
　糖尿病代謝・内分泌内科では、頻度の高い内分泌代謝疾患（2型糖
尿病、1型糖尿病、甲状腺疾患など）を各分野の専門家の指導のもと
に経験することができます。さらに、糖尿病代謝・内分泌内科専門外
来において、専門診療の知識・技能と態度のあり方をも学べます。ま
た、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研究を
積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修シス
テムを構築しています。
　また、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研
究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修
システムを構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②
臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている内分泌代謝疾患
研究における基礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に
可能です。

糖尿病代謝・内分泌内科1

ることがあり、多様性を有する疾患であると考えられる。また亜急
性甲状腺炎の発症にはウイルス感染や遺伝因子の関与が考えられ
ているが、それらの因果関係は完全には証明されておらず、発症や
経過の多様性との関連については不明な点が残存している。現在、
当教室では過去の診療録より先行感染の有無、再発や甲状腺機能の
経過といった臨床経過の多様性に関する検討を行っている。今後
HLAの結果を合わせて解析し、本疾患の病態を解明する為に研究
を進めていく。糖尿病ケアチームのミーティング

研究室スタッフ一同

大学院生の研究風景

先輩レジデントからのメッセージ

糖尿病専門医　　　内分泌代謝科専門医　　　
甲状腺専門医　　　総合内科専門医　など

取得できる専門医

日本内科学会／日本内分泌学会／日本糖尿病学会
日本甲状腺学会／日本糖尿病合併症学会／日本肥満学会
日本間脳下垂体腫瘍学会／1型糖尿病研究会／日本病態栄養学会
米国糖尿病学会（ADA）／欧州糖尿病学会（EASD）
アジア糖尿病学会（AASD）／国際糖尿病免疫学会（IDS）　など

参加学会等

市立ひらかた病院／清恵会病院／藍野病院／北摂総合病院　など

主なる関連病院

　新内科専門医制度にしたがって、研修を行います。
　当院を基幹施設とするプログラムへの参加者が多いですが、当院
を連携施設とするプログラムも用意されています。
　3～5年目の3年間を当院と連携施設で研修し、専門医資格取得
に必要な症例を経験します。当院を基幹施設とするプログラムでも
連携施設とするプログラムでも、当科以外にも希望する内科の診療
科をローテートし、症例を経験することができます。また、内科基本
コースとサブスペシャリティ重点コースのどちらにも対応が可能
です。

研修プログラム

•内分泌代謝疾患全般にわたる入院患者を、病棟指導医のもと診
　療する。
•内分泌代謝疾患全般の病態を把握し、的確な診断・治療計画、症例
　の提示をする。
•甲状腺エコー、頚部血管エコー、その他の画像（頭部、腹部
　CT/MRI）の読影、負荷試験の手技と結果の検討など内分泌代謝
　疾患に関する検査法を学ぶ。
•インスリン治療を始めとするホルモン補充療法、及び内分泌代謝
　救急疾患などの治療法を学ぶ。
•糖尿病教室など患者教育マネージメント、地域における糖尿病診
　療マネージメントについて学ぶ。
•内科全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療に
　あたる。
•糖尿病代謝・内分泌内科一般の診断・治療・手技について研修医、
　1年目レジデントの指導を行う。
•各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
•文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析
　して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。

研修内容と到達目標

市立ひらかた病院／清恵会病院／藍野病院／北摂総合病院／兵庫
県立西宮病院／市立伊丹病院／堺市立総合医療センター／川崎病
院（神戸）

プログラムに参加する医療機関等

　私達は糖尿病代謝・内分泌内科のレジデントとして勤務してい
ます。普段は主に病棟担当医として1型糖尿病、2型糖尿病、内分泌
疾患やその他の生活習慣病を多く持つ患者さんの診療に携わって
います。治療方針については、教科書の知識だけでなく上級医の
先生方に相談したり、同期と知恵を出し合ったりして日々勉学に
励んでいます。今年度は新型コロナの渦中でしたが、学会にオンラ
インで参加するなど積極的に活動しています。経験豊富な指導医
に恵まれた環境で充実した楽しい研修生活を送れると思います。
糖尿病、代謝、内分泌内科をはじめ内科を考えておられる方は、是
非気軽に見学にいらして下さい。

経験豊富な指導医に恵まれ、充実した研修生活を送れます。

現在の主な研究テーマとその概要並びに展望

教育・研究指導方針



脳神経内科　スタッフ

＜初期研修1年目＞
❶脳神経内科領域で遭遇することの多い疾患を経験する。
❷神経学的診察法を習得し局在診断が行える。
❸脳脊髄液検査が行える。
❹電気生理学的検査と画像検査の所見を読み取れる。

＜初期研修2年目＞
　2年目は、主治医チーム（指導医・シニアレジデント・研修医から
構成されるグループ）の一員としてより診療に積極的に携わって
いきます。問診および神経学的診察法から得られた所見をもとに
原因診断を考え、鑑別診断の能力を高めていきます。複雑な情報
の中から必要なものを抽出する思考と作業が必要です。患者の状
態を考慮して、適切な治療法は何かをチームの一員として導き出
していきます。
　治療可能性の追求と難病患者に“支える医療”を実践します。研
修目的に応じて、担当患者や研修プログラムは柔軟に対応します。

2
●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　脳神経内科は、脳・脊髄・末梢神経・筋肉の異常について診療を行います。神経系と骨格筋系は、二本足で行動し高次活動を営む生き物＝人その
ものを規定する器官です。脳神経内科は臓器を診るだけではなく、人として質の高い社会生活を送るための機能について診ます。記憶が保てな
い・言葉が出てこない（認知・高次機能障害）、体が勝手に動く（不随意運動）、動作が遅くなる（パーキンソンニズム）、手足に力が入らない（筋力低
下・筋萎縮）、体がしびれる（感覚障害）、歩くとふらつく（失調症）といったような訴えに対して、神経系または骨格筋系のどこに異常があるのか神
経学的診察を行って解決の糸口を探します。話し方・受け答えの流暢性といったものから手足の運動・感覚まで、シンプルな道具を用いて評価し
ながら論理的に病変部位を推測し原因診断に迫ります。現代神経学が創始されて以来築き上げられてきた脳神経内科の診察技術は、今日でもそ
の価値は色褪せていません。ここに、生理学的検査・MRI・核医学検査といった検査法や脳神経科学の進歩が加味されます。診察の伝統と最新の知
識のダイナミックな融合が、脳神経内科の醍醐味です。若手医師には、神経診察法と局在診断能力をしっかり身につけていただきます。次に、最新
のエビデンスに基づいた適切な診断と治療法を選択する能力を学んでいただきます。内科専門医と神経内科専門医を取得し、さらに興味をもっ
た領域のスペシャリストとして活躍できるよう教室全体でサポートします。

初期臨床研修プログラムの特徴
　神経内科は、脳血管障害、脳炎、神経変性疾患、脱髄疾患、脊髄
疾患、末梢神経障害、重症筋無力症、筋疾患、てんかん、頭痛など
の診療を行います。これらの疾患の診療に携わりながら神経学
的診察法を習得します。病変部位を推定する局在診断をベース
に鑑別診断をすすめ、電気生理学的検査（神経伝導検査、針筋電
図、脳波など）、脳脊髄液検査やテンシロンテストなどを実際に
行います。画像検査（MRI、DATscan、MIBG心筋シンチ、脳血流
シンチなど）の基本的な読影解析能力を磨きます。神経免疫疾患
では、血漿交換療法、ステロイドパルス療法、γグロブリン大量
療法といった治療法について学び、その実施に参加します。脳血
管障害では、急性期の管理および病態ごとの適切な治療法選択
を学びます。神経変性疾患では、呼吸管理や胃瘻の造設・管理を
行います。初期研修は、主治医グループの一員として日常遭遇す
る機会の多い疾患をしっかり診れる能力の獲得を目指します。

　私たちは、脳血管障害から神経変性疾患まで特定の分野に限らず多様な疾患の診療にあたっています。大学病院だからといって診断だけを行
うのではなく、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病といった変性疾患について病期に応じた治療・ケアを提供します。この他に
も、脱髄疾患（多発性硬化症、視神経脊髄炎など）、自己免疫性脳炎、脊髄疾患（脊髄血管障害、脊髄炎など）、末梢神経障害（Guillain-Barré症候群、
CIDP、遺伝性末梢神経障害など）、感染性疾患（細菌性・ウイルス性髄膜炎など）、重症筋無力症、筋疾患（多発筋炎、筋ジストロフィー症など）、ミト
コンドリア脳筋症といった多様な疾患の診療を行っています。検査としては、脳脊髄液検査、神経伝導検査・針筋電図・脳波といった電気生理学的
検査、高次脳機能検査、筋生検・神経生検による病理学的検査、MRI・脳血流シンチグラフィー・DATスキャン・MIBG心筋シンチといった画像検査
を行います。急性から慢性疾患まで豊富な症例を経験して、神経内科の全般的な知識と技術を習得できる環境を整備しております。長い間、神経
疾患は治療法のない“難病”と扱われてきました。しかし、分子標的薬の登場によって状況は変わりつつあります。今まさに“難病”を治療する時代
が到来しようとしています。有効な治療法を速やかに提供することが私たちの使命です。いっしょに研鑽を重ねて、明るく楽しく脳神経内科の可
能性を共に切り拓いていきましょう。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学教室　脳神経内科学教室  TEL：072-683-1221（代）／e-mail：shigeki.arawaka@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/neu/index.html

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

石田志門（診療准教授）

細川隆史（講師准）

太田　真（助　教）

中村善胤（助教准）

本幸世（助教准）

増田裕一（助教准）

垣内謙祐（助教准）
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Neurology

■専門分野
　脳神経内科学、神経変性疾患（パーキンソン病、認知症性疾患など）
■職歴
　平成03年 山形大学医学部卒業
　平成11年 トロント大学神経変性疾患研究センター ポスドク 
　平成14年 山形大学医学部第3内科 助教
　平成22年 山形大学医学部第3内科 講師 
　平成28年 山形大学医学部第3内科 准教授 
　平成29年 大阪医科薬科大学内科学IV教室 教授
　　　　　  大阪医科薬科大学附属病院神経内科 診療科長
■主な学会／専門医資格
　日本神経学会神経内科専門医・指導医 
　日本内科学会総合内科専門医・指導医 
　日本認知症学会専門医・指導医
　日本内科学会評議員 
　日本神経学会代議員
■研究課題
　臨床神経学およびパーキンソン病、認知症性疾患の病態解明・治療法に関する研究

研修内容と到達目標

　内科専門医研修プログラムの一つであるサブスペシャリティ
重点コースの代表的な例を提示します。

＜専攻医1年目（卒後3年目）＞
　本学附属病院脳神経内科での診療を中心に、内科の各領域をロ
ーテーションします。ローテーションの枠組みは、各自の経験症
例の状況などに応じて希望に沿って作成いたします。

＜専攻医2年目（卒後4年目）＞
　地域の連携施設で、脳神経内科および不足している領域の症例
を経験し、Common diseaseに対応する能力を磨きます。各地
域の診療を担う施設において、指導医のもとで研鑽を積みます。

＜専攻医3年目（卒後5年目）＞
　本学附属病院脳神経内科でより専門的なトレーニングを受け
ます。外来・入院患者の診療を担当しながら電気生理学的検査、
筋・神経生検など指導医とともに実践します。
　3年間のプログラム終了後、内科専門医を取得します。次に神
経内科専門医の取得を目指します。

後期研修プログラムの特徴
　内科専門医および神経内科専門医の取得を目標したプログラ
ムを用意しております。将来、神経内科専門医になるためには、
はじめに内科専門医を取得しなくてはなりません。そのために
専攻医の方々には、内科診療の全般的な経験が必要です。その土
台の上に、しっかりと脳神経内科の専門的な知識・手技を習得し
ていただけるようにプログラムを考えております。例えば、てん
かん重積、Guillain-Barré 症候群、筋萎縮性側索硬化症といった
疾患では、人工呼吸器の装着をはじめ全身管理が要求されます。
内科全般と神経内科の専門的な知識をバランスよく獲得するこ
とがとても重要です。当科では、内科専攻医の基幹プログラムと
して、内科専門医取得に必要な神経内科の症例、検査法、治療法
などを十分学べることができます。各診療科と連携し自分のス
タイル・将来像に見合った研修ができるようにローテーション
していただけます。また、内科専門医取得に必須であるl連携施設
での研修についても、指導医のもとで十分な症例を経験し、しっ
かりと能力を伸ばせる環境を提供できるようにしております。
内科および脳神経内科の専門医として、急性から慢性疾患まで
幅広く診療を行うことができ、中核病院から地域の病院のいず
れでも活躍できる能力の獲得を目指して、教室全体でサポート
します。

専攻医研修プログラム

　日本内科学会が定める研修プログラムによる評価、研修シー
ト、研修医評価法、指導医評価法により総合的に判断します。

評価方法

荒若 繁樹（あらわか しげき）科長



脳神経内科　スタッフ

＜初期研修1年目＞
❶脳神経内科領域で遭遇することの多い疾患を経験する。
❷神経学的診察法を習得し局在診断が行える。
❸脳脊髄液検査が行える。
❹電気生理学的検査と画像検査の所見を読み取れる。

＜初期研修2年目＞
　2年目は、主治医チーム（指導医・シニアレジデント・研修医から
構成されるグループ）の一員としてより診療に積極的に携わって
いきます。問診および神経学的診察法から得られた所見をもとに
原因診断を考え、鑑別診断の能力を高めていきます。複雑な情報
の中から必要なものを抽出する思考と作業が必要です。患者の状
態を考慮して、適切な治療法は何かをチームの一員として導き出
していきます。
　治療可能性の追求と難病患者に“支える医療”を実践します。研
修目的に応じて、担当患者や研修プログラムは柔軟に対応します。

2
●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　脳神経内科は、脳・脊髄・末梢神経・筋肉の異常について診療を行います。神経系と骨格筋系は、二本足で行動し高次活動を営む生き物＝人その
ものを規定する器官です。脳神経内科は臓器を診るだけではなく、人として質の高い社会生活を送るための機能について診ます。記憶が保てな
い・言葉が出てこない（認知・高次機能障害）、体が勝手に動く（不随意運動）、動作が遅くなる（パーキンソンニズム）、手足に力が入らない（筋力低
下・筋萎縮）、体がしびれる（感覚障害）、歩くとふらつく（失調症）といったような訴えに対して、神経系または骨格筋系のどこに異常があるのか神
経学的診察を行って解決の糸口を探します。話し方・受け答えの流暢性といったものから手足の運動・感覚まで、シンプルな道具を用いて評価し
ながら論理的に病変部位を推測し原因診断に迫ります。現代神経学が創始されて以来築き上げられてきた脳神経内科の診察技術は、今日でもそ
の価値は色褪せていません。ここに、生理学的検査・MRI・核医学検査といった検査法や脳神経科学の進歩が加味されます。診察の伝統と最新の知
識のダイナミックな融合が、脳神経内科の醍醐味です。若手医師には、神経診察法と局在診断能力をしっかり身につけていただきます。次に、最新
のエビデンスに基づいた適切な診断と治療法を選択する能力を学んでいただきます。内科専門医と神経内科専門医を取得し、さらに興味をもっ
た領域のスペシャリストとして活躍できるよう教室全体でサポートします。

初期臨床研修プログラムの特徴
　神経内科は、脳血管障害、脳炎、神経変性疾患、脱髄疾患、脊髄
疾患、末梢神経障害、重症筋無力症、筋疾患、てんかん、頭痛など
の診療を行います。これらの疾患の診療に携わりながら神経学
的診察法を習得します。病変部位を推定する局在診断をベース
に鑑別診断をすすめ、電気生理学的検査（神経伝導検査、針筋電
図、脳波など）、脳脊髄液検査やテンシロンテストなどを実際に
行います。画像検査（MRI、DATscan、MIBG心筋シンチ、脳血流
シンチなど）の基本的な読影解析能力を磨きます。神経免疫疾患
では、血漿交換療法、ステロイドパルス療法、γグロブリン大量
療法といった治療法について学び、その実施に参加します。脳血
管障害では、急性期の管理および病態ごとの適切な治療法選択
を学びます。神経変性疾患では、呼吸管理や胃瘻の造設・管理を
行います。初期研修は、主治医グループの一員として日常遭遇す
る機会の多い疾患をしっかり診れる能力の獲得を目指します。

　私たちは、脳血管障害から神経変性疾患まで特定の分野に限らず多様な疾患の診療にあたっています。大学病院だからといって診断だけを行
うのではなく、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病といった変性疾患について病期に応じた治療・ケアを提供します。この他に
も、脱髄疾患（多発性硬化症、視神経脊髄炎など）、自己免疫性脳炎、脊髄疾患（脊髄血管障害、脊髄炎など）、末梢神経障害（Guillain-Barré症候群、
CIDP、遺伝性末梢神経障害など）、感染性疾患（細菌性・ウイルス性髄膜炎など）、重症筋無力症、筋疾患（多発筋炎、筋ジストロフィー症など）、ミト
コンドリア脳筋症といった多様な疾患の診療を行っています。検査としては、脳脊髄液検査、神経伝導検査・針筋電図・脳波といった電気生理学的
検査、高次脳機能検査、筋生検・神経生検による病理学的検査、MRI・脳血流シンチグラフィー・DATスキャン・MIBG心筋シンチといった画像検査
を行います。急性から慢性疾患まで豊富な症例を経験して、神経内科の全般的な知識と技術を習得できる環境を整備しております。長い間、神経
疾患は治療法のない“難病”と扱われてきました。しかし、分子標的薬の登場によって状況は変わりつつあります。今まさに“難病”を治療する時代
が到来しようとしています。有効な治療法を速やかに提供することが私たちの使命です。いっしょに研鑽を重ねて、明るく楽しく脳神経内科の可
能性を共に切り拓いていきましょう。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学教室　脳神経内科学教室  TEL：072-683-1221（代）／e-mail：shigeki.arawaka@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/neu/index.html

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

石田志門（診療准教授）

細川隆史（講師准）

太田　真（助　教）

中村善胤（助教准）

本幸世（助教准）

増田裕一（助教准）

垣内謙祐（助教准）

総合内科専門医、神経内科専門医

総合内科専門医、神経内科専門医

日本内科学会認定医、神経内科専門医
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脳神経内科2脳神経内科
Neurology

■専門分野
　脳神経内科学、神経変性疾患（パーキンソン病、認知症性疾患など）
■職歴
　平成03年 山形大学医学部卒業
　平成11年 トロント大学神経変性疾患研究センター ポスドク 
　平成14年 山形大学医学部第3内科 助教
　平成22年 山形大学医学部第3内科 講師 
　平成28年 山形大学医学部第3内科 准教授 
　平成29年 大阪医科薬科大学内科学IV教室 教授
　　　　　  大阪医科薬科大学附属病院神経内科 診療科長
■主な学会／専門医資格
　日本神経学会神経内科専門医・指導医 
　日本内科学会総合内科専門医・指導医 
　日本認知症学会専門医・指導医
　日本内科学会評議員 
　日本神経学会代議員
■研究課題
　臨床神経学およびパーキンソン病、認知症性疾患の病態解明・治療法に関する研究

研修内容と到達目標

　内科専門医研修プログラムの一つであるサブスペシャリティ
重点コースの代表的な例を提示します。

＜専攻医1年目（卒後3年目）＞
　本学附属病院脳神経内科での診療を中心に、内科の各領域をロ
ーテーションします。ローテーションの枠組みは、各自の経験症
例の状況などに応じて希望に沿って作成いたします。

＜専攻医2年目（卒後4年目）＞
　地域の連携施設で、脳神経内科および不足している領域の症例
を経験し、Common diseaseに対応する能力を磨きます。各地
域の診療を担う施設において、指導医のもとで研鑽を積みます。

＜専攻医3年目（卒後5年目）＞
　本学附属病院脳神経内科でより専門的なトレーニングを受け
ます。外来・入院患者の診療を担当しながら電気生理学的検査、
筋・神経生検など指導医とともに実践します。
　3年間のプログラム終了後、内科専門医を取得します。次に神
経内科専門医の取得を目指します。

後期研修プログラムの特徴
　内科専門医および神経内科専門医の取得を目標したプログラ
ムを用意しております。将来、神経内科専門医になるためには、
はじめに内科専門医を取得しなくてはなりません。そのために
専攻医の方々には、内科診療の全般的な経験が必要です。その土
台の上に、しっかりと脳神経内科の専門的な知識・手技を習得し
ていただけるようにプログラムを考えております。例えば、てん
かん重積、Guillain-Barré 症候群、筋萎縮性側索硬化症といった
疾患では、人工呼吸器の装着をはじめ全身管理が要求されます。
内科全般と神経内科の専門的な知識をバランスよく獲得するこ
とがとても重要です。当科では、内科専攻医の基幹プログラムと
して、内科専門医取得に必要な神経内科の症例、検査法、治療法
などを十分学べることができます。各診療科と連携し自分のス
タイル・将来像に見合った研修ができるようにローテーション
していただけます。また、内科専門医取得に必須であるl連携施設
での研修についても、指導医のもとで十分な症例を経験し、しっ
かりと能力を伸ばせる環境を提供できるようにしております。
内科および脳神経内科の専門医として、急性から慢性疾患まで
幅広く診療を行うことができ、中核病院から地域の病院のいず
れでも活躍できる能力の獲得を目指して、教室全体でサポート
します。

専攻医研修プログラム

　日本内科学会が定める研修プログラムによる評価、研修シー
ト、研修医評価法、指導医評価法により総合的に判断します。

評価方法

荒若 繁樹（あらわか しげき）科長



後期研修プログラムの特徴（続き） 大学院における教育・研究活動
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　実臨床の場では、例えば「歩きにくい」という訴えで診察に来られ
た患者を診察するときに、脳神経から運動系、感覚系、協調運動系と
ひとつひとつ異常がないか確認しながら原因の局在を突き止めて
いきます。血液検査や画像など検査のみで診断できる疾患は少な
く、ほかの診療科よりもより診察が要求される領域です。脳神経内
科は難しい分野と思われますが、一方では非常に奥が深く、正確に
診断し治療が奏功したときにより大きな達成感を感じることがで
きます。やりがいのある診療科です。

指導医のコメント

石田 志門 講師

日本内科学会／日本神経学会／日本脳卒中学会
日本神経治療学会／日本神経免疫学会／日本認知症学会
日本パーキンソン病・運動障害疾患学会

参加学会等

❶パーキンソン病（基礎研究）
　基礎研究では、細胞生物学的視点からパーキンソン病の神経細胞
変性メカニズムを解明し、変性を抑制する薬物療法の開発を行って
います。大学院生の研究成果が米国神経科学学会誌に発表されてい
ます（Nakamura S, et al. J Neruosci 41(35)2021）。知識や
経験は全く問いません。分子生物学・細胞生物学といった基礎的研
究に興味のある若手を熱烈歓迎いたします。研究を通して神経難病
がどのようにして生じるのか、いっしょに考えましょう。若い人た
ちの参集を心からお待ちしております。
1. パーキンソン病におけるレビー小体形成機序の解明　
　パーキンソン病は、レビー小体と呼ばれる凝集体が神経細胞内に
形成されることを特徴とします。レビー小体は、α-シヌクレインと
呼ばれるタンパク質分子が異常に凝集したものです。このα-シヌク
レインの異常凝集が神経細胞の変性に重要な影響を与えていると
考えられています。私たちは、レビー小体の形成メカニズムの解明
を目指して、培養細胞やノックアウトマウスを用いてα-シヌクレイ
ンの分解（オートファジーなど）と凝集の関係に焦点をあて研究に
取り組んでおります。凝集を抑制するポテンシャルを示す薬剤につ
いて論文報告しています。
2. レビー小体伝播メカニズムの解明
　症状の進行を説明する考えとして、α-シヌクレインのプリオン
様伝播仮説というものが提唱されています。もともと、クロイツフ
ェルト・ヤコブ病で唱えられてきた仮説です。これは、構造的に異常
をもつタンパク質が正常型のタンパク質を次々に異常型に変換し
ながら、細胞から細胞に伝播・進展していくという考えです。パーキ
ンソン病でもα-シヌクレインがプリオン様に伝播していく機序が
考えられています。私たちは、α-シヌクレイン細胞外への放出機構
に焦点をあて研究を行っております。新しい放出機構を論文報告し
て、精力的に取り組んでいるテーマです。放出機構を制御すること
によって、新しいパーキンソン病治療法を開拓することを目指して
おります。
3. AAV接種動物を用いたパーキンソン病治療法の探索
　パーキンソン病には多様な治療薬があります。しかし、神経細胞
の変性を抑制する治療法はありません。長期予後を改善するために
は、神経を保護する治療法の開発が必要です。しかし、具体的にどの
ような分子を標的とすることで、改善効果が得られるのか明らかで
はありません。私たちは、アデノ随伴ウイルスを用いてα-シヌクレ

インをノックアウトマウスに接種し、特定の遺伝子発現を抑制した
とき、α-シヌクレインの毒性がどのように変化するか研究してお
ります。ウイルスを用いたモデル動物の作製は、国内でも実施でき
うる施設は非常に限られています。その利点を活かして、分子レベ
ルで有効な標的を探索しています。

❷パーキンソン病（臨床研究）
1. PD患者における非運動症状の実態調査　
　パーキンソン病では、振戦や寡動などの運動症状の他に、抑うつ、
不安、アパシー、睡眠覚醒障害、便秘、起立性低血圧などの多様な非
運動症状が出現することが知られています。それらの症状は、ウエ
アリングオフや早朝のオフなどに関連し、患者のQOLを低下させ
ると考えられています。研究グループでは、パーキンソン病の非運
動症状について実態調査をおこない、パーキンソン病の方々が普段
感じられているさまざまな苦痛について、まだよくわからない点に
光をあてて、治療介入に結び付けていきたいと考えております。

❸ギラン・バレー症候群の臨床的特徴の検討
　ギラン・バレー症候群の合併症として低ナトリウム血症が知られ
ています。低ナトリウム血症合併例の臨床的特徴として、重症例が
多い、高齢者が多いなどが報告されていますが、詳しくはわかって
おりません。また、低ナトリウム血症合併の病態機序として自律神 
経障害の関与が疑われていますが、未だ確定しておりません。我々
は、ギラン・バレー症候群患者において、低ナトリウム血症合併群と
非合併群に分類し比較検討しております。この解析により、低ナト
リウム合併例の臨床的特徴、病態機序を理解することを目指してい
ます。

❹細菌性髄膜炎の臨床的特徴の検討
　細菌性髄膜炎患者は、副鼻腔炎、中耳炎、肺炎、心内膜炎、脊椎炎な
ど様々な感染を合併することが知られています。我が国は急速な高
齢化の進行により免疫力が低下している患者、基礎疾患を持ってい
る患者が増えていると考えられ、よって、細菌性髄膜炎を発症した
際に様々な感染の合併を伴う患者も以前と比較して増え、その種類
や特徴も変化していると考えられます。しかし、細菌性髄膜炎患者
における様々な感染の合併の割合・その種類、年齢、基礎疾患、起因 
菌、治療期間、予後などに関して、近年の報告は限られております。
我々は細菌性髄膜炎における他臓器感染合併症に関して特に近年
の状況を明らかにするための研究を行っております。この研究によ
り、細菌性髄膜炎患者において他臓器感染合併も考慮した包括的な
診療ができるようになることを目指しています。

❺視神経脊髄炎における濾胞性ヘルパーT細胞の役割の解明
　視神経脊髄炎の病態に末梢血の濾胞性ヘルパーT細胞という免
疫細胞の異常が関与することが報告されていますが、その詳しい役
割は明らかにされていません。今回、濾胞性ヘルパーT細胞を測定
し、さらに、診療録より得た臨床所見、血液検査所見、髄液検査所見
との関連を検討することで、視神経脊髄炎の病態における濾胞性ヘ
ルパーT細胞の役割を明らかにしたいと考えています。

医療として奥が深く、社会から
求められている診療科、 
それは脳神経内科

❶内科専門医・神経内科専門医を取得する能力を養う
❷患者・同僚・コメディカルとコミュニケーションがとれる
❸基本的な倫理意識と内科医としての臨床能力を修得する
❹協調的・建設的にチーム医療を実践できる
❺学会および学術誌で症例を報告する能力を磨く
❻脳神経内科疾患の病態メカニズムを理解する
❼幅広く脳神経内科疾患の診療が行える

到達目標

滋賀県立総合病院（滋賀県守山市）／淡海医療センター（滋賀県草津
市）／公立甲賀病院（滋賀県甲賀市）／日本海総合病院（山形県酒田
市）／藍野病院（大阪府茨木市）／済生会吹田病院（大阪府吹田市）／
市立ひらかた病院（大阪府枚方市）／日生病院（大阪府大阪市）／
清恵会病院（大阪府堺市）

プログラムに参加する医療機関等

日本内科学会内科専門医
日本神経学会専門医 
日本認知症学会専門医／日本脳卒中学会専門医

取得できる認定医・専門医

レジデントからのコメント

　皆さんは医師としてどのような姿を
目指していますか。脳神経内科は一般内
科や救急分野にかかる脳卒中診療から、
若年者の難病管理、慢性疾患の終末期医
療まで非常に多彩な診療を行います。神
経疾患は難しいイメージがあると思い

ますが、患者さんへの丁寧な問診、診察によって、病気が神経所見と
して自分の目の前に現れ、様々な情報や検査によって形作られてい
く面白さは、自分の手による神経診察を行う脳神経内科医ならでは
のものです。当院レジデントは自分の学びを総動員して患者さんに
相対する中で、様々な年代の上級医と密に議論させて頂くことがで
き、脳神経内科の醍醐味を堪能する日々を送ることができます。

　脳神経内科が対象とする疾患は幅が
広く、救急医療をバリバリ行いたいと
思っている人、腰を据えてじっくりと
診療を行いたいと思っている人どちら
のニーズも満たすことができます。ま
た、神経疾患の中には診断基準や治療

法が確立されてない疾患も数多く存在するため、日常診療だけでな
く臨床・基礎研究も行いたいと思っている人にも向いている科だと 
思います。当科では、大学病院や関連病院での研修を通じて、数多く
の疾患を経験でき、自分が将来どのような医師人生を送りたいか、 
じっくりと考えることができると思います。

澤井 大樹 医師
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後期研修プログラムの特徴（続き） 大学院における教育・研究活動
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＜呼吸器内科レジデント1年目＞
臨　床
•呼吸器疾患全般にわたる入院患者を、病棟指導医のもと診療する。
•呼吸器疾患全般の病態を把握し、的確な診断・治療計画、症例の提

示をする。
•画像（胸部X線、胸部CT）の読影、呼吸機能検査、気管支内視鏡検

査、胸腔穿刺、がん遺伝子スクリーニングなど呼吸器疾患に関す
る検査法を学ぶ。

•各疾患に対する薬物療法、肺癌の薬物療法（分子標的治療、複合免
疫療法、化学療法）などの治療法を学ぶ。

•呼吸器疾患における処置（気管内挿管、人工呼吸管理、NIPPV、
胸腔ドレナージなど）を学ぶ。
研修医の指導
•内科全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療にあ

たる。
臨床研究
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。
その他
•カンファレンス、抄読会、勉強会などに積極的に参加し、基礎的あ

るいは最新の知識や成果を学ぶ。
•文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。

3 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科
Respiratory Medicine and Thoracic Oncology

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

　高齢化の進行に伴い呼吸器系の病気は増加傾向にあり、世界保健機構（WHO）も21世紀の重要疾患として慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺がん、
結核などをあげています。しかし、呼吸器疾患はそれだけでなく気管支喘息、肺炎、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など様々です。
　当科では特に肺癌の診断・治療を中心に診療を行っています。がん治療の発展はめざましく、呼吸器腫瘍分野はまさにその中心と言えます。
遺伝子変異に応じた分子標的治療薬による個別化医療の導入、加えてその耐性克服薬剤の開発が行われ当科も日本の中心的役割を担いました。
さらには手術・放射線治療・がん薬物療法を軸とする集学的治療に加え、がん治療の第4の柱と期待される免疫療法が2015年末の非小細胞肺癌
に対して臨床導入されて以降、難治がんの代表であった進行肺癌に長期生存の道が開かれました。がんゲノム医療や免疫療法といった高度に細
分化された肺がん治療に対応し、またそれを担う人材を輩出し地域に貢献しています。
　当科では呼吸器疾患のスペシャリストであるとともに、ジェネラリストであり全人的に患者さんを“診る”事ができる事、そして日常の診療で
生じた疑問や難題を解決する手法を身につける事を目標としています。

初期研修プログラムの特徴
　呼吸器内科では、一般病床約40床を有し、年間入院数約900件
以上と豊富な症例数を有しています。肺癌、呼吸器感染症、COPD
を含めて呼吸器病学全般に関して幅広い呼吸器内科の専門研修を
受けることが可能です。
　呼吸器内科のレジデント研修は、呼吸器病学全般の知識と臨床能
力および技術を修得することを目的とし、呼吸器領域のいかなる分
野の診療においても習熟した呼吸器専門医の育成を目的とします。
　呼吸器内科では、頻度の高い呼吸器疾患（呼吸器感染症、肺癌、気
管支喘息、COPD、びまん性肺疾患、呼吸不全など）を各分野の専門
家の指導のもとに経験することができます。さらに、呼吸器内科専
門外来の診療現場に入って、外来における専門診療の知識・技能と
態度のあり方をも学べます。
　また、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研
究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修
システムを構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②
臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている呼吸器疾患研究
における基礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に可能
です。
　そして、呼吸器科研修カリキュラムに基づく臨床経験、技量の修
得は、日本呼吸器学会専門医の受験資格取得のための重要な過程と
なります。

　毎日2-3診の外来診療と平均40人の入院診療を行っています。

　現在の診療は、毎日外来2-3診で2020年のデータでは合計約14,000人で新患が1,200人余りになります。肺がん、喘息、COPD、気管支拡張

症、非結核性抗酸菌症などで通院されています。その他、在宅酸素療法は301名、在宅人工呼吸器が29名、睡眠時無呼吸症候群のCPAPが164名

でした。また肺がんの化学療法のうちカルボプラチンの併用療法、単剤治療は外来で行っています。

　2020年の入院患者さんの内訳は、合計829名で腫瘍性疾患433名（非小細胞肺癌246名、小細胞肺癌93名など）が最大で、呼吸器感染症が

46名、びまん性肺疾患が20名などです。また検査入院として3日間の気管支鏡入院が225名、CTガイド下生検が9名、睡眠時無呼吸症候群の診

断及びタイトレーションためのポリソムノグラフィー入院は50名でした。

　また、気管支鏡検査は272件で癌精査が183件、びまん性肺疾患が45件、感染症診断が37件、血痰精査が4件でした。

　肺癌は、ドライバー遺伝子を標的とするキナーゼ阻害剤（分子標的治療）、免疫チェックポイント阻害剤の臨床導入や支持・緩和療法の発達で治

療成績が著しく向上しています。ゲノム医療や免疫関連有害事象、オンコロジーエマージェンシーへの対応など、進行肺癌であっても長期生存を

可能とすべく、集学的治療を実践しています。また、臨床研究も盛んで、治療成績向上のため、治験・臨床試験を積極的にも取り組んでいます。

　気管支喘息はこの数年の間に病態生理の解明が進み治療選択肢が大きく増えた疾患の一つです。正確な診断と各症例毎の個別化治療を行うた

めに、呼気NOや可逆性試験等を駆使し、診療を行っております。重症症例を対象とした抗体製剤についても経験を集積しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学病院呼吸器内科  TEL：072-683-1221／e-mail：respmed@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in1/res/index.html

●教室（診療科）指導医・上級医●
氏 名（職 掌） 専 門 医 専門領域

今西将史（助　教）

田村洋輔（助　教）

中村敬彦（助　教）

松永仁綜（助　教）

鶴岡健二郎（助　教）

辻　博行（助教(准)）

呼吸器専門医、総合内科専門医

呼吸器専門医・指導医、認定内科医、がん治療認定医

呼吸器専門医、認定内科医、総合内科専門医

認定内科医

認定内科医、がん薬物療法専門医

呼吸器専門医、認定内科医、呼吸器内視鏡専門医

呼吸器全般、職業性肺疾患

呼吸器全般、肺癌

呼吸器全般、喘息、COPD

呼吸器全般

呼吸器全般、肺癌

呼吸器全般

呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科3

　肺炎は、入院のCapacityの問題で外来治療が多くなりましたが、重症例は入院にも対応しています。肺結核は入院には対応していませんが、排

菌のない患者さんは外来で治療を行います。また最近増加してきている非結核性抗酸菌症についても画像上の増悪、症状増悪があれば積極的に

治療を行っています。また、気管支拡張症などの慢性気道感染に対してもマクロライド少量持続投与中心に加療しています。

　睡眠時無呼吸症候群については簡易スクリーニングで疑いが強い場合、ポリソムノグラフィー入院にて診断確定し、陽圧換気（CPAP）の導入

を行っています。

　症例が豊富なため学会発表の機会も多く、呼吸器学会の専門医取得には非常に有利と考えます。また肺癌化学療法の治験、臨床試験も積極的に

行っていきます。

　また近年は、出産・子育てで一時的に第一線を退かなければならなくなった女性医師へのサポートも前向きに取り組んでいます。

池田 宗一郎（いけだ そういちろう）診療准教授（科長）
■専門分野
　呼吸器内科全般、免疫・アレルギー疾患、睡眠呼吸障害

■主な学会／専門資格
　日本内科学会／認定内科医・総合内科専門医・指導医
　日本呼吸器学会／専門医・指導医
　日本呼吸器内視鏡学会／呼吸器内視鏡専門医・指導医
　日本アレルギー学会／アレルギー専門医
　日本結核・非結核性抗酸菌症学会／結核・抗酸菌症認定医
　がん治療認定医機構／がん治療認定医

■研究課題
　睡眠時無呼吸症候群の効果的な診断法と治療法の改善
　種々のびまん性肺疾患の病態解明

研修内容と到達目標

藤阪保仁（特務教授）
呼吸器専門医・指導医、がん薬物療法専門医・指導医
がん治療認定医、臨床薬理学会指導医

呼吸器全般、肺癌
臨床腫瘍学、早期開発臨床試験



＜呼吸器内科レジデント1年目＞
臨　床
•呼吸器疾患全般にわたる入院患者を、病棟指導医のもと診療する。
•呼吸器疾患全般の病態を把握し、的確な診断・治療計画、症例の提

示をする。
•画像（胸部X線、胸部CT）の読影、呼吸機能検査、気管支内視鏡検

査、胸腔穿刺、がん遺伝子スクリーニングなど呼吸器疾患に関す
る検査法を学ぶ。

•各疾患に対する薬物療法、肺癌の薬物療法（分子標的治療、複合免
疫療法、化学療法）などの治療法を学ぶ。

•呼吸器疾患における処置（気管内挿管、人工呼吸管理、NIPPV、
胸腔ドレナージなど）を学ぶ。
研修医の指導
•内科全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療にあ

たる。
臨床研究
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。
その他
•カンファレンス、抄読会、勉強会などに積極的に参加し、基礎的あ

るいは最新の知識や成果を学ぶ。
•文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。

3 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科
Respiratory Medicine and Thoracic Oncology

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

　高齢化の進行に伴い呼吸器系の病気は増加傾向にあり、世界保健機構（WHO）も21世紀の重要疾患として慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺がん、
結核などをあげています。しかし、呼吸器疾患はそれだけでなく気管支喘息、肺炎、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など様々です。
　当科では特に肺癌の診断・治療を中心に診療を行っています。がん治療の発展はめざましく、呼吸器腫瘍分野はまさにその中心と言えます。
遺伝子変異に応じた分子標的治療薬による個別化医療の導入、加えてその耐性克服薬剤の開発が行われ当科も日本の中心的役割を担いました。
さらには手術・放射線治療・がん薬物療法を軸とする集学的治療に加え、がん治療の第4の柱と期待される免疫療法が2015年末の非小細胞肺癌
に対して臨床導入されて以降、難治がんの代表であった進行肺癌に長期生存の道が開かれました。がんゲノム医療や免疫療法といった高度に細
分化された肺がん治療に対応し、またそれを担う人材を輩出し地域に貢献しています。
　当科では呼吸器疾患のスペシャリストであるとともに、ジェネラリストであり全人的に患者さんを“診る”事ができる事、そして日常の診療で
生じた疑問や難題を解決する手法を身につける事を目標としています。

初期研修プログラムの特徴
　呼吸器内科では、一般病床約40床を有し、年間入院数約900件
以上と豊富な症例数を有しています。肺癌、呼吸器感染症、COPD
を含めて呼吸器病学全般に関して幅広い呼吸器内科の専門研修を
受けることが可能です。
　呼吸器内科のレジデント研修は、呼吸器病学全般の知識と臨床能
力および技術を修得することを目的とし、呼吸器領域のいかなる分
野の診療においても習熟した呼吸器専門医の育成を目的とします。
　呼吸器内科では、頻度の高い呼吸器疾患（呼吸器感染症、肺癌、気
管支喘息、COPD、びまん性肺疾患、呼吸不全など）を各分野の専門
家の指導のもとに経験することができます。さらに、呼吸器内科専
門外来の診療現場に入って、外来における専門診療の知識・技能と
態度のあり方をも学べます。
　また、日常の臨床から得られる様々な問題点から発展した臨床研
究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修
システムを構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②
臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている呼吸器疾患研究
における基礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に可能
です。
　そして、呼吸器科研修カリキュラムに基づく臨床経験、技量の修
得は、日本呼吸器学会専門医の受験資格取得のための重要な過程と
なります。

　毎日2-3診の外来診療と平均40人の入院診療を行っています。

　現在の診療は、毎日外来2-3診で2020年のデータでは合計約14,000人で新患が1,200人余りになります。肺がん、喘息、COPD、気管支拡張

症、非結核性抗酸菌症などで通院されています。その他、在宅酸素療法は301名、在宅人工呼吸器が29名、睡眠時無呼吸症候群のCPAPが164名

でした。また肺がんの化学療法のうちカルボプラチンの併用療法、単剤治療は外来で行っています。

　2020年の入院患者さんの内訳は、合計829名で腫瘍性疾患433名（非小細胞肺癌246名、小細胞肺癌93名など）が最大で、呼吸器感染症が

46名、びまん性肺疾患が20名などです。また検査入院として3日間の気管支鏡入院が225名、CTガイド下生検が9名、睡眠時無呼吸症候群の診

断及びタイトレーションためのポリソムノグラフィー入院は50名でした。

　また、気管支鏡検査は272件で癌精査が183件、びまん性肺疾患が45件、感染症診断が37件、血痰精査が4件でした。

　肺癌は、ドライバー遺伝子を標的とするキナーゼ阻害剤（分子標的治療）、免疫チェックポイント阻害剤の臨床導入や支持・緩和療法の発達で治

療成績が著しく向上しています。ゲノム医療や免疫関連有害事象、オンコロジーエマージェンシーへの対応など、進行肺癌であっても長期生存を

可能とすべく、集学的治療を実践しています。また、臨床研究も盛んで、治療成績向上のため、治験・臨床試験を積極的にも取り組んでいます。

　気管支喘息はこの数年の間に病態生理の解明が進み治療選択肢が大きく増えた疾患の一つです。正確な診断と各症例毎の個別化治療を行うた

めに、呼気NOや可逆性試験等を駆使し、診療を行っております。重症症例を対象とした抗体製剤についても経験を集積しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学病院呼吸器内科  TEL：072-683-1221／e-mail：respmed@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in1/res/index.html

●教室（診療科）指導医・上級医●
氏 名（職 掌） 専 門 医 専門領域

今西将史（助　教）

田村洋輔（助　教）

中村敬彦（助　教）

松永仁綜（助　教）

鶴岡健二郎（助　教）

辻　博行（助教(准)）

呼吸器専門医、総合内科専門医

呼吸器専門医・指導医、認定内科医、がん治療認定医

呼吸器専門医、認定内科医、総合内科専門医

認定内科医

認定内科医、がん薬物療法専門医

呼吸器専門医、認定内科医、呼吸器内視鏡専門医

呼吸器全般、職業性肺疾患

呼吸器全般、肺癌

呼吸器全般、喘息、COPD

呼吸器全般

呼吸器全般、肺癌

呼吸器全般

呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科3

　肺炎は、入院のCapacityの問題で外来治療が多くなりましたが、重症例は入院にも対応しています。肺結核は入院には対応していませんが、排

菌のない患者さんは外来で治療を行います。また最近増加してきている非結核性抗酸菌症についても画像上の増悪、症状増悪があれば積極的に

治療を行っています。また、気管支拡張症などの慢性気道感染に対してもマクロライド少量持続投与中心に加療しています。

　睡眠時無呼吸症候群については簡易スクリーニングで疑いが強い場合、ポリソムノグラフィー入院にて診断確定し、陽圧換気（CPAP）の導入

を行っています。

　症例が豊富なため学会発表の機会も多く、呼吸器学会の専門医取得には非常に有利と考えます。また肺癌化学療法の治験、臨床試験も積極的に

行っていきます。

　また近年は、出産・子育てで一時的に第一線を退かなければならなくなった女性医師へのサポートも前向きに取り組んでいます。

池田 宗一郎（いけだ そういちろう）診療准教授（科長）
■専門分野
　呼吸器内科全般、免疫・アレルギー疾患、睡眠呼吸障害

■主な学会／専門資格
　日本内科学会／認定内科医・総合内科専門医・指導医
　日本呼吸器学会／専門医・指導医
　日本呼吸器内視鏡学会／呼吸器内視鏡専門医・指導医
　日本アレルギー学会／アレルギー専門医
　日本結核・非結核性抗酸菌症学会／結核・抗酸菌症認定医
　がん治療認定医機構／がん治療認定医

■研究課題
　睡眠時無呼吸症候群の効果的な診断法と治療法の改善
　種々のびまん性肺疾患の病態解明

研修内容と到達目標

藤阪保仁（特務教授）
呼吸器専門医・指導医、がん薬物療法専門医・指導医
がん治療認定医、臨床薬理学会指導医

呼吸器全般、肺癌
臨床腫瘍学、早期開発臨床試験



呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科3

大学院における教育・研究活動

＜呼吸器内科レジデント2年目＞
臨　床
•呼吸器疾患の各分野についての病態および診断・治療についての

知識を深め、技能を向上させる。1年目で得た基礎的な診断・治療
の技術を習熟するように努める。

研修医の指導
•呼吸器科一般の診断・治療・手技について研修医、1年目レジデン

トの指導を行う。
•各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
臨床研究
•臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。
＜呼吸器内科レジデント3年目＞
臨　床 
•呼吸器疾患全般の病態、診断、治療について正確に理解し、カンフ

ァレンスなどで問題解決にむけた適切な方向を示せる。
•他科からのコンサルテーションに対し的確な対応ができる。
•呼吸器疾患に関する各種検査・治療および手技についてさらに習

熟する。
研修医の指導
•研修医、1・2年目レジデントの指導を行う。
•医療チームのリーダーシップが取れるようにする。
臨床研究
•新たな臨床研究を企画・実践して原著論文を書く。

市立伊丹病院 呼吸器科、市立池田病院 内科
市立ひらかた病院 呼吸器内科、北摂総合病院 呼吸器内科

研修病院群

日本呼吸器学会のホームページ ： http://www.jrs.or.jp
の「呼吸器専門医研修カリキュラム」を用いて行う。なお、呼吸器内
科専門医の取得には、呼吸器臨床に関する論文発表が3編以上必要
であるので、できるだけ多くの症例を経験して、学会発表、論文発表
に努める必要がある。

評価方法

内科学会認定医・専門医、呼吸器学会専門医、呼吸器内視鏡学会気管
支鏡専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本アレルギ
ー学会アレルギー専門医、臨床薬理専門医など

取得できる認定医・専門医

日本内科学会／日本呼吸器学会／日本呼吸器内視鏡学会／日本臨
床腫瘍学会／日本癌治療学会／日本癌学会／日本肺癌学会／日本
アレルギー学会／日本感染症学会／日本結核・非結核性抗酸菌症学
会／IASLC／ASCO／ESMO／日本サルコイドーシス・肉芽腫性
疾患学会（JSSOG）／American Thoracic Society（ATS）

参加学会等

火曜日の夕：呼吸器疾患の症例検討会（スタッフ全員による）
木曜日の朝：抄読会ジャーナルクラブ（後期研修医以上のスタッフ全員）
平 日 の 昼：研修医レクチャー（スタッフの中の担当者による）
金曜日の朝：呼吸器内科・呼吸器外科・放射線科・病理合同カンファ
　　　　　 レンス（LDC）

週間スケジュール

　内科学Ⅰ教室では、内分泌代謝学、呼吸器病学、血液病学の3つの
内科学臨床部門を抱え、診療領域を超えて共通した研究手技（遺伝
子・蛋白解析など）を整備する他、共通の場で研究を発表することに
より、多学的な視点からディスカション、フィールドを超えた共同研
究が可能となっている。また、当科は特に各個人の希望を最大限に重
視し、臨床に属しながら基礎教室での研究、他施設研究機関での研究
も同時に行っている。

教育・研究指導方針

a肺癌
〇西日本癌研究機構（WJOG）との臨床研究としては
・WJOG8515L「T790M変異以外の機序にてEGFR-TKIに耐性化した

EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブと
カルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験」

・WJOG9416L「高齢進行非小細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF支持
下のドセタキセル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群第Ⅱ相試験」、
WJOG11518L「根治切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する化学放
射線療法後デュルバルマブ維持療法のバイオマーカーを探索するため
の多施設前向き観察研究」

・WJOG14120L「免疫チェックポイント阻害剤とプラチナを含む化学
療法の併用療法による初回治療が無効もしくは治療後に再燃した切除
不能な進行・再発の肺扁平上皮癌患者を対象としたシスプラチン、ゲム
シタビン、ネシツムマブの３剤併用療法の多施設共同第II相試験」

・WJOG14420L「EGFR L858R変異に対するエルロチニブ＋ラムシ
ルマブ併用療法とオシメルチニブを比較する第３相試験」

・WJOG14420LTR「EGFR 遺伝子L858R 変異陽性進行再発非扁平
上皮非小細胞肺癌におけるTP53 遺伝子変異の意義および治療耐性メ
カニズムの検討」

・WJOG0105LFS「切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するマイトマイシ
ン /ビンデシン/シスプラチンとイリノテカン/ カルボプラチンとパク
リタキセル/カルボプラチンと同時放射線治療の第Ⅲ相無作為化比較試
験の長期生存の追加解析」

・WJOG5108LFS「進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチ
ブのランダム化第Ⅲ相試験のPFSとOSの追加解析」

　に参加している。
〇他施設との共同研究として
・関西医科大学附属病院：EGFR遺伝子変異陽性 切除不能な進行・再発非

扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ+カ
ルボプラチン+パクリタキセル（ABCP）療法の多施設共同前向き観察
研究

・京都府立医科大学附属病院：Anamorelin投与が非小細胞肺癌患者への
複合免疫療法に与える影響の前向き観察研究

に参加している。
〇日本国内でのインターグループstudyとして
・アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子

スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究
（LC-SCRUM-Asia）

・非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を目指した、
遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察
研究（LC-SCRUM-TRY）

・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺
癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の 多施設共同前
向 き 観 察 研 究 　 J - T A I L - 2：J a p a n e s e - T r e a t m e n t  w i t h  
Atezolizumab In Lung Cancer-2

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメ
ルチニブへの逐次投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究

（Gio-Tag Japan）
・Gio-Tag Japan附随研究・Cell free DNA を用いたバイオマーカー探

索研究
・未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ＋イピ

リムマブ±化学療法併用療法の日本における治療実態および有効性と
安全性に関する観察研究（LIGHT-NING）

・日本人EGFR遺伝子変異陽性の進行肺腺癌患者を対象とした一次治療
としてのアファチニブ（ジオトリフ®）投与及び後続治療に関するリア
ルワールド研究（J-REGISTER）

・Uncommon Mutationに対するTKIの有効性及びジオトリフ®に続く
投与順序（シークエンシング）に関するリアルワールド試験（UpSwinG
試験）

に参加している
〇院内では
「免疫チェックポイント阻害剤の心機能障害モニタリングに関する観察
研究」

「NGS（next-generation sequencer）で判明する希少なドライバー遺伝
子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を確認する観察研究」
また基礎研究として薬理学教室との共同研究で、

「PD-1抗体による自己免疫性心筋炎」
「iPS細胞を用いたゲフィチニブ起因性肝障害のメカニズム解析」などを
施行している。

〇肺癌に関しては、オンコマインDx®Target TestマルチCDxシステム、
AmoyDx® 肺癌マルチ遺伝子PCRパネルなど保険承認された遺伝子検
査、LC-SCRUM-Asiaなどによりドライバー遺伝子のスクリーニングを行
い、それに基づいて分子標的治療や免疫チェックポイント阻害剤を中心と
した治験・臨床試験を展開している。
また、当院はがんゲノム医療連携病院に該当し、ゲノムプロファイリング検
査（NCCオンコパネル®、Foundation One CDx®、Foundation One 
Liquid CDx®）も施行可能であり、希少な胸部腫瘍に関しても遺伝子スク
リーニングに基づいた治療を行っている。
b睡眠時無呼吸
　夜間頻尿などの見落とされやすい症状との関連性、顔面形態からみた重
症度やCPAPのコンプライアンスへ影響する要因の解明
c気管支喘息
　血中好酸球やサイトカインと、喘息に対する各種抗体製剤の効果の反応
性の検討
d呼吸機能検査
　被験者の負担が少ない新しい検査法のモストグラフと従来のスパイログ
ラムを比較する事により、モストグラフの優れた特性を明らかにする
e間質性肺炎
　過敏性肺臓炎の原因検索の一環としてイムノキャップ法による鳥抗体の
検討

現在の研究テーマとその概要並びに展望

急性期から慢性期まで幅広く経験できます
　2017年度に大阪医科大学を卒業し、市立ひらかた
病院で初期研修を経て令和元年に呼吸器内科・呼吸器
腫瘍内科に入局しました。呼吸器内科は急性期から慢
性期まで幅広く診療できるところが魅力で、それぞれ
疾患も多岐にわたります。呼吸困難を主訴にして来院

する気胸の患者さんに緊急でドレナージを行うこともあれば、肺癌の緩和ケ
アとして疼痛緩和などを様々な薬剤を用いてコントロールすることもあり、
多くのことを経験し学ぶことができます。昨今は特に肺癌分野での進歩が目

覚ましく、2年ごとに発行されるガイドラインにおいて、ひとつ前のものがほ
とんど使えないということもあります。そして、この大阪医大呼吸器内科は新
しい治療を行うための治験を行っている病院の一つであり、常に世界最先端
の治療を提示し、行っています。もちろん、肺癌だけでなく喘息やCOPD、肺炎
など一般的な症例も経験し、画像の読影能力も磨くことができます。呼吸器内
科の指導医の先生方は、決して何事も強制せず自由に学び働く環境を作って
くれています。将来大学で研究をしたり、外へ行って自分の学びたい分野を学
ぶ、市中病院で働く、開業するなど自由な選択肢を与えてくれるので、まだ
将来が不安で何をしたいのかわからない人も、呼吸器の特定分野を極めた
い人も皆さん大歓迎です。ぜひ呼吸器内科を研修し、雰囲気を感じてみて
ください。

満屋　奨　2017年卒

懐の深い環境で充実した研修を
　2019年に兵庫医科大学を卒業し、大阪医科大学附
属病院での初期研修を経て、呼吸器内科・呼吸器腫瘍内
科に入局しました。 
　内科の中でも急性期のものから慢性期のものまで、幅
広い疾患の診療を行うこの診療科に魅力を感じ入局を

決めました。入局して1年が経ちますが、肺癌患者さんの診断から治療方針の
決定を学べるだけでなく、積極的治療が継続できなくなり、best supportive 
care (BSC)の方針となった患者さんに対して医師として何ができるのかを
考え学び、実践する機会も多く、とてもやりがいを感じております。当科はチー
ム制を導入しており、一定期間同じ指導医の先生の元で仕事をするため、より
深く患者さんのことを学べると感じます。入局後は複数の指導医のもとをロー
テーションできるようになるのですが、先生毎に診療のこだわりポイントや画
像の読影方法等があるため、知識も自然と深まる気がします。
　カンファレンスでは、盲目的にEBMを実践するのではなく、「何がその患者
さんにとって最善か？」をディスカッションして方針を決定するため、（これが
本当の意味での「個別化治療」かぁ）と、若い私は思っていたりします。入局当初
は入院診療だけで手一杯でしたが、徐々に要領よく仕事がこなせるようになる
と外来業務も始まります。最初は上級医の先生と一緒にオンコール対応をしま
すが、外来診療では喘息、COPD、など一般的な呼吸器疾患や長引く咳症状の
診療が経験できます。正直に言うと楽な診療科ではありません。忙しいです。で
すがそれに見合うやり甲斐は感じられます。「百聞は一見にしかず」、研修医の
皆さん、是非当科の雰囲気を実際に感じてみてください。皆さんと一緒に仕事
をする日を指導医の先生達とともにお待ちしています！

島津 保之

女性医師も安心して働けます
　私は現在、大阪医科薬科大学 第一内科 呼吸器内科・
呼吸器腫瘍内科で後期レジデントとして勉強させてい
ただいております。もともと癌治療や緩和ケアに興味
があり将来は癌患者さんやご高齢の方と関わっていた
いなという漠然とした想いがありました。初期研修の

時に患者さんに対して細やかな気を配って治療されていた呼吸器内科の先生
に憧れて呼吸器内科を専門としました。初めは不安でいっぱいしたが、相談し
やすい上級医の先生、看護師さん、同期のおかげで不安は吹き飛び充実した毎
日を送っております。当初女性の先生が少なかったことがかなり不安だった
のですが、レジデント部屋やロッカーで他科の女性の先生と喋る機会も多く
いつも相談に乗ってもらえるため、不安どころか現在はとても心強く安心し
て過ごすことができています。
　呼吸器内科には、さまざまな分野があり、いろいろ興味を持てることがあり
ます。少しでも当科に興味のある先生はまずは気軽に見学にきてください。ぜ
ひ、お待ちしております！

金岡 聖恵　2017年卒 （2022年2月から産休中）

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

午　前 午　後
治験カンファ（朝）、病棟

気管支鏡
病棟

抄読会（朝）、気管支鏡
LDC（朝）

病棟

医局会（夕方）
教授回診、症例検討会（夕方）

病棟
病棟
病棟

先輩レジデントのコメント

2019年卒　
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大学院における教育・研究活動

＜呼吸器内科レジデント2年目＞
臨　床
•呼吸器疾患の各分野についての病態および診断・治療についての

知識を深め、技能を向上させる。1年目で得た基礎的な診断・治療
の技術を習熟するように努める。

研修医の指導
•呼吸器科一般の診断・治療・手技について研修医、1年目レジデン

トの指導を行う。
•各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
臨床研究
•臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
•経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
•研究会、学会での発表および論文作成にあたる。
＜呼吸器内科レジデント3年目＞
臨　床 
•呼吸器疾患全般の病態、診断、治療について正確に理解し、カンフ

ァレンスなどで問題解決にむけた適切な方向を示せる。
•他科からのコンサルテーションに対し的確な対応ができる。
•呼吸器疾患に関する各種検査・治療および手技についてさらに習

熟する。
研修医の指導
•研修医、1・2年目レジデントの指導を行う。
•医療チームのリーダーシップが取れるようにする。
臨床研究
•新たな臨床研究を企画・実践して原著論文を書く。

市立伊丹病院 呼吸器科、市立池田病院 内科
市立ひらかた病院 呼吸器内科、北摂総合病院 呼吸器内科

研修病院群

日本呼吸器学会のホームページ ： http://www.jrs.or.jp
の「呼吸器専門医研修カリキュラム」を用いて行う。なお、呼吸器内
科専門医の取得には、呼吸器臨床に関する論文発表が3編以上必要
であるので、できるだけ多くの症例を経験して、学会発表、論文発表
に努める必要がある。

評価方法

内科学会認定医・専門医、呼吸器学会専門医、呼吸器内視鏡学会気管
支鏡専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本アレルギ
ー学会アレルギー専門医、臨床薬理専門医など

取得できる認定医・専門医

日本内科学会／日本呼吸器学会／日本呼吸器内視鏡学会／日本臨
床腫瘍学会／日本癌治療学会／日本癌学会／日本肺癌学会／日本
アレルギー学会／日本感染症学会／日本結核・非結核性抗酸菌症学
会／IASLC／ASCO／ESMO／日本サルコイドーシス・肉芽腫性
疾患学会（JSSOG）／American Thoracic Society（ATS）

参加学会等

火曜日の夕：呼吸器疾患の症例検討会（スタッフ全員による）
木曜日の朝：抄読会ジャーナルクラブ（後期研修医以上のスタッフ全員）
平 日 の 昼：研修医レクチャー（スタッフの中の担当者による）
金曜日の朝：呼吸器内科・呼吸器外科・放射線科・病理合同カンファ
　　　　　 レンス（LDC）

週間スケジュール

　内科学Ⅰ教室では、内分泌代謝学、呼吸器病学、血液病学の3つの
内科学臨床部門を抱え、診療領域を超えて共通した研究手技（遺伝
子・蛋白解析など）を整備する他、共通の場で研究を発表することに
より、多学的な視点からディスカション、フィールドを超えた共同研
究が可能となっている。また、当科は特に各個人の希望を最大限に重
視し、臨床に属しながら基礎教室での研究、他施設研究機関での研究
も同時に行っている。

教育・研究指導方針

a肺癌
〇西日本癌研究機構（WJOG）との臨床研究としては
・WJOG8515L「T790M変異以外の機序にてEGFR-TKIに耐性化した

EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブと
カルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験」

・WJOG9416L「高齢進行非小細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF支持
下のドセタキセル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群第Ⅱ相試験」、
WJOG11518L「根治切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する化学放
射線療法後デュルバルマブ維持療法のバイオマーカーを探索するため
の多施設前向き観察研究」

・WJOG14120L「免疫チェックポイント阻害剤とプラチナを含む化学
療法の併用療法による初回治療が無効もしくは治療後に再燃した切除
不能な進行・再発の肺扁平上皮癌患者を対象としたシスプラチン、ゲム
シタビン、ネシツムマブの３剤併用療法の多施設共同第II相試験」

・WJOG14420L「EGFR L858R変異に対するエルロチニブ＋ラムシ
ルマブ併用療法とオシメルチニブを比較する第３相試験」

・WJOG14420LTR「EGFR 遺伝子L858R 変異陽性進行再発非扁平
上皮非小細胞肺癌におけるTP53 遺伝子変異の意義および治療耐性メ
カニズムの検討」

・WJOG0105LFS「切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するマイトマイシ
ン /ビンデシン/シスプラチンとイリノテカン/ カルボプラチンとパク
リタキセル/カルボプラチンと同時放射線治療の第Ⅲ相無作為化比較試
験の長期生存の追加解析」

・WJOG5108LFS「進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチ
ブのランダム化第Ⅲ相試験のPFSとOSの追加解析」

　に参加している。
〇他施設との共同研究として
・関西医科大学附属病院：EGFR遺伝子変異陽性 切除不能な進行・再発非

扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ+カ
ルボプラチン+パクリタキセル（ABCP）療法の多施設共同前向き観察
研究

・京都府立医科大学附属病院：Anamorelin投与が非小細胞肺癌患者への
複合免疫療法に与える影響の前向き観察研究

に参加している。
〇日本国内でのインターグループstudyとして
・アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子

スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究
（LC-SCRUM-Asia）

・非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を目指した、
遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察
研究（LC-SCRUM-TRY）

・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺
癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の 多施設共同前
向 き 観 察 研 究 　 J - T A I L - 2：J a p a n e s e - T r e a t m e n t  w i t h  
Atezolizumab In Lung Cancer-2

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメ
ルチニブへの逐次投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究

（Gio-Tag Japan）
・Gio-Tag Japan附随研究・Cell free DNA を用いたバイオマーカー探

索研究
・未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ＋イピ

リムマブ±化学療法併用療法の日本における治療実態および有効性と
安全性に関する観察研究（LIGHT-NING）

・日本人EGFR遺伝子変異陽性の進行肺腺癌患者を対象とした一次治療
としてのアファチニブ（ジオトリフ®）投与及び後続治療に関するリア
ルワールド研究（J-REGISTER）

・Uncommon Mutationに対するTKIの有効性及びジオトリフ®に続く
投与順序（シークエンシング）に関するリアルワールド試験（UpSwinG
試験）

に参加している
〇院内では
「免疫チェックポイント阻害剤の心機能障害モニタリングに関する観察
研究」

「NGS（next-generation sequencer）で判明する希少なドライバー遺伝
子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を確認する観察研究」
また基礎研究として薬理学教室との共同研究で、

「PD-1抗体による自己免疫性心筋炎」
「iPS細胞を用いたゲフィチニブ起因性肝障害のメカニズム解析」などを
施行している。

〇肺癌に関しては、オンコマインDx®Target TestマルチCDxシステム、
AmoyDx® 肺癌マルチ遺伝子PCRパネルなど保険承認された遺伝子検
査、LC-SCRUM-Asiaなどによりドライバー遺伝子のスクリーニングを行
い、それに基づいて分子標的治療や免疫チェックポイント阻害剤を中心と
した治験・臨床試験を展開している。
また、当院はがんゲノム医療連携病院に該当し、ゲノムプロファイリング検
査（NCCオンコパネル®、Foundation One CDx®、Foundation One 
Liquid CDx®）も施行可能であり、希少な胸部腫瘍に関しても遺伝子スク
リーニングに基づいた治療を行っている。
b睡眠時無呼吸
　夜間頻尿などの見落とされやすい症状との関連性、顔面形態からみた重
症度やCPAPのコンプライアンスへ影響する要因の解明
c気管支喘息
　血中好酸球やサイトカインと、喘息に対する各種抗体製剤の効果の反応
性の検討
d呼吸機能検査
　被験者の負担が少ない新しい検査法のモストグラフと従来のスパイログ
ラムを比較する事により、モストグラフの優れた特性を明らかにする
e間質性肺炎
　過敏性肺臓炎の原因検索の一環としてイムノキャップ法による鳥抗体の
検討

現在の研究テーマとその概要並びに展望

急性期から慢性期まで幅広く経験できます
　2017年度に大阪医科大学を卒業し、市立ひらかた
病院で初期研修を経て令和元年に呼吸器内科・呼吸器
腫瘍内科に入局しました。呼吸器内科は急性期から慢
性期まで幅広く診療できるところが魅力で、それぞれ
疾患も多岐にわたります。呼吸困難を主訴にして来院

する気胸の患者さんに緊急でドレナージを行うこともあれば、肺癌の緩和ケ
アとして疼痛緩和などを様々な薬剤を用いてコントロールすることもあり、
多くのことを経験し学ぶことができます。昨今は特に肺癌分野での進歩が目

覚ましく、2年ごとに発行されるガイドラインにおいて、ひとつ前のものがほ
とんど使えないということもあります。そして、この大阪医大呼吸器内科は新
しい治療を行うための治験を行っている病院の一つであり、常に世界最先端
の治療を提示し、行っています。もちろん、肺癌だけでなく喘息やCOPD、肺炎
など一般的な症例も経験し、画像の読影能力も磨くことができます。呼吸器内
科の指導医の先生方は、決して何事も強制せず自由に学び働く環境を作って
くれています。将来大学で研究をしたり、外へ行って自分の学びたい分野を学
ぶ、市中病院で働く、開業するなど自由な選択肢を与えてくれるので、まだ
将来が不安で何をしたいのかわからない人も、呼吸器の特定分野を極めた
い人も皆さん大歓迎です。ぜひ呼吸器内科を研修し、雰囲気を感じてみて
ください。

満屋　奨　2017年卒

懐の深い環境で充実した研修を
　2019年に兵庫医科大学を卒業し、大阪医科大学附
属病院での初期研修を経て、呼吸器内科・呼吸器腫瘍内
科に入局しました。 
　内科の中でも急性期のものから慢性期のものまで、幅
広い疾患の診療を行うこの診療科に魅力を感じ入局を

決めました。入局して1年が経ちますが、肺癌患者さんの診断から治療方針の
決定を学べるだけでなく、積極的治療が継続できなくなり、best supportive 
care (BSC)の方針となった患者さんに対して医師として何ができるのかを
考え学び、実践する機会も多く、とてもやりがいを感じております。当科はチー
ム制を導入しており、一定期間同じ指導医の先生の元で仕事をするため、より
深く患者さんのことを学べると感じます。入局後は複数の指導医のもとをロー
テーションできるようになるのですが、先生毎に診療のこだわりポイントや画
像の読影方法等があるため、知識も自然と深まる気がします。
　カンファレンスでは、盲目的にEBMを実践するのではなく、「何がその患者
さんにとって最善か？」をディスカッションして方針を決定するため、（これが
本当の意味での「個別化治療」かぁ）と、若い私は思っていたりします。入局当初
は入院診療だけで手一杯でしたが、徐々に要領よく仕事がこなせるようになる
と外来業務も始まります。最初は上級医の先生と一緒にオンコール対応をしま
すが、外来診療では喘息、COPD、など一般的な呼吸器疾患や長引く咳症状の
診療が経験できます。正直に言うと楽な診療科ではありません。忙しいです。で
すがそれに見合うやり甲斐は感じられます。「百聞は一見にしかず」、研修医の
皆さん、是非当科の雰囲気を実際に感じてみてください。皆さんと一緒に仕事
をする日を指導医の先生達とともにお待ちしています！

島津 保之

女性医師も安心して働けます
　私は現在、大阪医科薬科大学 第一内科 呼吸器内科・
呼吸器腫瘍内科で後期レジデントとして勉強させてい
ただいております。もともと癌治療や緩和ケアに興味
があり将来は癌患者さんやご高齢の方と関わっていた
いなという漠然とした想いがありました。初期研修の

時に患者さんに対して細やかな気を配って治療されていた呼吸器内科の先生
に憧れて呼吸器内科を専門としました。初めは不安でいっぱいしたが、相談し
やすい上級医の先生、看護師さん、同期のおかげで不安は吹き飛び充実した毎
日を送っております。当初女性の先生が少なかったことがかなり不安だった
のですが、レジデント部屋やロッカーで他科の女性の先生と喋る機会も多く
いつも相談に乗ってもらえるため、不安どころか現在はとても心強く安心し
て過ごすことができています。
　呼吸器内科には、さまざまな分野があり、いろいろ興味を持てることがあり
ます。少しでも当科に興味のある先生はまずは気軽に見学にきてください。ぜ
ひ、お待ちしております！

金岡 聖恵　2017年卒 （2022年2月から産休中）

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

午　前 午　後
治験カンファ（朝）、病棟

気管支鏡
病棟

抄読会（朝）、気管支鏡
LDC（朝）

病棟

医局会（夕方）
教授回診、症例検討会（夕方）

病棟
病棟
病棟

先輩レジデントのコメント

2019年卒　



病棟回診

❶入院患者を担当し、問診・診察ができる
❷発熱・咳嗽・腹痛などの一般的な身体症状に対する鑑別診断と初

期治療を行うことができる
❸末梢・中心静脈路確保、血液ガス採取、関節穿刺、腰椎穿刺、骨髄穿

刺、腹腔穿刺、蘇生処置などの基本的手技を修得する
❹全身の画像検査読影と診断ができる
❺関節超音波検査の実践と評価ができる
❻治療の理解と実践ができる
❼抗菌薬やステロイド薬など、薬剤の適正な使用ができる
❽症例発表（症例検討会、日本内科学会や日本リウマチ学会・国際学

会での発表）を行う
❾抄読会発表を行う

　病棟長および指導医（リウマチ膠原病内科助教（准）またはレジデ
ント）により、各到達目標につき評価する。

4 リウマチ膠原病内科
Rheumatology

4

●診療科の特色●

初期研修プログラムの特徴

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●
　膠原病は、原因不明の全身性炎症性疾患で自己免疫が発症や病態形成に関与します。多臓器を傷害するため、診断・治療において内科全般にわ
たり幅広い知識と病態を理解する判断力が求められます。また、近年分子標的薬などの新たな治療薬の開発と共に診療は高度化し専門性の高い
領域でもあります。当科では豊富な症例により多彩な膠原病診療の経験することが、また多くの専門医からの丁寧な指導を受けることができます。
　関節リウマチでは積極的に生物学的製剤やJAK阻害剤などの分子標的薬を、全身性エリテマトーデス（SLE）では免疫抑制剤によるマルチター
ゲット療法や抗BLyS抗体療法・抗I型インターフェロン（IFN）療法などの新規治療を導入し良好な結果です。膠原病に伴う間質性肺炎の診断・治
療に関して基礎研究や臨床研究を報告しており、特に皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎ではステロイドと免疫抑制剤による早期3剤併用療
法を提案してきました。

common diseaseから重症管理まで
　膠原病疾患の専門的知識だけでなく、医師として総合的な診療
力・技術・プレゼンテーション能力を習得した全人的医療人の育成
を基本理念としています。当科の研修では、リウマチ専門医・総合内
科専門医の資格を持った上級医がチーム制で直接指導しており、感
染症などのcommon diseasesからICU管理まで幅広く経験する
ことができます。また、上級医の指導の下で研修の早い段階から学
会発表の経験を積むことを勧めています。
<日常診療の内容>
　毎朝、担当する患者さんの血液検査結果等をグループで確認し、
回診した後に治療方針について検討します。月曜日の午後には総回
診があり、担当患者のプレゼンテーションを端的に行います。水曜
日の午後にはカンファレンスがあり、リウマチ膠原病内科の入院患
者について症例検討を行うため、担当以外の症例も幅広く勉強する
ことができます。カンファレンスでのプレゼンテーションを行いま
すが、相手にわかりやすく論理的に話すことは日常診療や学会発表
などで必要な能力であると考えています。週1回上級医によるレク
チャーがあり、抗生物質の使用方法や輸液療法など臨床で必要な知
識をわかりやすく解説しています。
<研修期間>
　初期臨床研修の1年目は内科研修のうち2か月間、2年目は選択
プログラムとして2か月以上の研修が可能です。

　当院は、膠原病領域の主学会である日本リウマチ学会の認定施設です。外来患者数は2021年で月間2500人程度、新患者数は月間60-80人です。
SLE約400人、関節リウマチ約1400人、強皮症・混合性結合組織病約500人、膠原病性間質性肺炎約600人でした。30-40人の入院患者さんを3チー
ムで診療にあたり、年間入院患者数で約500人です。治療としては、SLEではマルチターゲット療法や抗CD20抗体・抗BLyS抗体療法・抗I型インター
フェロン（IFN）療法、膠原病に伴う間質性肺炎では免疫抑制剤の積極活用、関節リウマチに対しては生物学的製剤やJAK阻害剤の積極的使用を行って
います。また、膠原病性肺高血症も当院循環器内科や国立循環器病センターと連携し、多剤併用療法を行っています。
<専門外来について>
　当科ではリウマチ外来、関節エコー外来、膠原病母性外来、膠原病肺疾患外来を設けており、より知識と経験を積んだスタッフが担当しています。特に
膠原病母性外来や膠原病肺疾患外来は全国でも設置している病院は多くありません。
○リウマチ外来
関節リウマチを始めとする関節炎を主訴とする広範な疾患を対象とし、診断・治療するための外来です。
○関節エコー外来
関節エコーは、リウマチ性疾患の診断や病勢・治療評価の目的で行っており、今日のリウマチ診療には欠かせない検査です。日本リウマチ学会が認定す
るソノグラファーが13名おり、年間約1500例の検査を行っています。初期および後期研修では実際に検査を行い評価ができるように指導しています。
○膠原病母性外来
膠原病では妊娠・出産を希望する年齢の患者さんが多く、これらの患者さんの管理・サポートするための外来です。不妊・不育の原因としての膠原病の管
理、妊娠前からの疾患管理と指導（Preconception care）、妊娠前～出産後の薬剤を調整が主な内容の外来です。初期研修では入院患者を担当すること
で関わりを持つという段階ですが、後期研修では実際に患者を管理できるように上級医が指導します。
○膠原病肺疾患外来
膠原病には間質性肺炎や気道病変・感染症などの肺合併症が多く、その予後に大きく関連するため、的確な診断と対応が必要となります。当科では肺病
変にも精通したスタッフがおり、膠原病と肺疾患の両方を管理しています。初期研修・後期研修ともに、胸部X線やCTの読影、呼吸器疾患の治療について
丁寧に指導します。
<女性医師にやさしい環境づくり>
　当科には多くの女性医師が在籍し、出産を経験し育児休暇から復職を果たして診療している方も多くいます。出産後も変わらず働き続けるのは素晴
らしいことですが、育児が大変な時期は無理せず仕事をセーブし、自分の時間が作れるようになってから本格的に復職すればよい、というのが当科の方
針です。また、復職後に仕事を継続するうえでキャリアを積むことが重要ですが、現状では難しく社会でも問題となっています。しかし当科では積極的
にキャリアアップを支援しており、復職後もやりがいを持って働いて頂けます。
　産前・産後・育児休暇の期間は特に定めておらず、本人と相談しながら、本人・赤ちゃん・周囲の状況が整ってから安心して復職していただきたいと考
えています。復職後の働き方も本学の常勤・非常勤・関連病院勤務あるいは大学院進学など柔軟に対応しており、本学で勤務や大学院進学の場合は、院内
保育所が併設されているため仕事の合間に授乳することも可能です。インターバルがあっても安心して復職し仕事が続けられるように、現在は個別に
対応していますが、今後は育児休暇後の復職・キャリア支援プログラムを作成予定です。
※後期研修の育児休暇中は本学からの給与はありませんが、原則として産後1年間はハローワークに申請すると育児休業給付金を受けとることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学リウマチ膠原病内科　TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/col/index.html
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武内 徹（たけうち とおる）科長
■専門
　膠原病全般、膠原病性肺疾患、関節リウマチ、強皮症

■主な学会／専門医資格

　日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本呼吸器学会、日本内科学会、認定内科医

　日本臨床検査医学会専門医・評議員、臨床検査管理医

研修内容と到達目標

評価方法



病棟回診

❶入院患者を担当し、問診・診察ができる
❷発熱・咳嗽・腹痛などの一般的な身体症状に対する鑑別診断と初

期治療を行うことができる
❸末梢・中心静脈路確保、血液ガス採取、関節穿刺、腰椎穿刺、骨髄穿

刺、腹腔穿刺、蘇生処置などの基本的手技を修得する
❹全身の画像検査読影と診断ができる
❺関節超音波検査の実践と評価ができる
❻治療の理解と実践ができる
❼抗菌薬やステロイド薬など、薬剤の適正な使用ができる
❽症例発表（症例検討会、日本内科学会や日本リウマチ学会・国際学

会での発表）を行う
❾抄読会発表を行う

　病棟長および指導医（リウマチ膠原病内科助教（准）またはレジデ
ント）により、各到達目標につき評価する。

4 リウマチ膠原病内科
Rheumatology

4

●診療科の特色●

初期研修プログラムの特徴

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●
　膠原病は、原因不明の全身性炎症性疾患で自己免疫が発症や病態形成に関与します。多臓器を傷害するため、診断・治療において内科全般にわ
たり幅広い知識と病態を理解する判断力が求められます。また、近年分子標的薬などの新たな治療薬の開発と共に診療は高度化し専門性の高い
領域でもあります。当科では豊富な症例により多彩な膠原病診療の経験することが、また多くの専門医からの丁寧な指導を受けることができます。
　関節リウマチでは積極的に生物学的製剤やJAK阻害剤などの分子標的薬を、全身性エリテマトーデス（SLE）では免疫抑制剤によるマルチター
ゲット療法や抗BLyS抗体療法・抗I型インターフェロン（IFN）療法などの新規治療を導入し良好な結果です。膠原病に伴う間質性肺炎の診断・治
療に関して基礎研究や臨床研究を報告しており、特に皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎ではステロイドと免疫抑制剤による早期3剤併用療
法を提案してきました。

common diseaseから重症管理まで
　膠原病疾患の専門的知識だけでなく、医師として総合的な診療
力・技術・プレゼンテーション能力を習得した全人的医療人の育成
を基本理念としています。当科の研修では、リウマチ専門医・総合内
科専門医の資格を持った上級医がチーム制で直接指導しており、感
染症などのcommon diseasesからICU管理まで幅広く経験する
ことができます。また、上級医の指導の下で研修の早い段階から学
会発表の経験を積むことを勧めています。
<日常診療の内容>
　毎朝、担当する患者さんの血液検査結果等をグループで確認し、
回診した後に治療方針について検討します。月曜日の午後には総回
診があり、担当患者のプレゼンテーションを端的に行います。水曜
日の午後にはカンファレンスがあり、リウマチ膠原病内科の入院患
者について症例検討を行うため、担当以外の症例も幅広く勉強する
ことができます。カンファレンスでのプレゼンテーションを行いま
すが、相手にわかりやすく論理的に話すことは日常診療や学会発表
などで必要な能力であると考えています。週1回上級医によるレク
チャーがあり、抗生物質の使用方法や輸液療法など臨床で必要な知
識をわかりやすく解説しています。
<研修期間>
　初期臨床研修の1年目は内科研修のうち2か月間、2年目は選択
プログラムとして2か月以上の研修が可能です。

　当院は、膠原病領域の主学会である日本リウマチ学会の認定施設です。外来患者数は2021年で月間2500人程度、新患者数は月間60-80人です。
SLE約400人、関節リウマチ約1400人、強皮症・混合性結合組織病約500人、膠原病性間質性肺炎約600人でした。30-40人の入院患者さんを3チー
ムで診療にあたり、年間入院患者数で約500人です。治療としては、SLEではマルチターゲット療法や抗CD20抗体・抗BLyS抗体療法・抗I型インター
フェロン（IFN）療法、膠原病に伴う間質性肺炎では免疫抑制剤の積極活用、関節リウマチに対しては生物学的製剤やJAK阻害剤の積極的使用を行って
います。また、膠原病性肺高血症も当院循環器内科や国立循環器病センターと連携し、多剤併用療法を行っています。
<専門外来について>
　当科ではリウマチ外来、関節エコー外来、膠原病母性外来、膠原病肺疾患外来を設けており、より知識と経験を積んだスタッフが担当しています。特に
膠原病母性外来や膠原病肺疾患外来は全国でも設置している病院は多くありません。
○リウマチ外来
関節リウマチを始めとする関節炎を主訴とする広範な疾患を対象とし、診断・治療するための外来です。
○関節エコー外来
関節エコーは、リウマチ性疾患の診断や病勢・治療評価の目的で行っており、今日のリウマチ診療には欠かせない検査です。日本リウマチ学会が認定す
るソノグラファーが13名おり、年間約1500例の検査を行っています。初期および後期研修では実際に検査を行い評価ができるように指導しています。
○膠原病母性外来
膠原病では妊娠・出産を希望する年齢の患者さんが多く、これらの患者さんの管理・サポートするための外来です。不妊・不育の原因としての膠原病の管
理、妊娠前からの疾患管理と指導（Preconception care）、妊娠前～出産後の薬剤を調整が主な内容の外来です。初期研修では入院患者を担当すること
で関わりを持つという段階ですが、後期研修では実際に患者を管理できるように上級医が指導します。
○膠原病肺疾患外来
膠原病には間質性肺炎や気道病変・感染症などの肺合併症が多く、その予後に大きく関連するため、的確な診断と対応が必要となります。当科では肺病
変にも精通したスタッフがおり、膠原病と肺疾患の両方を管理しています。初期研修・後期研修ともに、胸部X線やCTの読影、呼吸器疾患の治療について
丁寧に指導します。
<女性医師にやさしい環境づくり>
　当科には多くの女性医師が在籍し、出産を経験し育児休暇から復職を果たして診療している方も多くいます。出産後も変わらず働き続けるのは素晴
らしいことですが、育児が大変な時期は無理せず仕事をセーブし、自分の時間が作れるようになってから本格的に復職すればよい、というのが当科の方
針です。また、復職後に仕事を継続するうえでキャリアを積むことが重要ですが、現状では難しく社会でも問題となっています。しかし当科では積極的
にキャリアアップを支援しており、復職後もやりがいを持って働いて頂けます。
　産前・産後・育児休暇の期間は特に定めておらず、本人と相談しながら、本人・赤ちゃん・周囲の状況が整ってから安心して復職していただきたいと考
えています。復職後の働き方も本学の常勤・非常勤・関連病院勤務あるいは大学院進学など柔軟に対応しており、本学で勤務や大学院進学の場合は、院内
保育所が併設されているため仕事の合間に授乳することも可能です。インターバルがあっても安心して復職し仕事が続けられるように、現在は個別に
対応していますが、今後は育児休暇後の復職・キャリア支援プログラムを作成予定です。
※後期研修の育児休暇中は本学からの給与はありませんが、原則として産後1年間はハローワークに申請すると育児休業給付金を受けとることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学リウマチ膠原病内科　TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/col/index.html
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❷発熱・咳嗽・腹痛などの一般的な身体症状に対する鑑別診断と初

期治療を行うことができる
❸末梢・中心静脈路確保、血液ガス採取、関節穿刺、腰椎穿刺、骨髄穿

刺、腹腔穿刺、蘇生処置などの基本的手技を修得する
❹全身の画像検査読影と診断ができる
❺関節超音波検査の実践と評価ができる
❻治療の理解と実践ができる
❼抗菌薬やステロイド薬など、薬剤の適正な使用ができる
❽症例発表（症例検討会、日本内科学会や日本リウマチ学会・国際学

会での発表）を行う
❾抄読会発表を行う
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　膠原病は、原因不明の全身性炎症性疾患で自己免疫が発症や病態形成に関与します。多臓器を傷害するため、診断・治療において内科全般にわ
たり幅広い知識と病態を理解する判断力が求められます。また、近年分子標的薬などの新たな治療薬の開発と共に診療は高度化し専門性の高い
領域でもあります。当科では豊富な症例により多彩な膠原病診療の経験することが、また多くの専門医からの丁寧な指導を受けることができます。
　関節リウマチでは積極的に生物学的製剤やJAK阻害剤などの分子標的薬を、全身性エリテマトーデス（SLE）では免疫抑制剤によるマルチター
ゲット療法や抗BLyS抗体療法・抗I型インターフェロン（IFN）療法などの新規治療を導入し良好な結果です。膠原病に伴う間質性肺炎の診断・治
療に関して基礎研究や臨床研究を報告しており、特に皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎ではステロイドと免疫抑制剤による早期3剤併用療
法を提案してきました。

common diseaseから重症管理まで
　膠原病疾患の専門的知識だけでなく、医師として総合的な診療
力・技術・プレゼンテーション能力を習得した全人的医療人の育成
を基本理念としています。当科の研修では、リウマチ専門医・総合内
科専門医の資格を持った上級医がチーム制で直接指導しており、感
染症などのcommon diseasesからICU管理まで幅広く経験する
ことができます。また、上級医の指導の下で研修の早い段階から学
会発表の経験を積むことを勧めています。
<日常診療の内容>
　毎朝、担当する患者さんの血液検査結果等をグループで確認し、
回診した後に治療方針について検討します。月曜日の午後には総回
診があり、担当患者のプレゼンテーションを端的に行います。水曜
日の午後にはカンファレンスがあり、リウマチ膠原病内科の入院患
者について症例検討を行うため、担当以外の症例も幅広く勉強する
ことができます。カンファレンスでのプレゼンテーションを行いま
すが、相手にわかりやすく論理的に話すことは日常診療や学会発表
などで必要な能力であると考えています。週1回上級医によるレク
チャーがあり、抗生物質の使用方法や輸液療法など臨床で必要な知
識をわかりやすく解説しています。
<研修期間>
　初期臨床研修の1年目は内科研修のうち2か月間、2年目は選択
プログラムとして2か月以上の研修が可能です。

　当院は、膠原病領域の主学会である日本リウマチ学会の認定施設です。外来患者数は2021年で月間2500人程度、新患者数は月間60-80人です。
SLE約400人、関節リウマチ約1400人、強皮症・混合性結合組織病約500人、膠原病性間質性肺炎約600人でした。30-40人の入院患者さんを3チー
ムで診療にあたり、年間入院患者数で約500人です。治療としては、SLEではマルチターゲット療法や抗CD20抗体・抗BLyS抗体療法・抗I型インター
フェロン（IFN）療法、膠原病に伴う間質性肺炎では免疫抑制剤の積極活用、関節リウマチに対しては生物学的製剤やJAK阻害剤の積極的使用を行って
います。また、膠原病性肺高血症も当院循環器内科や国立循環器病センターと連携し、多剤併用療法を行っています。
<専門外来について>
　当科ではリウマチ外来、関節エコー外来、膠原病母性外来、膠原病肺疾患外来を設けており、より知識と経験を積んだスタッフが担当しています。特に
膠原病母性外来や膠原病肺疾患外来は全国でも設置している病院は多くありません。
○リウマチ外来
関節リウマチを始めとする関節炎を主訴とする広範な疾患を対象とし、診断・治療するための外来です。
○関節エコー外来
関節エコーは、リウマチ性疾患の診断や病勢・治療評価の目的で行っており、今日のリウマチ診療には欠かせない検査です。日本リウマチ学会が認定す
るソノグラファーが13名おり、年間約1500例の検査を行っています。初期および後期研修では実際に検査を行い評価ができるように指導しています。
○膠原病母性外来
膠原病では妊娠・出産を希望する年齢の患者さんが多く、これらの患者さんの管理・サポートするための外来です。不妊・不育の原因としての膠原病の管
理、妊娠前からの疾患管理と指導（Preconception care）、妊娠前～出産後の薬剤を調整が主な内容の外来です。初期研修では入院患者を担当すること
で関わりを持つという段階ですが、後期研修では実際に患者を管理できるように上級医が指導します。
○膠原病肺疾患外来
膠原病には間質性肺炎や気道病変・感染症などの肺合併症が多く、その予後に大きく関連するため、的確な診断と対応が必要となります。当科では肺病
変にも精通したスタッフがおり、膠原病と肺疾患の両方を管理しています。初期研修・後期研修ともに、胸部X線やCTの読影、呼吸器疾患の治療について
丁寧に指導します。
<女性医師にやさしい環境づくり>
　当科には多くの女性医師が在籍し、出産を経験し育児休暇から復職を果たして診療している方も多くいます。出産後も変わらず働き続けるのは素晴
らしいことですが、育児が大変な時期は無理せず仕事をセーブし、自分の時間が作れるようになってから本格的に復職すればよい、というのが当科の方
針です。また、復職後に仕事を継続するうえでキャリアを積むことが重要ですが、現状では難しく社会でも問題となっています。しかし当科では積極的
にキャリアアップを支援しており、復職後もやりがいを持って働いて頂けます。
　産前・産後・育児休暇の期間は特に定めておらず、本人と相談しながら、本人・赤ちゃん・周囲の状況が整ってから安心して復職していただきたいと考
えています。復職後の働き方も本学の常勤・非常勤・関連病院勤務あるいは大学院進学など柔軟に対応しており、本学で勤務や大学院進学の場合は、院内
保育所が併設されているため仕事の合間に授乳することも可能です。インターバルがあっても安心して復職し仕事が続けられるように、現在は個別に
対応していますが、今後は育児休暇後の復職・キャリア支援プログラムを作成予定です。
※後期研修の育児休暇中は本学からの給与はありませんが、原則として産後1年間はハローワークに申請すると育児休業給付金を受けとることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学リウマチ膠原病内科　TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/col/index.html
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研修内容と到達目標

評価方法



病棟回診

❶入院患者を担当し、問診・診察ができる
❷発熱・咳嗽・腹痛などの一般的な身体症状に対する鑑別診断と初

期治療を行うことができる
❸末梢・中心静脈路確保、血液ガス採取、関節穿刺、腰椎穿刺、骨髄穿

刺、腹腔穿刺、蘇生処置などの基本的手技を修得する
❹全身の画像検査読影と診断ができる
❺関節超音波検査の実践と評価ができる
❻治療の理解と実践ができる
❼抗菌薬やステロイド薬など、薬剤の適正な使用ができる
❽症例発表（症例検討会、日本内科学会や日本リウマチ学会・国際学

会での発表）を行う
❾抄読会発表を行う

　病棟長および指導医（リウマチ膠原病内科助教（准）またはレジデ
ント）により、各到達目標につき評価する。
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●診療科の特色●

初期研修プログラムの特徴

●教室（診療科）の概要・特徴●
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　膠原病は、原因不明の全身性炎症性疾患で自己免疫が発症や病態形成に関与します。多臓器を傷害するため、診断・治療において内科全般にわ
たり幅広い知識と病態を理解する判断力が求められます。また、近年分子標的薬などの新たな治療薬の開発と共に診療は高度化し専門性の高い
領域でもあります。当科では豊富な症例により多彩な膠原病診療の経験することが、また多くの専門医からの丁寧な指導を受けることができます。
　関節リウマチでは積極的に生物学的製剤やJAK阻害剤などの分子標的薬を、全身性エリテマトーデス（SLE）では免疫抑制剤によるマルチター
ゲット療法や抗BLyS抗体療法・抗I型インターフェロン（IFN）療法などの新規治療を導入し良好な結果です。膠原病に伴う間質性肺炎の診断・治
療に関して基礎研究や臨床研究を報告しており、特に皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎ではステロイドと免疫抑制剤による早期3剤併用療
法を提案してきました。

common diseaseから重症管理まで
　膠原病疾患の専門的知識だけでなく、医師として総合的な診療
力・技術・プレゼンテーション能力を習得した全人的医療人の育成
を基本理念としています。当科の研修では、リウマチ専門医・総合内
科専門医の資格を持った上級医がチーム制で直接指導しており、感
染症などのcommon diseasesからICU管理まで幅広く経験する
ことができます。また、上級医の指導の下で研修の早い段階から学
会発表の経験を積むことを勧めています。
<日常診療の内容>
　毎朝、担当する患者さんの血液検査結果等をグループで確認し、
回診した後に治療方針について検討します。月曜日の午後には総回
診があり、担当患者のプレゼンテーションを端的に行います。水曜
日の午後にはカンファレンスがあり、リウマチ膠原病内科の入院患
者について症例検討を行うため、担当以外の症例も幅広く勉強する
ことができます。カンファレンスでのプレゼンテーションを行いま
すが、相手にわかりやすく論理的に話すことは日常診療や学会発表
などで必要な能力であると考えています。週1回上級医によるレク
チャーがあり、抗生物質の使用方法や輸液療法など臨床で必要な知
識をわかりやすく解説しています。
<研修期間>
　初期臨床研修の1年目は内科研修のうち2か月間、2年目は選択
プログラムとして2か月以上の研修が可能です。

　当院は、膠原病領域の主学会である日本リウマチ学会の認定施設です。外来患者数は2021年で月間2500人程度、新患者数は月間60-80人です。
SLE約400人、関節リウマチ約1400人、強皮症・混合性結合組織病約500人、膠原病性間質性肺炎約600人でした。30-40人の入院患者さんを3チー
ムで診療にあたり、年間入院患者数で約500人です。治療としては、SLEではマルチターゲット療法や抗CD20抗体・抗BLyS抗体療法・抗I型インター
フェロン（IFN）療法、膠原病に伴う間質性肺炎では免疫抑制剤の積極活用、関節リウマチに対しては生物学的製剤やJAK阻害剤の積極的使用を行って
います。また、膠原病性肺高血症も当院循環器内科や国立循環器病センターと連携し、多剤併用療法を行っています。
<専門外来について>
　当科ではリウマチ外来、関節エコー外来、膠原病母性外来、膠原病肺疾患外来を設けており、より知識と経験を積んだスタッフが担当しています。特に
膠原病母性外来や膠原病肺疾患外来は全国でも設置している病院は多くありません。
○リウマチ外来
関節リウマチを始めとする関節炎を主訴とする広範な疾患を対象とし、診断・治療するための外来です。
○関節エコー外来
関節エコーは、リウマチ性疾患の診断や病勢・治療評価の目的で行っており、今日のリウマチ診療には欠かせない検査です。日本リウマチ学会が認定す
るソノグラファーが13名おり、年間約1500例の検査を行っています。初期および後期研修では実際に検査を行い評価ができるように指導しています。
○膠原病母性外来
膠原病では妊娠・出産を希望する年齢の患者さんが多く、これらの患者さんの管理・サポートするための外来です。不妊・不育の原因としての膠原病の管
理、妊娠前からの疾患管理と指導（Preconception care）、妊娠前～出産後の薬剤を調整が主な内容の外来です。初期研修では入院患者を担当すること
で関わりを持つという段階ですが、後期研修では実際に患者を管理できるように上級医が指導します。
○膠原病肺疾患外来
膠原病には間質性肺炎や気道病変・感染症などの肺合併症が多く、その予後に大きく関連するため、的確な診断と対応が必要となります。当科では肺病
変にも精通したスタッフがおり、膠原病と肺疾患の両方を管理しています。初期研修・後期研修ともに、胸部X線やCTの読影、呼吸器疾患の治療について
丁寧に指導します。
<女性医師にやさしい環境づくり>
　当科には多くの女性医師が在籍し、出産を経験し育児休暇から復職を果たして診療している方も多くいます。出産後も変わらず働き続けるのは素晴
らしいことですが、育児が大変な時期は無理せず仕事をセーブし、自分の時間が作れるようになってから本格的に復職すればよい、というのが当科の方
針です。また、復職後に仕事を継続するうえでキャリアを積むことが重要ですが、現状では難しく社会でも問題となっています。しかし当科では積極的
にキャリアアップを支援しており、復職後もやりがいを持って働いて頂けます。
　産前・産後・育児休暇の期間は特に定めておらず、本人と相談しながら、本人・赤ちゃん・周囲の状況が整ってから安心して復職していただきたいと考
えています。復職後の働き方も本学の常勤・非常勤・関連病院勤務あるいは大学院進学など柔軟に対応しており、本学で勤務や大学院進学の場合は、院内
保育所が併設されているため仕事の合間に授乳することも可能です。インターバルがあっても安心して復職し仕事が続けられるように、現在は個別に
対応していますが、今後は育児休暇後の復職・キャリア支援プログラムを作成予定です。
※後期研修の育児休暇中は本学からの給与はありませんが、原則として産後1年間はハローワークに申請すると育児休業給付金を受けとることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学リウマチ膠原病内科　TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/col/index.html
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外来実習、病棟実習

秦 健一郎（助　教）
松村洋子（講　師）
斯波秀行（助教（准））
平松ゆり（助教（准））
吉川紋佳（助教（准））

武内　徹（専門教授）

和田裕美子（助教（准））

リウマチ専門医・指導医・評議員、ソノグラファー、総合内科専門医
リウマチ専門医・指導医、総合内科専門医、日本臨床検査専門医
リウマチ専門医、総合内科専門医
リウマチ専門医
リウマチ専門医、指導医、ソノグラファー
リウマチ専門医、指導医
リウマチ専門医、ソノグラファー
リウマチ専門医、ソノグラファー

日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本呼吸器学会、日本内科学会、
認定内科医 ／ 日本臨床検査医学会専門医・評議員、臨床検査管理医
日本肺高血圧・肺循環学会評議員
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膠原病全般、膠原病性肺疾患、関節リウマチ、
強皮症

鈴鹿隆保（助教（准））

膠原病全般、皮膚筋炎、膠原病性肺疾患
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武内 徹（たけうち とおる）科長
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研修内容と到達目標

評価方法



大学院における研究活動

日本内科学会　総合内科専門医
日本リウマチ学会　リウマチ専門医・ソノグラファー

　臨床で感じている疑問や未解決の問題を研究し、研究成果により
実臨床に還元されることが重要です。基礎研究・臨床研究を問わず
興味のある研究内容を上級医が指導します。

日本リウマチ学会／日本内科学会

短期間でspecialist・generalistに

　専門研修を通して多彩な膠原病疾患について主治医として入院・

外来管理が可能になることが目標です。当科は症例数も豊富で短期

間で様々な疾患を経験することができ、19名のリウマチ専門医か

ら十分な指導を受けることができます。また、一般的・総合的な内科

診療における能力を習得することによりgeneralistを育成してい

ます。

　本学は基幹病院として29の連携病院と協力し新専門医制度内科

領域プログラムがあります。その中で大学で2年、連携病院で1年の

研修を行うこととし、その間にカリキュラムに定める70疾患群の

うち56疾患群以上の症例を経験できます。当診療科では後期研修

の1年目は当科専門研修に加えて他科研修（選択科・期間は自由で

す）、2年目あるいは3年目は関連病院での内科研修あるいは当科で

の専門研修を主体として学びます。なお、プログラムは研究や大学

院への進学、留学など個々の希望に添えるよう、相談しながら組み

立てることが可能です。さらにプログラム終了後は内科専門医の取

得が可能であり、本学の常勤、関連病院勤務や大学院への進学など

個々に応じてキャリア形成を支援しています。

後期臨床研修プログラムの特徴

4 リウマチ膠原病内科

関節エコー風景

　リウマチ膠原病内科へ入局し卒後6年目、大学院生・後期レジデ
ントとして働いています。他学出身ですが、学生時代の見学で豊富
な症例数とスタッフ数をみてこちらで勉強したいと思いました。今
その選択に大変満足しています！
　入局後、3年目は大学で他の内科をローテートして勉強をしまし
た。膠原病は全身疾患であり、呼吸器・循環器・代謝内分泌疾患など
広い知識が必要となります。今でも他科の先生方に相談したり、さ
れたりの助け合いです。4年目は市民病院で一般内科の主治医を経
験し、5年目で大学へ戻りました。今年は①膠原病内科の主治医を
務める②外来診療を始める③大学院入学、というステップアップの
学年でした。①主治医として患者さんのケアと研修医の教育で精一
杯の毎日でしたが、指導医の手厚いフォローに支えられ充実した経
験を積めました。②外来は、一般的な膠原病外来・リウマチ外来・肺
疾患外来などがあります。私は母性外来という、膠原病合併の妊婦
さんを診る外来を希望しました。関西では当科のみの開設です。治
療薬の胎児への影響や、流早産や妊娠高血圧症のリスクなど、妊娠
中の患者さんの不安は尽きません。丁寧に薬剤調整やカウンセリン
グを行っています。③大学院は、リウマチの最新の評価器具である
関節エコーを用いて臨床研究を行っています。勉強すべきことは多
いですが、頼れる先輩に囲まれ成長を感じられる1年でした。
　当科では、関節リウマチ、SLE、皮膚筋炎・間質性肺炎、血管炎症
候群、成人発症still病、Bechet病など、多彩な入院症例（常時40床
ほど）に触れることができます。屋根瓦方式の指導体制やレクチャ
ーも充実しているので、初期研修医からの選択も人気で嬉しい限り
です。慢性疾患の女性の人生に寄り添っていく仕事、日々進歩して
いく膠原病治療の最前線というやりがいを感じる毎日です。また私
事ながら昨年結婚しましたが、家庭生活と両立しながら専門医・大
学院と進んでいる女医の先輩も多く安心です。男性の先生方も家庭
とのバランスを大切にしています。
　毎年のように新入局者を迎え、若手医師が多くカンファレンスは
活気に溢れています。皆で鑑別を考えるのも楽しい時間です。少し
でも興味のある方は、当科に見学に来て下さい。私たちと一緒に勉
強していきましょう。

中村 英里　
平成28年度レジデント

温かい先輩に囲まれ、
膠原病医としての成長を
実感できます

❶関節炎、不明熱の鑑別・治療ができる

❷あらゆる膠原病疾患の診断・治療ができる

❸関節超音波検査の指導を行う

❹膠原病患者の妊娠・出産の管理ができる

❺外来診療を行う

❻症例発表（症例検討会、日本内科学会や日本リウマチ学会・国際学

会での発表）を行う

❼抄読会発表を行う

研修内容と到達目標

先輩レジデントのコメント

取得できる認定医・専門医

藍野病院／有澤総合病院／市立ひらかた病院／市立伊丹病院／清

恵会病院／第一東和会病院／淀川キリスト教病院／サンタマリア

病院／ながい内科クリニック

関連病院

香川大学病院／新潟県立リウマチセンター／北播磨総合医療セン

ター／宮﨑善仁会病院

連携病院
参加学会

教育・研究指導方針

現在の主な研究内容

基礎研究
❶動脈硬化の素因を有する関節リウマチモデルマウスを用いた研究
関節リウマチではその炎症が原因となり、動脈硬化の発症率が高い
事が問題となっています。動脈硬化を引き起こした関節リウマチモ
デルマウスを用いて、病態の解明・治療法の開発を行っています。
❷膠原病難治病態に対するヘパリン活性化脂肪幹細胞治療の開発
全身性強皮症、間質性肺疾患や肺高血圧症などに対する有効な治療
は十分とは言えない現状です。これらの難治性病態に対してヘパリ
ン活性で活性化した脂肪幹細胞による治療を法医学教室と共同で
研究しています。
❸新規マクロファージ活性抑制物質による免疫抑制作用の検証と
創薬に向けた研究
長浜バイオ大学・旭化成ファーマとの共同研究で、新規マクロファ
ージ抑制物質を膠原病や間質性肺炎モデルマウスに投与し治療効
果を検証してきました。基礎研究を積み重ね、さらに創薬に向けた
研究を行っています。
臨床研究
❶膠原病に対する免疫抑制剤の至適治療法の開発
膠原病に対する免疫抑制剤をより有効に使用するための試みです。
特に、SLEや間質性肺炎に対する薬物動態学に基づいたカルシニ
ューリン阻害剤の投与方法の開発で成果を上げています。
❷関節リウマチ
コホート研究（ANSWERコホート）をすすめており、関西の大学

病院を中心としたデータベースを作成することにより治療効果
や環境因子による発症などを研究しています。また、動脈硬化に
関連する因子と関節リウマチの炎症との関わりや、関節エコーを
用いて病状の寛解と歯周病の関連を研究しています。
❸全身性エリテマトーデス（SLE）
病態が多彩で難治例も多いSLEですが、マルチターゲット療法や
抗I型IFN療法が開発されています。関西の大学病院を中心としたコ
ホート研究を立ち上げ、これらを用いた至適な治療法の開発に取り
組んでいます。
❹皮膚筋炎合併間質性肺炎
進行性の皮膚筋炎合併間質性肺炎に対して、ステロイド・カルシニ
ューリン阻害剤の至適投与・シクロフォスファミドパルス療法の併
用治療が予後を改善することを報告してきました。今後も、更に有
効な治療方法を提唱していきたいと考えています。また、疾患活動
性や予後に関わる新たな指標を探索しており、既存のフェリチンや
AaDO2を合わせた新しい指標、CTスコアやサイトカインによる検
討を報告しています。また、皮膚筋炎合併間質性肺炎に対するコホ
ート研究（JAMIコホート）にも参画しています。
❺全身性強皮症
全身性強皮症とそれに伴う間質性肺疾患に対するコホート研究
（J-STARコホート）に参画しています。
❻膠原病と妊娠・出産
妊娠中や授乳中は使用できる薬剤やその投与量が限られており、そ
の中で病状を安定させることが母子ともに重要です。妊娠中あるい
は授乳期における血中や母乳中の薬物濃度を測定することなどに
より、妊娠中・出産後のよりよい治療法を探索しています。
❼骨粗鬆症
骨粗鬆症においては薬剤使用や休薬による骨代謝マーカーや骨密
度がどのように変化するのかを研究し、最善の骨粗鬆症治療薬の使
用法について検討しています。

研修プログラム

※リウマチ専門医は卒後8年目から取得可能です。

　卒後3～卒後5年においては、当院および関連病院あるいは連携

病院での内科研修を行います。期間内のいずれか1年以上は関連病

院あるいは連携病院で研修します。
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事が問題となっています。動脈硬化を引き起こした関節リウマチモ
デルマウスを用いて、病態の解明・治療法の開発を行っています。
❷膠原病難治病態に対するヘパリン活性化脂肪幹細胞治療の開発
全身性強皮症、間質性肺疾患や肺高血圧症などに対する有効な治療
は十分とは言えない現状です。これらの難治性病態に対してヘパリ
ン活性で活性化した脂肪幹細胞による治療を法医学教室と共同で
研究しています。
❸新規マクロファージ活性抑制物質による免疫抑制作用の検証と
創薬に向けた研究
長浜バイオ大学・旭化成ファーマとの共同研究で、新規マクロファ
ージ抑制物質を膠原病や間質性肺炎モデルマウスに投与し治療効
果を検証してきました。基礎研究を積み重ね、さらに創薬に向けた
研究を行っています。
臨床研究
❶膠原病に対する免疫抑制剤の至適治療法の開発
膠原病に対する免疫抑制剤をより有効に使用するための試みです。
特に、SLEや間質性肺炎に対する薬物動態学に基づいたカルシニ
ューリン阻害剤の投与方法の開発で成果を上げています。
❷関節リウマチ
コホート研究（ANSWERコホート）をすすめており、関西の大学

病院を中心としたデータベースを作成することにより治療効果
や環境因子による発症などを研究しています。また、動脈硬化に
関連する因子と関節リウマチの炎症との関わりや、関節エコーを
用いて病状の寛解と歯周病の関連を研究しています。
❸全身性エリテマトーデス（SLE）
病態が多彩で難治例も多いSLEですが、マルチターゲット療法や
抗I型IFN療法が開発されています。関西の大学病院を中心としたコ
ホート研究を立ち上げ、これらを用いた至適な治療法の開発に取り
組んでいます。
❹皮膚筋炎合併間質性肺炎
進行性の皮膚筋炎合併間質性肺炎に対して、ステロイド・カルシニ
ューリン阻害剤の至適投与・シクロフォスファミドパルス療法の併
用治療が予後を改善することを報告してきました。今後も、更に有
効な治療方法を提唱していきたいと考えています。また、疾患活動
性や予後に関わる新たな指標を探索しており、既存のフェリチンや
AaDO2を合わせた新しい指標、CTスコアやサイトカインによる検
討を報告しています。また、皮膚筋炎合併間質性肺炎に対するコホ
ート研究（JAMIコホート）にも参画しています。
❺全身性強皮症
全身性強皮症とそれに伴う間質性肺疾患に対するコホート研究
（J-STARコホート）に参画しています。
❻膠原病と妊娠・出産
妊娠中や授乳中は使用できる薬剤やその投与量が限られており、そ
の中で病状を安定させることが母子ともに重要です。妊娠中あるい
は授乳期における血中や母乳中の薬物濃度を測定することなどに
より、妊娠中・出産後のよりよい治療法を探索しています。
❼骨粗鬆症
骨粗鬆症においては薬剤使用や休薬による骨代謝マーカーや骨密
度がどのように変化するのかを研究し、最善の骨粗鬆症治療薬の使
用法について検討しています。

研修プログラム

※リウマチ専門医は卒後8年目から取得可能です。

　卒後3～卒後5年においては、当院および関連病院あるいは連携

病院での内科研修を行います。期間内のいずれか1年以上は関連病

院あるいは連携病院で研修します。
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●診療科の概要・特徴●

福西新弥（特任教授）

後藤昌弘（特務教授）

竹内利寿（准教授）

小倉 健（准教授）

西川浩樹（准教授）

朝井 章（診療准教授）

宮嵜孝子（特任講師）

柿本一城（講　師）

太田和寛（講　師）

島本福太郎（講師（准））

平田有基（講師（准））

横濱桂介（講師（准））

浅石 健（講師（准））

山口敏史（講師（准））

総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、肝臓専門医

がん薬物療法専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

消化器病専門医、肝臓専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医、超音波専門医、臨床遺伝専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、がん薬物療法専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医

総合内科専門医、がん薬物療法専門医、消化器病専門医

肝疾患の診断と治療

癌化学療法

上部消化管疾患の診断と治療

胆膵疾患内視鏡治療

肝疾患の診断と治療

肝疾患の診断と治療

炎症性腸疾患の診断と治療

下部消化管疾患の診断と治療

上部消化管疾患の診断と治療

癌化学療法

下部消化管疾患の診断と治療

肝疾患の診断と治療

緩和医療

癌化学療法

●教室（診療科）指導医・上級医●
　胃腸科（炎症性腸疾患含む）、肝胆膵科、化学療法科の三部門により構成され、良性・悪性・機能性を問わず、最新の薬物療法や最先端の内視鏡的治療も含
め、消化器疾患の全般に非常にバランスよく精通するオールラウンドな診療科です。常勤医スタッフは42名（レジデント9名含む）で、多くは学会専門医
の資格を有しており、各部門毎に専門的な最新の診療が行われています。病床としては84床を有し、一日平均の外来患者数149.5名、入院患者数59.1
名、年間延べ入院患者総数は21,550名の実績があります（2021年1月から12月）。悪性腫瘍領域においては、早期癌・進行癌・末期癌、各々病態に対応
した幅広い専門的な内科的治療（内視鏡治療・化学療法・緩和治療）が行われています。また、胆膵疾患については、他の施設では処置が困難な先進的な内
視鏡治療の実績が豊富にあり、炎症性腸疾患も関西でトップクラスの患者数を抱え、常に最新知見に基づいた専門的治療を提供しています。

＜１年目＞
　消化器内科として消化管、胆膵、肝臓、化学療法各グループの何れ
か2グループを選択し、各グループに2～3名ずつ8週間（1グルー
プ4週間×2）配属される。病棟患者は、指導医、主治医の指導の下で
担当医として入院患者を担当する。なお、指導医は各疾患グループ
リーダー、主治医は助教、大学院生、レジデントが担う。4週目の末
に医局長による面談があり、希望があれば次の4週目は当初の予定
から変更が可能である。研修内容としては、必修研修であるが故に、
病棟患者の基本的な処置、患者管理、処方、診療録記載、外来業務補
助などである。検査は原則として見学までに
とどめる。診療上の重要事項は必ず、指導医、
主治医の指示を仰ぐことを原則とする。到達
目標としては、専門的なレベルではなく、消
化器内科領域のプライマリ・ケアとしての基
本的事項の習得を目標とする。

＜２年目＞
　選択する期間に応じた研修システムを構築
している。単独で外来診療を担当することは
できないが、外来・病棟処置の中心的役割を担
い、病棟患者は消化器の各分野のほぼ全領域
を担当することができる。また、上部消化管内
視鏡検査と腹部超音波検査は通年で施行医と
して担当し、基本的な検査手技と診断能力に
習熟することを到達目標とするが、選択期間
が短期の場合は、入門から指導し検査手技と

診断技術の初歩を習得することを到達目標とする。さらに、週に1
回、消化器内科の救急外来及び他科依頼の対応をレジデントと共に
担当し、消化器救急のマネジメントについて習熟することを到達目
標とする。その他選択期間によって研修内容は異なるが、概ね病棟患
者では消化器の各分野の代表的な重要疾患を担当できる内容、ある
いは1年目消化器内科の必修研修で研修できなかった領域について
補完してもらう研修内容である。また、シュライバーとして消化器内
科の専門外来で診療を担当し、外来患者のマネジメントについて学
ぶことも可能である。

初期臨床研修プログラムの特徴
　1年目は24週間の内科研修の一貫として、消化器内科は選択性となっています。
　2年目は選択研修として、選択期間に応じた研修システムとなっています。

❶胃腸科
　スクリーニングや二次検診目的の内視鏡検査、EUSをはじめとする各種の精密内視鏡検査、吐下血に対する緊急内視鏡検査と止血術、低侵襲性の
内視鏡治療など最新の内視鏡機器と技術を導入して、安全かつ積極的な診療を行っています。特に早期胃癌や表在型食道癌、大腸癌に対する内視鏡的
粘膜下層剥離術（ESD）の症例数は全国有数です。消化性潰瘍や炎症性腸疾患に対する新しい治療法の導入にも積極的に取り組んでいます。当科オリ
ジナルで開発し、先進的に行ってきた難治性逆流性食道炎に対する内視鏡的逆流防止粘膜切除術は、この度厚生労働省に認めてもらい、2022年4月
より保険適用となりました。また、これまで診断が困難であり｢暗黒大陸｣とされていた小腸の病変に対して、カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内
視鏡検査を共に施行できる体制を整えて、最先端の診療を行っています。そして、まだ開発段階ではありますが、カプセル内視鏡に自走能を付与した、
自走式カプセル内視鏡の開発も行っております。低侵襲に全消化管を観察できるという目標のもと、新規医療機器の開発も積極的であることも特徴
の一つです。
❷肝胆膵科
　ウィルス性肝炎や脂肪肝、その他の慢性管疾患に対して、肝硬変・肝癌への進展を防ぐよう診療を行っています。早期肝癌に対してはラジオ波焼灼
療法（RFA）、マイクロ波焼灼療法（MWA）、経皮的エタノール注入療法（PEIT）等の局所療法を行っており、特にラジオ波焼灼療法の症例数は日本有
数です。進行肝癌に対しては放射線科と連携した肝動脈化学塞栓療法（TACE）や、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬を用いた全身化学療
法、それらを組み合わせた集学的治療を行っています。一方、胆石・胆管炎・膵炎などに対しては、最新の画像診断をもとに、内視鏡的逆行性胆道膵管
造影（ERCP）、内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）、胆道ドレナージ（ERBD、ENBD、PTCD、PTGBD）、胆管ステント留置などの内視鏡的診断・治療
を中心に総合的な治療を行っています。胆道・膵腫瘍性病変に対しては、超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）を施行して、病理組織学的確定診断
を行っています。また、経乳頭処置困難な閉塞性黄疸・膵管閉塞に対しても、超音波内視鏡下ドレナージ術など、最先端の治療を、日本トップレベルの
症例数に対して行っております。
❸化学療法科
　当科では、日本臨床腫瘍学会が認定するがん薬物療法専門医が中心となり、エビデンスに基づく標準的化学療法の提供のほか、企業治験や日本臨
床腫瘍研究グループの実施する多施設共同研究に参加するなど治療開発にも力を入れています。がん薬物療法のマネジメントを専門にしています
が、がんの診断から治療に至る全ての過程に関わり、必要に応じて外科や放射線科と連携しながら集学的治療のマネジメントも行っています。また、
がんに伴う、或いは治療に伴う身体的、精神的苦痛や社会的苦痛に対して、緩和ケアチームやがん相談支援センターに相談できる体制を整えており、
患者のQOL向上のため活発な活動が行われています。一方、2019年6月には包括的がんゲノムプロファイル検査（CGP検査）が保険適応となり、
個々の遺伝情報に基づく治療の最適化が可能になりました。当院は、がんゲノム医療連携病院の指定を受けており、京都大学医学部附属病院と連携
し、CGP検査を含むがんゲノム医療も実践しており、常に最先端の検査、治療を提供できるよう努めています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学内科学Ⅱ教室  TEL：072-683-1221 
　　　　　　　　 内線 2372（教授室）、2352（医局）、2472（研究室）／e-mail：ninaika@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://www.osaka-med-ninaika.jp/index.html

消化器内科

中村 志郎（なかむら しろう）専門教授（科長）
■専門分野
　炎症性腸疾患、下部消化管疾患、小腸疾患

■経歴

　昭和61年3月　富山医科薬科大学（現 富山大学）医学部卒業

　昭和61年5月　大阪市立大学第三内科入局、平成6年 同 助手、平成16年 同 講師

　平成19年4月　兵庫医科大学内科学下部消化管科准教授、平成24年4月 同 教授

　平成26年1月　兵庫医科大学炎症性腸疾患学講座内科教授

　令和02年4月　大阪医科大学内科学Ⅱ専門教授（現 大阪医科薬科大学）

■主な所属学会

　日本内科学会（認定内科医、指導医、評議員）、日本消化器病学会（指導医、専門医、評議員）、日本消化器内視鏡

学会（指導医、専門医、評議員）、日本消化管学会（指導医）日本カプセル内視鏡学会（指導医）、日本炎症性腸疾患

学会（理事）、日本小腸学会（理事）、アレルギー消化器研究会（世話人）厚生労働科学研究費 難治性疾患政策研

究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」 治療指針改定プロジェクト統括責任者

■研究課題

　炎症性腸疾患の病態解明と治療法の確立、小腸・大腸疾患の内視鏡診断と治療に関する研究

2020年9月　日本消化器内視鏡学会総会　医局員集合写真（会長：樋口和秀）

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標
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消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医

総合内科専門医、消化器病専門医

総合内科専門医、がん薬物療法専門医、消化器病専門医

肝疾患の診断と治療

癌化学療法

上部消化管疾患の診断と治療

胆膵疾患内視鏡治療

肝疾患の診断と治療

肝疾患の診断と治療

炎症性腸疾患の診断と治療

下部消化管疾患の診断と治療

上部消化管疾患の診断と治療

癌化学療法

下部消化管疾患の診断と治療

肝疾患の診断と治療

緩和医療

癌化学療法

●教室（診療科）指導医・上級医●
　胃腸科（炎症性腸疾患含む）、肝胆膵科、化学療法科の三部門により構成され、良性・悪性・機能性を問わず、最新の薬物療法や最先端の内視鏡的治療も含
め、消化器疾患の全般に非常にバランスよく精通するオールラウンドな診療科です。常勤医スタッフは42名（レジデント9名含む）で、多くは学会専門医
の資格を有しており、各部門毎に専門的な最新の診療が行われています。病床としては84床を有し、一日平均の外来患者数149.5名、入院患者数59.1
名、年間延べ入院患者総数は21,550名の実績があります（2021年1月から12月）。悪性腫瘍領域においては、早期癌・進行癌・末期癌、各々病態に対応
した幅広い専門的な内科的治療（内視鏡治療・化学療法・緩和治療）が行われています。また、胆膵疾患については、他の施設では処置が困難な先進的な内
視鏡治療の実績が豊富にあり、炎症性腸疾患も関西でトップクラスの患者数を抱え、常に最新知見に基づいた専門的治療を提供しています。

＜１年目＞
　消化器内科として消化管、胆膵、肝臓、化学療法各グループの何れ
か2グループを選択し、各グループに2～3名ずつ8週間（1グルー
プ4週間×2）配属される。病棟患者は、指導医、主治医の指導の下で
担当医として入院患者を担当する。なお、指導医は各疾患グループ
リーダー、主治医は助教、大学院生、レジデントが担う。4週目の末
に医局長による面談があり、希望があれば次の4週目は当初の予定
から変更が可能である。研修内容としては、必修研修であるが故に、
病棟患者の基本的な処置、患者管理、処方、診療録記載、外来業務補
助などである。検査は原則として見学までに
とどめる。診療上の重要事項は必ず、指導医、
主治医の指示を仰ぐことを原則とする。到達
目標としては、専門的なレベルではなく、消
化器内科領域のプライマリ・ケアとしての基
本的事項の習得を目標とする。

＜２年目＞
　選択する期間に応じた研修システムを構築
している。単独で外来診療を担当することは
できないが、外来・病棟処置の中心的役割を担
い、病棟患者は消化器の各分野のほぼ全領域
を担当することができる。また、上部消化管内
視鏡検査と腹部超音波検査は通年で施行医と
して担当し、基本的な検査手技と診断能力に
習熟することを到達目標とするが、選択期間
が短期の場合は、入門から指導し検査手技と

診断技術の初歩を習得することを到達目標とする。さらに、週に1
回、消化器内科の救急外来及び他科依頼の対応をレジデントと共に
担当し、消化器救急のマネジメントについて習熟することを到達目
標とする。その他選択期間によって研修内容は異なるが、概ね病棟患
者では消化器の各分野の代表的な重要疾患を担当できる内容、ある
いは1年目消化器内科の必修研修で研修できなかった領域について
補完してもらう研修内容である。また、シュライバーとして消化器内
科の専門外来で診療を担当し、外来患者のマネジメントについて学
ぶことも可能である。

初期臨床研修プログラムの特徴
　1年目は24週間の内科研修の一貫として、消化器内科は選択性となっています。
　2年目は選択研修として、選択期間に応じた研修システムとなっています。

❶胃腸科
　スクリーニングや二次検診目的の内視鏡検査、EUSをはじめとする各種の精密内視鏡検査、吐下血に対する緊急内視鏡検査と止血術、低侵襲性の
内視鏡治療など最新の内視鏡機器と技術を導入して、安全かつ積極的な診療を行っています。特に早期胃癌や表在型食道癌、大腸癌に対する内視鏡的
粘膜下層剥離術（ESD）の症例数は全国有数です。消化性潰瘍や炎症性腸疾患に対する新しい治療法の導入にも積極的に取り組んでいます。当科オリ
ジナルで開発し、先進的に行ってきた難治性逆流性食道炎に対する内視鏡的逆流防止粘膜切除術は、この度厚生労働省に認めてもらい、2022年4月
より保険適用となりました。また、これまで診断が困難であり｢暗黒大陸｣とされていた小腸の病変に対して、カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内
視鏡検査を共に施行できる体制を整えて、最先端の診療を行っています。そして、まだ開発段階ではありますが、カプセル内視鏡に自走能を付与した、
自走式カプセル内視鏡の開発も行っております。低侵襲に全消化管を観察できるという目標のもと、新規医療機器の開発も積極的であることも特徴
の一つです。
❷肝胆膵科
　ウィルス性肝炎や脂肪肝、その他の慢性管疾患に対して、肝硬変・肝癌への進展を防ぐよう診療を行っています。早期肝癌に対してはラジオ波焼灼
療法（RFA）、マイクロ波焼灼療法（MWA）、経皮的エタノール注入療法（PEIT）等の局所療法を行っており、特にラジオ波焼灼療法の症例数は日本有
数です。進行肝癌に対しては放射線科と連携した肝動脈化学塞栓療法（TACE）や、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬を用いた全身化学療
法、それらを組み合わせた集学的治療を行っています。一方、胆石・胆管炎・膵炎などに対しては、最新の画像診断をもとに、内視鏡的逆行性胆道膵管
造影（ERCP）、内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）、胆道ドレナージ（ERBD、ENBD、PTCD、PTGBD）、胆管ステント留置などの内視鏡的診断・治療
を中心に総合的な治療を行っています。胆道・膵腫瘍性病変に対しては、超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）を施行して、病理組織学的確定診断
を行っています。また、経乳頭処置困難な閉塞性黄疸・膵管閉塞に対しても、超音波内視鏡下ドレナージ術など、最先端の治療を、日本トップレベルの
症例数に対して行っております。
❸化学療法科
　当科では、日本臨床腫瘍学会が認定するがん薬物療法専門医が中心となり、エビデンスに基づく標準的化学療法の提供のほか、企業治験や日本臨
床腫瘍研究グループの実施する多施設共同研究に参加するなど治療開発にも力を入れています。がん薬物療法のマネジメントを専門にしています
が、がんの診断から治療に至る全ての過程に関わり、必要に応じて外科や放射線科と連携しながら集学的治療のマネジメントも行っています。また、
がんに伴う、或いは治療に伴う身体的、精神的苦痛や社会的苦痛に対して、緩和ケアチームやがん相談支援センターに相談できる体制を整えており、
患者のQOL向上のため活発な活動が行われています。一方、2019年6月には包括的がんゲノムプロファイル検査（CGP検査）が保険適応となり、
個々の遺伝情報に基づく治療の最適化が可能になりました。当院は、がんゲノム医療連携病院の指定を受けており、京都大学医学部附属病院と連携
し、CGP検査を含むがんゲノム医療も実践しており、常に最先端の検査、治療を提供できるよう努めています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学内科学Ⅱ教室  TEL：072-683-1221 
　　　　　　　　 内線 2372（教授室）、2352（医局）、2472（研究室）／e-mail：ninaika@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://www.osaka-med-ninaika.jp/index.html

消化器内科

中村 志郎（なかむら しろう）専門教授（科長）
■専門分野
　炎症性腸疾患、下部消化管疾患、小腸疾患

■経歴

　昭和61年3月　富山医科薬科大学（現 富山大学）医学部卒業

　昭和61年5月　大阪市立大学第三内科入局、平成6年 同 助手、平成16年 同 講師

　平成19年4月　兵庫医科大学内科学下部消化管科准教授、平成24年4月 同 教授

　平成26年1月　兵庫医科大学炎症性腸疾患学講座内科教授

　令和02年4月　大阪医科大学内科学Ⅱ専門教授（現 大阪医科薬科大学）

■主な所属学会

　日本内科学会（認定内科医、指導医、評議員）、日本消化器病学会（指導医、専門医、評議員）、日本消化器内視鏡

学会（指導医、専門医、評議員）、日本消化管学会（指導医）日本カプセル内視鏡学会（指導医）、日本炎症性腸疾患

学会（理事）、日本小腸学会（理事）、アレルギー消化器研究会（世話人）厚生労働科学研究費 難治性疾患政策研

究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」 治療指針改定プロジェクト統括責任者

■研究課題

　炎症性腸疾患の病態解明と治療法の確立、小腸・大腸疾患の内視鏡診断と治療に関する研究

2020年9月　日本消化器内視鏡学会総会　医局員集合写真（会長：樋口和秀）

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標



　初期研修としては原則として大阪医科薬科大学病院消化器内科
で研修を行い、関連病院での研修は行わない。ただし、研修2年目の
地域医療の研修施設としては、当科関連の第一東和会病院、北摂総
合病院が含まれる。

研修病院群

プログラム指導責任者：科長代行　中村 志郎
研修方法：
　スムーズな内科専門医取得と、将来的な消化器領域の専門医取得
のために、卒後3～5年目は当院を含めた日本内科学会認定制度教
育関連病院（含、基幹病院）に勤務し、サブスペシャリティとして消
化器内科の研修も同時に進めます。
　当院の内科専門研修プログラムにおいては、現行の内科学会の方
針に従い3年間のうち1年間は基幹施設である大阪医科薬科大学病
院、1年間は大阪府下の連携施設、1年間は非シーリング地域の連携
施設（兵庫県、滋賀県など）となります。例えば、卒後3, 4年目で経
験できなかった分野の専門内科について、卒後5年目に大阪医科薬
科大学病院でローテーションすることも可能です。また、当院を連
携施設とする非シーリング地域の基幹プログラムで2年間研修し、
残り1年間を大阪医科薬科大学病院で研修することも可能です。内
科学会の専攻医登録評価システム（J-OSLER）についても、十分な
指導体制を整えています。

研修プログラム

　大阪医科薬科大学病院では、基本的に消化管、胆膵、肝臓、化学療
法の各グループをローテートし、消化器内科の各分野を専門的に研

修します。希望により他分野の専門内科を研修し症例を経験するこ
とも可能です。
　外来に関しては、指導医の助言を受けながらも単独で外来診療を
担当する。大学病院は高度医療機関であり専門的な疾患が多い。各
領域のグループリーダーの指導を受けながらも、入院患者は主治医
として担当する。一方、初期研修医に対しては指導的立場を担う。
　また、画像検査に関しては、上部消化管内視鏡検査、腹部超音波検
査に加えて、大腸内視鏡検査、消化管造影検査、腹部血管造影検査や
経カテーテル治療、超音波ガイド下穿刺術や治療、内視鏡的逆行性
胆道膵管造影（ERCP）などの検査・治療の手技を経験して習得す
る。消化器癌化学療法についても全般的な経験を積み、緩和医療の
基本についても習得する。
　そして、示唆に富む症例については、学会に症例報告として自ら
発表できるよう指導し、論文作成を推奨する。
　以上の臨床経験や技術の習得、学会での症例報告は学会専門医の
取得のために必要な条件であり、消化器系の学会専門医取得のため
の基盤を形成することを到達目標とする。

＜４年目～５年目＞
　連携施設では、出向先の研修プログラムに準じ、消化器を含めた
内科全般の研修を行います。消化器領域においても、学会指導施設
として指導医が丁寧に指導します。

研修内容と到達目標

　当院共通の研修評価表により、研修医の評価を行う。一方、当科の
カリキュラムに対する研修医のアンケート調査も行い、その回答結
果は今後の研修内容の改善に活用していく方針である。

評価方法

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

外来病棟業務、上部消化管内視鏡検査、
腹部超音波検査
外来病棟業務、上部消化管内視鏡検査、
腹部血管造影検査、腹部超音波検査
外来病棟業務、注腸造影検査、腹部超音波検査

入院退院報告、上部消化管内視鏡検査、ダブルバルーン内視鏡検査、
腹部血管造影検査、腹部超音波検査、食道内圧検査
外来病棟業務、上部消化管内視鏡検査、
腹部超音波検査
外来病棟業務

病棟業務、大腸内視鏡検査、腹部超音波検査、
化学療法病棟回診･カンファレンス、EUS-FNA/ERCP
病棟業務、大腸内視鏡検査、上部消化管内視鏡治療(ESD)、
肝疾患経皮的検査（肝生検・RFA）、肝疾患カンファレンス
病棟業務、大腸内視鏡検査/治療(ESD)、EUS-FNA/ERCP

上部消化管内視鏡治療(ESD)、EUS-FNA、ダブルバルーン内視鏡検査、
胆膵疾患カンファレンス、下部消化管病棟カンファレンス
病棟業務、大腸内視鏡検査/治療(ESD)、EUS-FNA、
上部消化管病棟カンファレンス

午 　 前 午 　 後

※カプセル内視鏡は月～金の毎日施行

後期研修（レジデント）プログラムの特徴
　初期研修を終えて生涯の専門領域を消化器内科とするに当たって、消化器領域のいかなる分野の診療にも対応可能な臨床能力の育成を目
標とします。女性医師の将来設計に応じた勤務も対応可能です。

大阪医科薬科大学病院／市立ひらかた病院／北摂総合病院／城山病院
／阪和住吉総合病院／第一東和会病院／守口敬仁会病院／葛城病院／
清恵会病院／大阪回生病院／みどりヶ丘病院／赤穂市民病院／姫路赤
十字病院／宝塚市立病院／草津総合病院

プログラムに参加する医療機関

　大学院生（卒後3年目から随時）、大学での助教（准）や臨床研修専
任指導医などの教員スタッフ、関連病院への就職、国内外への留学
など個人の希望やライフスタイルに応じた将来設計の選択が可能
である。

後期研修（レジデント）終了後の進路

先輩レジデントのコメント

　私は令和3年度より大阪医科薬科大

学内科学Ⅱに入局させて頂きました。

鳥取大学医学部を卒業後、高槻市内の市中病院で初期研修を修了し

ました。初期研修後の進路については、扱う臓器が多くて手技のバ

リエーションが豊富な消化器内科に魅力を感じておりました。大阪

医科薬科大学の見学の際に感じた消化器内科（内科学Ⅱ）の医局の

良い雰囲気に惹かれて入局することを決めました。実際に働いてみ

ると、病棟業務のほかに、救急や外来診療などと、初めて経験するこ

とばかりで困ってしまうこともありましたが、周りの先輩先生方は

皆、相談しやすく丁寧に指導してもらえるので、働きやすさを実感

しています。手技に関しても、内視鏡検査や超音波検査などの初歩

的なことから丁寧に教えていただけます。最近では緊急内視鏡での

止血術も一人で完遂することができました。まだまだ経験不足で分

からないことも多いですが、上級医の先生方のサポートのもと楽し

く充実した日々を送らせていただいています。

　私は平成29年に奈良県立医科大学

を卒業し、市中病院での初期研修の後

に大阪医科薬科大学内科学Ⅱに入局させていただきました。入局後

は市立ひらかた病院消化器内科で2年間研修し、その後は大学病院

で勤務させていただいております。私は卒後3年目の終わりに妊娠

が発覚し、4年目の秋に出産しました。子育てしながら仕事を続け

ていくことに不安を感じておりましたが、医局の優しい先生方に支

えていただき、現在は時短勤務で専門医取得に向けて日々精進して

おります。時短勤務という限られた時間内で働いているにも関わら

ず学会発表や論文執筆などの機会もいただき、毎日充実した日々を

送っています。当科は女性医師も非常に働きやすい環境です。子育

てしながらもバリバリ働いている医師や私のように時短勤務の医

師もいます。ロールモデルとなる先輩の女性医師が多く、今後の自

分の働き方に不安のある女性医師にもお勧めできる医局であると

感じております。

働き方に不安のある
女性医師にもお勧めできる
医局です

扱う臓器が多く
手技バリエーションが豊富な
ところに魅力を感じ入局
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　私は大阪医科大学附属病院での2年

間の初期研修後、一般内科医として市中

病院に勤務していました。一般内科医として働いていく中で、消化器

疾患に触れる事が非常に多いことに気づき、専門とする臓器や疾患

も幅広くカバーしている点に惹かれ、また内科でありながらも手技

もしっかりとやりたいという気持ちが強くなり、医師5年目で消化器

内科を専門にすることを決意しました。大阪医科薬科大学病院消化

器内科は他大学出身者も多く、イレギュラーな時期の入局でも温か

く迎え入れてくださる和気藹々とした雰囲気です。消化管、肝臓、胆

膵、化学療法の4つのグループが一体となっています。まずはそれぞ

れをローテートして専門性の高い疾患を学ぶことができ、じっくり

と自分の専門を決めることができるのも良い点だと思います。

消化管、肝臓、胆膵、化学療法の
4グループをローテートし
専門性の高い疾患を学べる

西庵 克俊
平成29年卒

2021年2月　日本消化管学会学術集会 医局員集合写真（会長：樋口和秀）



　初期研修としては原則として大阪医科薬科大学病院消化器内科
で研修を行い、関連病院での研修は行わない。ただし、研修2年目の
地域医療の研修施設としては、当科関連の第一東和会病院、北摂総
合病院が含まれる。

研修病院群

プログラム指導責任者：科長代行　中村 志郎
研修方法：
　スムーズな内科専門医取得と、将来的な消化器領域の専門医取得
のために、卒後3～5年目は当院を含めた日本内科学会認定制度教
育関連病院（含、基幹病院）に勤務し、サブスペシャリティとして消
化器内科の研修も同時に進めます。
　当院の内科専門研修プログラムにおいては、現行の内科学会の方
針に従い3年間のうち1年間は基幹施設である大阪医科薬科大学病
院、1年間は大阪府下の連携施設、1年間は非シーリング地域の連携
施設（兵庫県、滋賀県など）となります。例えば、卒後3, 4年目で経
験できなかった分野の専門内科について、卒後5年目に大阪医科薬
科大学病院でローテーションすることも可能です。また、当院を連
携施設とする非シーリング地域の基幹プログラムで2年間研修し、
残り1年間を大阪医科薬科大学病院で研修することも可能です。内
科学会の専攻医登録評価システム（J-OSLER）についても、十分な
指導体制を整えています。

研修プログラム

　大阪医科薬科大学病院では、基本的に消化管、胆膵、肝臓、化学療
法の各グループをローテートし、消化器内科の各分野を専門的に研

修します。希望により他分野の専門内科を研修し症例を経験するこ
とも可能です。
　外来に関しては、指導医の助言を受けながらも単独で外来診療を
担当する。大学病院は高度医療機関であり専門的な疾患が多い。各
領域のグループリーダーの指導を受けながらも、入院患者は主治医
として担当する。一方、初期研修医に対しては指導的立場を担う。
　また、画像検査に関しては、上部消化管内視鏡検査、腹部超音波検
査に加えて、大腸内視鏡検査、消化管造影検査、腹部血管造影検査や
経カテーテル治療、超音波ガイド下穿刺術や治療、内視鏡的逆行性
胆道膵管造影（ERCP）などの検査・治療の手技を経験して習得す
る。消化器癌化学療法についても全般的な経験を積み、緩和医療の
基本についても習得する。
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発表できるよう指導し、論文作成を推奨する。
　以上の臨床経験や技術の習得、学会での症例報告は学会専門医の
取得のために必要な条件であり、消化器系の学会専門医取得のため
の基盤を形成することを到達目標とする。

＜４年目～５年目＞
　連携施設では、出向先の研修プログラムに準じ、消化器を含めた
内科全般の研修を行います。消化器領域においても、学会指導施設
として指導医が丁寧に指導します。

研修内容と到達目標

　当院共通の研修評価表により、研修医の評価を行う。一方、当科の
カリキュラムに対する研修医のアンケート調査も行い、その回答結
果は今後の研修内容の改善に活用していく方針である。

評価方法

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

外来病棟業務、上部消化管内視鏡検査、
腹部超音波検査
外来病棟業務、上部消化管内視鏡検査、
腹部血管造影検査、腹部超音波検査
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腹部血管造影検査、腹部超音波検査、食道内圧検査
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腹部超音波検査
外来病棟業務

病棟業務、大腸内視鏡検査、腹部超音波検査、
化学療法病棟回診･カンファレンス、EUS-FNA/ERCP
病棟業務、大腸内視鏡検査、上部消化管内視鏡治療(ESD)、
肝疾患経皮的検査（肝生検・RFA）、肝疾患カンファレンス
病棟業務、大腸内視鏡検査/治療(ESD)、EUS-FNA/ERCP
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午 　 前 午 　 後

※カプセル内視鏡は月～金の毎日施行
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医科薬科大学の見学の際に感じた消化器内科（内科学Ⅱ）の医局の

良い雰囲気に惹かれて入局することを決めました。実際に働いてみ

ると、病棟業務のほかに、救急や外来診療などと、初めて経験するこ

とばかりで困ってしまうこともありましたが、周りの先輩先生方は

皆、相談しやすく丁寧に指導してもらえるので、働きやすさを実感

しています。手技に関しても、内視鏡検査や超音波検査などの初歩

的なことから丁寧に教えていただけます。最近では緊急内視鏡での

止血術も一人で完遂することができました。まだまだ経験不足で分

からないことも多いですが、上級医の先生方のサポートのもと楽し

く充実した日々を送らせていただいています。

　私は平成29年に奈良県立医科大学

を卒業し、市中病院での初期研修の後

に大阪医科薬科大学内科学Ⅱに入局させていただきました。入局後

は市立ひらかた病院消化器内科で2年間研修し、その後は大学病院

で勤務させていただいております。私は卒後3年目の終わりに妊娠

が発覚し、4年目の秋に出産しました。子育てしながら仕事を続け

ていくことに不安を感じておりましたが、医局の優しい先生方に支

えていただき、現在は時短勤務で専門医取得に向けて日々精進して

おります。時短勤務という限られた時間内で働いているにも関わら

ず学会発表や論文執筆などの機会もいただき、毎日充実した日々を

送っています。当科は女性医師も非常に働きやすい環境です。子育

てしながらもバリバリ働いている医師や私のように時短勤務の医

師もいます。ロールモデルとなる先輩の女性医師が多く、今後の自

分の働き方に不安のある女性医師にもお勧めできる医局であると

感じております。
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　私は大阪医科大学附属病院での2年

間の初期研修後、一般内科医として市中

病院に勤務していました。一般内科医として働いていく中で、消化器

疾患に触れる事が非常に多いことに気づき、専門とする臓器や疾患

も幅広くカバーしている点に惹かれ、また内科でありながらも手技

もしっかりとやりたいという気持ちが強くなり、医師5年目で消化器

内科を専門にすることを決意しました。大阪医科薬科大学病院消化

器内科は他大学出身者も多く、イレギュラーな時期の入局でも温か

く迎え入れてくださる和気藹々とした雰囲気です。消化管、肝臓、胆

膵、化学療法の4つのグループが一体となっています。まずはそれぞ

れをローテートして専門性の高い疾患を学ぶことができ、じっくり

と自分の専門を決めることができるのも良い点だと思います。
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4グループをローテートし
専門性の高い疾患を学べる

西庵 克俊
平成29年卒

2021年2月　日本消化管学会学術集会 医局員集合写真（会長：樋口和秀）



日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会

日本消化管学会、日本肝臓学会、日本超音波医学会

日本大腸肛門病学会、日本臨床腫瘍学会

日本カプセル内視鏡学会

取得できる学会認定医・専門医

医局出身者の常勤医派遣病院（19病院）

市立ひらかた病院／北摂総合病院／城山病院／阪和住吉総合病

院／第一東和会病院／第二東和会病院／守口敬任会病院／葛城

病院／青山病院／大正病院／巽病院／洛西シミズ病院／国立が

んセンター中央病院／清恵会病院／大阪回生病院／大阪医科薬

科大学三島南病院／みどりヶ丘病院／愛知県がんセンター中央

病院／蒼生病院

関連病院

教育・研究指導方針

中村 志郎 専門教授　
　炎症性腸疾患に対する基礎的研究及び新規治療法の開発。大腸腫

瘍に対する内視鏡診断と治療。

後藤 昌弘 特務教授（化学療法センター長）
　食道癌に対する放射線化学療法。胃癌、大腸癌の化学療法。癌化学

療法の臨床試験（第Ⅰ相～Ⅲ相試験）。緩和医療における臨床的研

究。文部科学省 ｢がんプロフェッショナル養成プラン｣ にも参画し

ている。

福西 新弥 特任教授　
　肝疾患の病態と診断・治療に関する基礎的・臨床的研究。糖尿病と

非アルコール性脂肪性肝疾患における基礎的研究とその臨床応用。

自己免疫性肝疾患への漢方薬治療。

竹内 利寿 准教授（消化器内視鏡センター長）　
　上部消化管疾患の内視鏡診断および治療。逆流性食道炎・ヘリコ

バクターピロリ除菌療法・機能性胃腸症に対する臨床的研究。消化

管疾患の病態解明に関する基礎的・臨床的研究。消化管疾患に関す

る新しい治療法の開発。消化器内視鏡に関する基礎的・臨床的研究

（カプセル内視鏡など）。

小倉 健 准教授　
　胆膵疾患の病態解明と診断・治療に関する臨床的研究。急性胆道

炎、重症急性膵炎の診断・治療。胆管癌、膵癌、膵管内乳頭粘液性腫瘍

に対する超音波内視鏡を用いた診断・治療。内視鏡的採取材料を用

いた分子生物学的研究。

現在の研究テーマの概要

大学院における教育・研究活動

国立がんセンター中央病院（腫瘍内科）／国立がんセンター東病院（臨

床腫瘍病理部）／国立国際医療センター研究所（消化器疾患研究部）／

愛知県がんセンター中央病院（消化器内科）

国内留学先

ハーバード大学／カルフォルニア大学／シカゴ大学／MDアンダ

ーソンがんセンター／カロリンスカ医科大学／ニューヨーク大学

海外留学先

　医局主催の研究会・勉強会は｢OMPU Gastroenterology ＆ 

Hepatology Research Group 講演会｣と称し、約2ヵ月に1回開

催されて学術活動も活発である。講演会後の懇親会でも情報意見交

換が行われて相互の交流親睦が図られる。

研究会

　医局同門会は｢春洋会｣と称し、総会員数は約500名である。年1

回春洋会総会が開催され、参加者数は約100名の参加を得て開催

される。

同門会

　毎年、米国消化器学会に25～30演題、発表しており発表数は8

年連続日本一である。

学　会

【消化管・腹膜の疾患】
　食道

食道癌（早期食道癌、表在型食道癌、進行食道癌、バレット食
道腺癌 含む）：142
食道静脈瘤（食道胃静脈瘤 含む）：21
逆流性食道炎、胃食道逆流症：6　
食道粘膜下腫瘍：1

　胃
胃癌（早期胃癌、進行胃癌 含む）：147
胃潰瘍：9
胃ポリープ：6
胃腺腫：6
GAVE（毛細血管拡張症 含む）：1

　十二指腸
十二指腸癌：11
十二指腸潰瘍：1

　小腸
小腸出血：9
クローン病：32
小腸炎：2
小腸腫瘍（小腸GIST、小腸癌 含む）：5

　結腸・大腸
大腸癌（早期大腸癌、進行大腸癌 含む）：103
大腸ポリープ（大腸腺腫 含む）：82
潰瘍性大腸炎：46
感染性腸炎：6
大腸憩室出血、大腸憩室炎：18
直腸カルチノイド：7

【肝・胆・膵の疾患】
　肝

肝細胞癌：3
肝硬変：12
慢性肝炎：1
肝性脳症：3
急性肝炎：3
自己免疫性肝炎：1
原発性胆汁性胆管炎：0

　胆道
閉塞性黄疸：98
総胆管結石：84
胆管癌（乳頭部癌 含む）：24
胆嚢癌：33

　膵
膵癌（膵頭部癌、膵体部癌、膵尾部癌 含む）：79
膵腫瘍：67
IPMN（IPMC、膵管内乳頭粘液性腫瘍 含む）：17
自己免疫性膵炎：2
急性膵炎：30
慢性膵炎：70
膵胆管合流異常：0

入院患者症例数統計

❶

❷

❸

❹

❺

内科学、とくに消化器領域に関する高度の総合的知識・技術を習

得させ、疾患の本質、病態の追求と把握に努める。

各人の個性を尊重し、オリジナリティーのある研究を重視する。

臨床の場から問題点を掘り起こす視点をもたせ、臨床に還元で

きる内容の研究に努める。

基礎医学的な生理・病態に関する研究にも努め、基礎医学部門、

国内外の専門施設との共同研究も積極的に考える。

大学院は卒後3年目から入学することが可能であり、レジデント

との兼任も可能である。

女性医師の指導も人生設計に応じて対応可能である。

アメリカ消化器病学会

春洋会総会

（2021年1月～12月: 主病名として多い順）
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日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会

日本消化管学会、日本肝臓学会、日本超音波医学会

日本大腸肛門病学会、日本臨床腫瘍学会

日本カプセル内視鏡学会

取得できる学会認定医・専門医

医局出身者の常勤医派遣病院（19病院）

市立ひらかた病院／北摂総合病院／城山病院／阪和住吉総合病

院／第一東和会病院／第二東和会病院／守口敬任会病院／葛城

病院／青山病院／大正病院／巽病院／洛西シミズ病院／国立が

んセンター中央病院／清恵会病院／大阪回生病院／大阪医科薬

科大学三島南病院／みどりヶ丘病院／愛知県がんセンター中央

病院／蒼生病院

関連病院

教育・研究指導方針

中村 志郎 専門教授　
　炎症性腸疾患に対する基礎的研究及び新規治療法の開発。大腸腫

瘍に対する内視鏡診断と治療。

後藤 昌弘 特務教授（化学療法センター長）
　食道癌に対する放射線化学療法。胃癌、大腸癌の化学療法。癌化学

療法の臨床試験（第Ⅰ相～Ⅲ相試験）。緩和医療における臨床的研

究。文部科学省 ｢がんプロフェッショナル養成プラン｣ にも参画し

ている。

福西 新弥 特任教授　
　肝疾患の病態と診断・治療に関する基礎的・臨床的研究。糖尿病と

非アルコール性脂肪性肝疾患における基礎的研究とその臨床応用。

自己免疫性肝疾患への漢方薬治療。

竹内 利寿 准教授（消化器内視鏡センター長）　
　上部消化管疾患の内視鏡診断および治療。逆流性食道炎・ヘリコ

バクターピロリ除菌療法・機能性胃腸症に対する臨床的研究。消化

管疾患の病態解明に関する基礎的・臨床的研究。消化管疾患に関す

る新しい治療法の開発。消化器内視鏡に関する基礎的・臨床的研究

（カプセル内視鏡など）。

小倉 健 准教授　
　胆膵疾患の病態解明と診断・治療に関する臨床的研究。急性胆道

炎、重症急性膵炎の診断・治療。胆管癌、膵癌、膵管内乳頭粘液性腫瘍

に対する超音波内視鏡を用いた診断・治療。内視鏡的採取材料を用

いた分子生物学的研究。

現在の研究テーマの概要

大学院における教育・研究活動

国立がんセンター中央病院（腫瘍内科）／国立がんセンター東病院（臨

床腫瘍病理部）／国立国際医療センター研究所（消化器疾患研究部）／

愛知県がんセンター中央病院（消化器内科）

国内留学先

ハーバード大学／カルフォルニア大学／シカゴ大学／MDアンダ

ーソンがんセンター／カロリンスカ医科大学／ニューヨーク大学

海外留学先

　医局主催の研究会・勉強会は｢OMPU Gastroenterology ＆ 

Hepatology Research Group 講演会｣と称し、約2ヵ月に1回開

催されて学術活動も活発である。講演会後の懇親会でも情報意見交

換が行われて相互の交流親睦が図られる。

研究会

　医局同門会は｢春洋会｣と称し、総会員数は約500名である。年1

回春洋会総会が開催され、参加者数は約100名の参加を得て開催

される。

同門会

　毎年、米国消化器学会に25～30演題、発表しており発表数は8

年連続日本一である。

学　会

【消化管・腹膜の疾患】
　食道

食道癌（早期食道癌、表在型食道癌、進行食道癌、バレット食
道腺癌 含む）：142
食道静脈瘤（食道胃静脈瘤 含む）：21
逆流性食道炎、胃食道逆流症：6　
食道粘膜下腫瘍：1

　胃
胃癌（早期胃癌、進行胃癌 含む）：147
胃潰瘍：9
胃ポリープ：6
胃腺腫：6
GAVE（毛細血管拡張症 含む）：1

　十二指腸
十二指腸癌：11
十二指腸潰瘍：1

　小腸
小腸出血：9
クローン病：32
小腸炎：2
小腸腫瘍（小腸GIST、小腸癌 含む）：5

　結腸・大腸
大腸癌（早期大腸癌、進行大腸癌 含む）：103
大腸ポリープ（大腸腺腫 含む）：82
潰瘍性大腸炎：46
感染性腸炎：6
大腸憩室出血、大腸憩室炎：18
直腸カルチノイド：7

【肝・胆・膵の疾患】
　肝

肝細胞癌：3
肝硬変：12
慢性肝炎：1
肝性脳症：3
急性肝炎：3
自己免疫性肝炎：1
原発性胆汁性胆管炎：0

　胆道
閉塞性黄疸：98
総胆管結石：84
胆管癌（乳頭部癌 含む）：24
胆嚢癌：33

　膵
膵癌（膵頭部癌、膵体部癌、膵尾部癌 含む）：79
膵腫瘍：67
IPMN（IPMC、膵管内乳頭粘液性腫瘍 含む）：17
自己免疫性膵炎：2
急性膵炎：30
慢性膵炎：70
膵胆管合流異常：0

入院患者症例数統計
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各人の個性を尊重し、オリジナリティーのある研究を重視する。

臨床の場から問題点を掘り起こす視点をもたせ、臨床に還元で

きる内容の研究に努める。

基礎医学的な生理・病態に関する研究にも努め、基礎医学部門、

国内外の専門施設との共同研究も積極的に考える。

大学院は卒後3年目から入学することが可能であり、レジデント

との兼任も可能である。

女性医師の指導も人生設計に応じて対応可能である。
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　基本的には日本循環器学会認定循環器専門医研修カリキュラム

に準じており、到達目標は次の4段階に分けている。

6 循環器内科
Cardiology

6

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴

●教室（診療科）指導医・上級医●

　循環器内科では経験豊富な専門医を中心としたチーム医療により、予防医学から高度先進医療までの幅広い領域において最適な循環器医療を
患者さまに提供することを第一に心がけています。心臓血管外科、救急医療部などとの密接な連携により、内科の枠にとらわれない循環器疾患の
迅速な対応ができる体制を整えています。近年、循環器医療は複雑さを増し、また高齢化社会到来もあいまって循環器診療のプレゼンスは年々重
要さを増しています。当科ではさまざまな循環器疾患に対応すべく、心臓カテーテル、心エコー・核医学、不整脈などについて専門グループによる
検討を精力的に行う一方で、病態生理、生化学、病理学などベーシックな側面からも循環器疾患についての理解を深めるよう日々努めています。

　循環器疾患患者の的確な病歴聴取や身体所見の観察に習熟し、諸種診断法の手法や評価方法について研修を行います。高血圧症・冠動脈疾

患・心不全・不整脈などに対する循環器疾患治療薬の使用法を習得します。また、経皮的冠動脈インターベンション・ペースメーカー治療およ

び不整脈に対する電気的焼灼術など観血的治療の適応、手技を習得します。

　不安定狭心症や急性心筋梗塞、急性心不全などの急性期医療の診断・治療を経験し、冠動脈疾患・心臓弁膜症・高血圧症・不整脈・先天性心疾

患などの頻度が高い循環器疾患、さらに心筋症などについても診断・治療を行います。将来、循環器専門医となるための基本内容を修得しま

すが、さらに先端的高度先進医療についても経験します。

　また、他の内科との交流など、内科専門医資格の取得に配慮しています。

●診療科の概要・特徴●
　循環器内科では、主に狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・心筋症・不整脈などの心臓の病気、大動脈・肺動脈および末梢血管の病気の診断と治療を行
っています。心臓病や動脈硬化の危険因子である高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの治療を積極的に行い、予防医学にも力を入れています。経験
豊富な専門医による虚血性心疾患、末梢動脈疾患に対するカテーテル検査・インターベンション治療、頻脈性不整脈に対する電気的焼灼術や致死
的不整脈に対する植え込み型除細動器植え込み、指定難病である慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）に対するバルーン肺動脈形成術（BPA）な
どの最新の治療を行っています。
　構造的心疾患に対して経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）だけでなく、経皮的左心耳閉鎖術(LAAO)を行なっており、近々、経皮的僧帽弁クリ
ップ術(マイトラクリップ）を開始する予定です。心疾患の最重症である心原性ショックに対しては積極的に経皮的人工心肺(VA-ECMO)、補助循
環用ポンプカテーテル（IMPELLA)を用いた治療を行なっており、予後改善を認めています。心不全および心筋症、心筋炎などの特定心筋疾患の
診断と先端的治療でも成果をあげています。
　2021年5月には、心臓血管外科、小児循環器と共に循環器センターを開設し、あらゆる世代の循環器疾患に対し、予防医療から最重症例まで
24時間365日ホットラインで対応致します。2022年4月からは家族性高脂血症医療の第一人者である斯波真理子医師を循環器センター特務
教授として迎え、新たなステージを切り開きます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学循環器内科  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in3/car/

循環器内科

伊藤隆英（講　師）

神崎裕美子（講　師）

森田英晃（講　師）

藤阪智弘（特務講師）

藤田修一（講師（准））

宮村昌利（講師（准））

斯波真理子（特務教授 循環器センター）

他 助教5名

循環器専門医、総合内科専門医、超音波専門医

循環器専門医、総合内科専門医、超音波専門医

循環器専門医、総合内科専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医

循環器専門医、総合内科専門医

循環器専門医、総合内科専門医

循環器専門医、不整脈専門医

体外循環血液治療専門医

循環器、心臓超音波検査

循環器、心臓超音波検査、心臓核医学、心臓MRI

循環器、虚血性心疾患、末梢動脈疾患

循環器

循環器、心筋症、ファブリー病

循環器、不整脈

高脂血症

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標

　指導医およびプログラム指導者により研修態度や診療技術、退院

時要約など総合的に評価する。

評価方法

■専門分野
　循環器内科学、心不全、動脈硬化、成人先天性心疾患
■経歴
　昭和60年　大阪医科大学医学部卒業
　平成06年　米国ワシントン大学病理学教室留学
　平成10年　大阪医科大学第一内科助手
　平成23年　大阪医科大学医学部内科学Ⅰ講師
　平成24年　大阪医科大学医学部内科学Ⅲ准教授
　平成26年　大阪医科大学医学部内科学Ⅲ専門教授
　令和03年　大阪医科薬科大学医学部内科学Ⅲ教授
■主な学会／専門医資格
　日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本循環器学会専門医
　日本心臓リハビリテーション学会認定指導士
　日本動脈硬化学会評議員、日本抗加齢医学会評議員、日本心不全学会評議員、日本成人先天性心疾患学会評議員
　日本循環器学会フェロー（FJCS）、日本心臓病学会特別正会員（FJCC）
　米国心臓病協会特別正会員（FAHA）
■研究課題
　動脈硬化疾患および大動脈狭窄の進展メカニズム解明と治療法の開発
　心不全の簡便な診断法の開発と多職種連携
　オーラルケアによる循環器疾患の進展予防

週間スケジュール

心臓カテーテル検査・治療
心カテカンファレンス

心臓カテーテル検査・治療
心カテカンファレンス

内科・外科合同カンファレンス
心臓カテーテル検査・治療
リサーチカンファレンス

病棟にて患者診察

目標達成

Ａ

病態および疾患各論検査、治療法

独立して、施行または判定
できる 主治医として経験する

Ｂ 指導者の下で、施行または
判定できる 指導者の下で経験する

Ｃ 施行できない場合、見学する 経験がない場合見学する

Ｄ 経験しなくても十分な知識
を有する

経験しなくても十分な知識
を有する

Ⅰ検査法

Ⅱ治療法

Ⅲ病態・疾患各論

Ⅳ医療倫理・他
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身体所見
エックス線診断
心電図
心音・心機図
末梢動脈検査
超音波検査
カテーテル検査
心拍出量
循環血液量
動・静脈圧
心臓核医学検査
心臓ＣＴ・ＭＲＩ
高血圧検査
心肺運動負荷試験
睡眠時ポリグラフ
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11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
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心不全
ショック
不整脈
心臓突然死
血圧異常
虚血性心疾患
弁膜疾患
心筋疾患
感染性心内膜炎
リウマチ熱
心膜疾患
心臓腫瘍
肺性心疾患
先天性心血管疾患
全身疾患に伴う血液異常
大動脈疾患
脳血管障害
末梢動脈疾患
静脈・リンパ管疾患
心臓神経症
失神

１．医療倫理

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

10．
11．
12．
13．
14．
15．

一般事項
救急処置
薬物治療
ペースメーカー植え込み
植え込み型除細動器
心臓再同期療法
経皮的冠動脈血栓溶解療法
経皮的冠インターベンション
経皮的血管形成術
バルーン弁形成術
血液透析・腹膜透析
カテーテルアブレーション
コイルによる血管閉塞治療
補助循環
心臓手術

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

星賀 正明（ほしが まさあき）教授（科長）

心臓カテーテル検査・治療、勉強会
心カテカンファレンス
不整脈カンファレンス
科長回診、クリニカルカンファレンス
心臓カテーテル検査・治療
心臓リハビリテーションカンファレンス
心カテカンファレンス、心エコーカンファレンス
心不全カンファレンス



　基本的には日本循環器学会認定循環器専門医研修カリキュラム

に準じており、到達目標は次の4段階に分けている。

6 循環器内科
Cardiology

6

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴

●教室（診療科）指導医・上級医●

　循環器内科では経験豊富な専門医を中心としたチーム医療により、予防医学から高度先進医療までの幅広い領域において最適な循環器医療を
患者さまに提供することを第一に心がけています。心臓血管外科、救急医療部などとの密接な連携により、内科の枠にとらわれない循環器疾患の
迅速な対応ができる体制を整えています。近年、循環器医療は複雑さを増し、また高齢化社会到来もあいまって循環器診療のプレゼンスは年々重
要さを増しています。当科ではさまざまな循環器疾患に対応すべく、心臓カテーテル、心エコー・核医学、不整脈などについて専門グループによる
検討を精力的に行う一方で、病態生理、生化学、病理学などベーシックな側面からも循環器疾患についての理解を深めるよう日々努めています。

　循環器疾患患者の的確な病歴聴取や身体所見の観察に習熟し、諸種診断法の手法や評価方法について研修を行います。高血圧症・冠動脈疾

患・心不全・不整脈などに対する循環器疾患治療薬の使用法を習得します。また、経皮的冠動脈インターベンション・ペースメーカー治療およ

び不整脈に対する電気的焼灼術など観血的治療の適応、手技を習得します。

　不安定狭心症や急性心筋梗塞、急性心不全などの急性期医療の診断・治療を経験し、冠動脈疾患・心臓弁膜症・高血圧症・不整脈・先天性心疾

患などの頻度が高い循環器疾患、さらに心筋症などについても診断・治療を行います。将来、循環器専門医となるための基本内容を修得しま

すが、さらに先端的高度先進医療についても経験します。

　また、他の内科との交流など、内科専門医資格の取得に配慮しています。

●診療科の概要・特徴●
　循環器内科では、主に狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・心筋症・不整脈などの心臓の病気、大動脈・肺動脈および末梢血管の病気の診断と治療を行
っています。心臓病や動脈硬化の危険因子である高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの治療を積極的に行い、予防医学にも力を入れています。経験
豊富な専門医による虚血性心疾患、末梢動脈疾患に対するカテーテル検査・インターベンション治療、頻脈性不整脈に対する電気的焼灼術や致死
的不整脈に対する植え込み型除細動器植え込み、指定難病である慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）に対するバルーン肺動脈形成術（BPA）な
どの最新の治療を行っています。
　構造的心疾患に対して経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）だけでなく、経皮的左心耳閉鎖術(LAAO)を行なっており、近々、経皮的僧帽弁クリ
ップ術(マイトラクリップ）を開始する予定です。心疾患の最重症である心原性ショックに対しては積極的に経皮的人工心肺(VA-ECMO)、補助循
環用ポンプカテーテル（IMPELLA)を用いた治療を行なっており、予後改善を認めています。心不全および心筋症、心筋炎などの特定心筋疾患の
診断と先端的治療でも成果をあげています。
　2021年5月には、心臓血管外科、小児循環器と共に循環器センターを開設し、あらゆる世代の循環器疾患に対し、予防医療から最重症例まで
24時間365日ホットラインで対応致します。2022年4月からは家族性高脂血症医療の第一人者である斯波真理子医師を循環器センター特務
教授として迎え、新たなステージを切り開きます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学循環器内科  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/in3/car/

循環器内科

伊藤隆英（講　師）

神崎裕美子（講　師）

森田英晃（講　師）

藤阪智弘（特務講師）

藤田修一（講師（准））

宮村昌利（講師（准））

斯波真理子（特務教授 循環器センター）

他 助教5名

循環器専門医、総合内科専門医、超音波専門医

循環器専門医、総合内科専門医、超音波専門医

循環器専門医、総合内科専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医

循環器専門医、総合内科専門医

循環器専門医、総合内科専門医

循環器専門医、不整脈専門医

体外循環血液治療専門医

循環器、心臓超音波検査

循環器、心臓超音波検査、心臓核医学、心臓MRI

循環器、虚血性心疾患、末梢動脈疾患

循環器

循環器、心筋症、ファブリー病

循環器、不整脈

高脂血症

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標

　指導医およびプログラム指導者により研修態度や診療技術、退院

時要約など総合的に評価する。

評価方法

■専門分野
　循環器内科学、心不全、動脈硬化、成人先天性心疾患
■経歴
　昭和60年　大阪医科大学医学部卒業
　平成06年　米国ワシントン大学病理学教室留学
　平成10年　大阪医科大学第一内科助手
　平成23年　大阪医科大学医学部内科学Ⅰ講師
　平成24年　大阪医科大学医学部内科学Ⅲ准教授
　平成26年　大阪医科大学医学部内科学Ⅲ専門教授
　令和03年　大阪医科薬科大学医学部内科学Ⅲ教授
■主な学会／専門医資格
　日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本循環器学会専門医
　日本心臓リハビリテーション学会認定指導士
　日本動脈硬化学会評議員、日本抗加齢医学会評議員、日本心不全学会評議員、日本成人先天性心疾患学会評議員
　日本循環器学会フェロー（FJCS）、日本心臓病学会特別正会員（FJCC）
　米国心臓病協会特別正会員（FAHA）
■研究課題
　動脈硬化疾患および大動脈狭窄の進展メカニズム解明と治療法の開発
　心不全の簡便な診断法の開発と多職種連携
　オーラルケアによる循環器疾患の進展予防

週間スケジュール

心臓カテーテル検査・治療
心カテカンファレンス

心臓カテーテル検査・治療
心カテカンファレンス

内科・外科合同カンファレンス
心臓カテーテル検査・治療
リサーチカンファレンス

病棟にて患者診察

目標達成

Ａ

病態および疾患各論検査、治療法

独立して、施行または判定
できる 主治医として経験する

Ｂ 指導者の下で、施行または
判定できる 指導者の下で経験する

Ｃ 施行できない場合、見学する 経験がない場合見学する

Ｄ 経験しなくても十分な知識
を有する

経験しなくても十分な知識
を有する

Ⅰ検査法

Ⅱ治療法

Ⅲ病態・疾患各論

Ⅳ医療倫理・他

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

10．
11．
12．
13．
14．
15．

身体所見
エックス線診断
心電図
心音・心機図
末梢動脈検査
超音波検査
カテーテル検査
心拍出量
循環血液量
動・静脈圧
心臓核医学検査
心臓ＣＴ・ＭＲＩ
高血圧検査
心肺運動負荷試験
睡眠時ポリグラフ

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．

心不全
ショック
不整脈
心臓突然死
血圧異常
虚血性心疾患
弁膜疾患
心筋疾患
感染性心内膜炎
リウマチ熱
心膜疾患
心臓腫瘍
肺性心疾患
先天性心血管疾患
全身疾患に伴う血液異常
大動脈疾患
脳血管障害
末梢動脈疾患
静脈・リンパ管疾患
心臓神経症
失神

１．医療倫理

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

10．
11．
12．
13．
14．
15．

一般事項
救急処置
薬物治療
ペースメーカー植え込み
植え込み型除細動器
心臓再同期療法
経皮的冠動脈血栓溶解療法
経皮的冠インターベンション
経皮的血管形成術
バルーン弁形成術
血液透析・腹膜透析
カテーテルアブレーション
コイルによる血管閉塞治療
補助循環
心臓手術

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

星賀 正明（ほしが まさあき）教授（科長）

心臓カテーテル検査・治療、勉強会
心カテカンファレンス
不整脈カンファレンス
科長回診、クリニカルカンファレンス
心臓カテーテル検査・治療
心臓リハビリテーションカンファレンス
心カテカンファレンス、心エコーカンファレンス
心不全カンファレンス



不整脈に対するカテーテル焼灼術治療

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁留置術

慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術

後期研修プログラムの特徴

6 循環器内科

大阪医科薬科大学病院／市立ひらかた病院／高槻赤十字病院
日本生命病院／北摂総合病院／大阪医科薬科大学三島南病院
大阪府三島救命救急センター／南大阪病院／市立伊丹病院
東宝塚さとう病院／蘇生会病院／赤穂市民病院／高井病院

プログラムに参加する医療機関等

内科専門医／循環器専門医／超音波専門医／日本心血管インターベ
ンション治療学会専門医／不整脈専門医／高血圧専門医／抗加齢医
学専門医／核医学専門医／IVR専門医／成人先天性心疾患専門医

参加学会等

取得できる認定医・専門医

　当科におけるレジデント研修では、初期臨床研修で修得した基本
的な診療能力（知識・技術）および医師としての人格をさらに発展・
向上させます。また、日本内科学会内科専門医および日本循環器学
会認定循環器専門医受験資格とそれらを修得する能力を身につけ
ることを目的としています。
　循環器疾患患者の病歴・身体所見・検査・診断および治療の経験を
積むことによって、循環器疾患の的確な診療を可能にします。循環
器疾患検査として心エコー検査・心臓核医学検査などの手技や診断
に習熟します。また、心臓カテーテル検査（経皮的冠動脈インターベ
ンションを含む）やペーシング治療などにも参加し、これらの適応・
手技を習得します。循環器疾患として頻度が高い冠動脈疾患・弁膜
症・大動脈疾患・先天性心疾患・高血圧症および心筋症などの患者の
主治医となり、診断・治療などを経験します。心臓血管外科との緊密
な連携（合同カンファレンスなど）を通して機能的・集約的な診療・
教育を行っていきます。
　医療チームの一員として、上級指導医の指導下にて修練を重ねる
とともに臨床研修医の指導を行うことにより専門医レジデントと
しての資質を養います。
　循環器内科レジデント修練中に、希望に応じて心臓血管外科・麻
酔科・救急医療部および関連病院などに出向することも可能です。

❶
❷

❸

❹
❺

❻

❼

❽
❾

循環器病棟で約10名の症例を主治医として受け持つ。
心電図診断や胸部Ｘ線読影、心エコー、ＣＴ・ＭＲＩや核医学検
査などの画像診断に習熟する。
心臓超音波検査やトレッドミル運動負荷試験、ホルター心電図
など非観血的検査を担当し評価と診断を行う。
心不全や弁膜疾患、心筋症の病態を理解し、治療方針を決定する。
Swan-Ganzカテーテルや中心静脈カテーテルおよび一時的ペ
ーシングカテーテルの挿入など観血的手技を習熟する。
心血管造影検査やインターベンション治療に参加し、手技や評
価法を修得する。
不整脈治療に際して、電気生理学的検査やカテーテル焼灼術治
療に参加し、手技や評価法を修得する。
心不全のデバイス治療に参加し、手技や評価法を修得する。
循環器検査・治療を行うに際して、指導医と共に患者や家族に検
査手順や合併症を説明し同意書の取得法を習熟する
受け持ち症例の病歴、身体所見、検査結果および治療方針を簡潔
に報告し症例提示の能力を高める。
外科との合同カンファレンスにて手術適応の検討や施術におけ
る問題点を発表する能力を高める。
急性期症例のリハビリテーション治療計画を作成し、退院後の
食事指導や生活指導を習熟する。
クリニカルカンファレンスにて受け持ち症例に関する文献や海
外論文を簡潔に要約、発表する能力を養う。また、臨床研究や症
例研究に参画し、学会発表を行う。

研修内容と到達目標

10

11

12

13

　私は2018年に大阪医科大学を卒業後、その
まま母校大学病院で初期研修を行いました。学
生時代から外科系の科を志望しており、研修開

始当初は自分が循環器内科医になるとは想像もしていませんでした。研
修医として循環器内科を実際にローテートした時に受けた印象は“外科
的な側面を併せ持った内科”でした。カテーテル治療やペースメーカ植込
みなどの外科的要素と、循環作動薬や心保護薬などの薬剤の細やかな調
整を行い、急性期から慢性期まで治療を完結する内科的要素。このどちら
も行うことができる循環器内科は、学生時代に教科書や病院実習で見て
知ったものより、はるかに画期的で魅力的なものに映り、専攻することを
決めました。
　初期研修終了後は、1年間大学病院でレジデントとして研修し、2021年
からは市立伊丹病院で研修をさせていただいております。レジデントにな
りたての時は、特に多忙な日々でしたが、大学ではチーム制で常に上級医
のバックアップを受けながら、幅広く、かつ専門性の高い症例に対応する
能力を身につけることができました。さらに、チーム以外の上級医であっ
ても、いつでも気軽に相談することができ、1年間でとても多くのことを学
ぶことができました。また、若手の先生方が自主的に行われている抄読会

では、常に最新の研究に関する情報を共有でき、自分自身で文献を調べて、
読んで、知識をアップデートし続ける習慣がつきました。同僚や先輩医師
とは一緒に山に登りに行ったり、バーベキューをしたり、仕事以外でも楽
しい時間を共有させて頂きました。
　現在勤務している市立伊丹病院は不整脈に対するカテーテルアブレー
ション治療に力を入れている病院であり、自ら研修を希望しました。大学
病院とは異なる治療法もあり、日々学ばせていただいております。また、
外来も担当することになり、入院中に担当した患者さんを退院後のフォ
ローアップまで通して診ることができるようになり、さらに経験を積ま
せてもらっています。
　当院循環器内科の内科専門研修プログラムの魅力は、まずは大学病院
で専門性できること、その後市中病院での診療を経験することで、一般循
環器内科も含めた幅広い診療能力を身につけることができることだと思
います。決して楽な科ではありませんが、その分充実した日々を過ごすこ
とができると思います。少しでも興味がある方は、是非見学にお越しくだ
さい。

中村 暢洋
令和2年度レジデント

外科的要素と内科的要素
このどちらも行うことができる

先輩レジデントのコメント

　私は愛知医科大学を卒業後、宮城県の市中病
院で初期研修を行いました。初期研修終了後は、
地元大阪で循環器内科を目指したいと考え、姉

が神経内科医として勤務していた縁もあって、大阪医科薬科大学病院に
見学に来ました。その際、大学病院としての存在感と、専門性の高さに感
動し、また医局の雰囲気が自分に合っていると感じ、入局を決めました。
初期研修2年目に妊娠・出産し、レジデントになった4月当時、子供は生後
4か月で、仕事と育児に奮闘する日々が始まりました。そんな中で、大阪医
大の先生方は私を温かく受け入れて下さり、すぐに溶け込むことができ
ました。当直やオンコールなどの夜間業務からは外して頂き、帰宅後の時
間は子供と向き合うことができました。カンファレンスや病棟診療、心臓
カテーテル検査・治療、心エコー検査、運動負荷心電図検査などの、循環器
内科医としての成長に必要な業務に関しては、惜しみなく機会を与えて
いただきました。
　病棟業務においては、同期の男性医師と同じように主治医として患者
さんの入院中～退院後までの治療計画のマネジメントを行い、ICU管理の
必要な重症患者さんについても、上級医のサポートを受けながら担当さ
せて頂きました。子供の急な発熱などで帰宅しなければならないことも
ありましたが、同期や上司の支援を受け、安心して子供の看病に専念する
ことができました。循環器内科はカテーテル、画像診断（心エコー・心臓
CT・心臓MRI）、心不全、不整脈など専門性が分かれますが、当院ではそれ
ぞれのグループ間の垣根が低く、お互いが気軽に相談しあえる環境にあ
ります。多様な働き方がある現在において、循環器内科は自分の将来の専
門分野を考えながら研修し、働き方についても多様な選択をできる科で
はないかと思います。
　女性研修医の先生の中には循環器内科を志していても、妊娠・出産など
のライフイベントを思い浮かべた際、どうしても不安な思いが募り、進路
に悩まれる方がたくさんいらっしゃると思います。もちろん、私自身も仕
事と家庭の両立に悩むこともやはりあります。しかし、それは循環器内科
に限らないことで、そういったときに思い出すのは「続けることが大事。
続けてさえいれば10年後はそんなに男性医師とかわらないよ」と当科の
先輩女性医師の先生に頂いた言葉です。私もそんな素敵な先輩を見習っ
て、まだ見ぬ後輩たちのロールモデルとなれるよう、さらに真摯に日々医
療に取り組んでいこうと思っています。
　当院循環器内科では、私のように育児をしながらでも安心して働ける
環境が整っています。もし進路に迷われている女子学生・女性研修医の先
生がおられたら、ぜひ1度見学にいらして実際の雰囲気を感じてみてくだ
さい！

沼田 ありさ
令和2年度レジデント

将来の専門分野を考えながら研修でき、
育児をしながらでも安心な環境です

心エコー検査

日本内科学会／日本循環器学会／日本超音波医学会
日本心血管インターベンション治療学会
日本不整脈心電学会／日本高血圧学会／日本抗加齢医学会
日本核医学会／日本インターベンショナルラジオロジー学会
日本心臓病学会／日本心不全学会／日本脈管学会
日本成人先天性心疾患学会

　私は、2017年に近畿大学医学部を卒業後、
大阪医科大学附属病院にて2年間の初期研修を
行い、循環器内科に入局しました。循環器内科を
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図検査などについて興味を持ちました。自分で勉強してみるとわからな
いこともたくさんでてきました。しかし、指導医の先生に聞くと色々教え
てくださり、さらに一層循環器内科に興味を持つことができました。ま
た、循環器内科は、心臓超音波検査、運動負荷検査、心臓核医学検査、冠動
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高山 仁実
令和元年度レジデント

女性医師が働きやすい環境
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査などの画像診断に習熟する。
心臓超音波検査やトレッドミル運動負荷試験、ホルター心電図
など非観血的検査を担当し評価と診断を行う。
心不全や弁膜疾患、心筋症の病態を理解し、治療方針を決定する。
Swan-Ganzカテーテルや中心静脈カテーテルおよび一時的ペ
ーシングカテーテルの挿入など観血的手技を習熟する。
心血管造影検査やインターベンション治療に参加し、手技や評
価法を修得する。
不整脈治療に際して、電気生理学的検査やカテーテル焼灼術治
療に参加し、手技や評価法を修得する。
心不全のデバイス治療に参加し、手技や評価法を修得する。
循環器検査・治療を行うに際して、指導医と共に患者や家族に検
査手順や合併症を説明し同意書の取得法を習熟する
受け持ち症例の病歴、身体所見、検査結果および治療方針を簡潔
に報告し症例提示の能力を高める。
外科との合同カンファレンスにて手術適応の検討や施術におけ
る問題点を発表する能力を高める。
急性期症例のリハビリテーション治療計画を作成し、退院後の
食事指導や生活指導を習熟する。
クリニカルカンファレンスにて受け持ち症例に関する文献や海
外論文を簡潔に要約、発表する能力を養う。また、臨床研究や症
例研究に参画し、学会発表を行う。
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日本心臓病学会／日本心不全学会／日本脈管学会
日本成人先天性心疾患学会
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6 循環器内科

　循環器疾患患者の診療現場から提起される病因・病態・予後・治療

などに関する問題点を文献的に考察するとともに、独創的なアプロ

ーチにより臨床および基礎より独創的方法で解決をはかります。研

究成果は学会に発表して、原著論文として権威ある国際的学術誌に

投稿し、その真価を問うよう指導していきます。

教育・研究指導方針

星賀 正明 教授
　心不全レジストリを2015年から開始し、実臨床における

Clinical Questionsに対する現状分析、解決法の模索と成果検証

を発出する様に心がけている。特に高齢心不全に対しては、生命予

後のみならずQOLやACP（アドバンスケアプラニング）の観点から

の研究を進行中である。また、頸静脈波形の観察から得られた知見

を、心不全診療に活かすべく、医工連携研究を進行中である。

　共同研究として、これまで薬理学教室や衛生・公衆衛生学教室、微

生物教室など基礎教室とのコラボを行ってきた。今後は、薬物動態

に関して、精神科やTR部門、薬学部との連携を強化したい。

伊藤 隆英 講師
　主として心臓超音波検査（心エコー図）を用いて循環器疾患の病

態把握を行っている。心エコー図は非侵襲的な検査でありながら、

循環器疾患における多くの重要な情報をわれわれに提供する。患

者さんの症状や予後の改善に向けて、心エコー図から得られる、ど

ういった情報が有用であるかを意識しながら日々の研究を行って

いる。

神崎 裕美子 講師
　非侵襲的イメージングにて、ミクロからマクロまで一元的に見る

という観点より、組織病理、心エコー図、心筋RI・PET、心臓CT/MRI

を用い、それぞれのモダリティの利点を生かし、疾患の病理病態に

迫るべく、症例のデータを解析し、臨床に直結し、患者さんへ還元で

きるような研究を行うことを目標にしている。

斯波 真理子 特務教授（循環器センター）
　循環器疾患の予防を、脂質異常症の面からアプローチしている。

家族性高コレステロール血症（FH）をライフワークとしており、日

本動脈硬化学会のFHガイドライン検討委員長を務めている。厚生

労働省「原発性脂質異常症調査研究班」の班長を務め、日本における

脂質異常症難病の診療体制構築、診療指針の作成なども行い、脂質

異常症患者さんの診断・治療の啓発・QOLの向上にも貢献するとと

もに、核酸医薬を用いた新しい薬剤開発も行っている。

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における教育・研究活動

webカンファ

冠動脈ＣＴ診断

　毎週火曜日、科長回診の後、循環器センターのカンファレンスルー

ムで行われる。主治医チームが症例呈示を行い、その後担当者が関連

する問題点や重要事項について、文献的考察を含めた解説を行うスタ

イルである。治療方針や反省点などについて全員がディスカッション

に参加する。アットホームな雰囲気の中にも真剣さが漂う。

　毎週木曜日、大学院生に対する教育プログラムの一環として行って

いる。基礎および臨床研究の推進をはかるため、大学院教育スタッフ

による疾患概論、大学院生の研究進捗状況の確認とディスカッション

を行っている。上記のメンバー以外や外部施設のメンバーの参加も自

由で、定期的に最近の重要論文のcritical readingも行っている。最

新の知識を共有すると共に、アカデミックな能力の向上、学位取得の

補助を目的としている。Covid-19感染拡大を受けて、リモートでの

ミーティングを定例化している。

リサーチカンファレンス

クリニカルカンファレンス

集合写真
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＜１年目＞
基本手技の習得
薬剤の使用法の習得
一般的な病状への対応の習得

＜２年目＞
血液疾患の知識の蓄積
血液疾患の治療法の習得

a6ヶ月コース
　外科系、内科系、マイナー系、緩和医療など、将来、悪性腫瘍診療に
　携わる医師を目指す臨床研修医に基本的な抗がん剤治療法を指
　導する。
b2ヶ月コース
　総合診療医を目指す、臨床研修医を対象に基本的な抗がん剤治療
　を指導する。

　患者受け持ち医として臨床研修医、主治医、指導医と最低3名が

担当医となり患者診療に当たる。

　地方会、総会など学会発表、論文作成などを指導する。

　患者の立場になって、説明、診療ができることを最大目標として、

コ・メディカルと協力し、患者が安心して納得できる医療を提供す

る医師を育成することをその達成目標とする。

7 血液内科
Hematology

●教室（診療科）の特色●
❶造血器腫瘍の診断、治療（外来化学療法を含む）　　❷造血幹細胞移植
❸貧血の診断、治療　　　　　　　　　　　　　　　❹血小板減少症の診断、治療
　当科の特徴として初診患者の多彩さが挙げられ、稀少疾患とされる造血器腫瘍や難治性造血障害などの高い専門性を要する疾患にとどまら
ず、地域での日常診療で見出された血液異常まで、幅広く経験する事ができます。また、もうひとつの大きな特徴として、症例数の豊富さが特記さ
れます。DPCベースのデータとして、2020年度の非ホジキンリンパ腫の入院症例数はのべ538で、全国で第6位、近畿圏で第2位、大阪府下では
第1位でした。内科専門医、血液専門医の取得に必要な血液領域の症例経験が容易に可能です。
　白血病を中心とする血液疾患に対する治療法の変化はまさに日進月歩であり、以前では諦めていた疾患を治療できる時代になりました。将来
の血液内科診療に対するニーズはさらに大きくなると考えられ、その担い手となる多くの若い方々の参加をお待ちしています。

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期には指導医のもと血液疾患治療に必要な点滴ルート確保や骨髄穿刺、髄液検査などの手技や、患者さんへの病状説明の進め方など医
師として基本となることの習得を目指します。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学血液内科  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/hem/index.html

●教室（診療科）指導医・上級医●
氏 名（職 掌） 専　門 参加学会専門医資格

横手耐治（講師（准））

三好拓児（助　教）

造血器腫瘍、化学療法

造血器腫瘍、化学療法、造血幹細胞移植療法

日本血液学会

日本血液学会

血液専門医、総合内科専門医

血液専門医

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

血液内科7

秋岡 寿一（あきおか としかず）科長
■専門分野
　血液内科学、造血器疾患

研修内容と到達目標

指導体制

評価方法

病棟業務、症例検討会

病棟業務

病棟業務

病棟業務、科長回診、
骨髄採取、造血幹細胞移植

病棟業務

病棟業務、移植カンファレンス

後期研修プログラムの特徴
　後期研修では、指導医と病状に応じた治療方針の決定や専門医習得のための知識の獲得が重要となってきます。このころより血縁および
骨髄バンクドナーからの骨髄採取も担当していただきます。また、学内で一定期間経験を積んだ後、他大学や市中病院においてさらに研修を
行いgeneral physicianとしての経験をさらに積み、学内とは異なった診療の進め方を学ぶ事も可能です。
　その結果、血液内科学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを通して、血液疾患全般にわたり診療することのできる血液専門
医の育成を目的としています。

大学院における教育・研究活動
　免疫組織染色及びフローサイトメトリー検査を病院病理部と中央検査部の協力で行い、多発性骨髄腫における腫瘍細胞の細胞質内軽鎖
の発現を検討し診断への応用を検討しています。さらに、血液検査及び免疫組織染色法にて、血液腫瘍細胞の各種サイトカインの発現を検
討し、血液疾患の病態との関連性を研究しています。

5人

103人

21人

3人

13人

22人

3人

4件

ホジキンリンパ腫

非ホジキンリンパ腫

急性骨髄性白血病

急性リンパ性白血病

骨髄異形成症候群

多発性骨髄腫　

骨髄移植

末梢血幹細胞移植

クリニカルインディケーター（臨床指標、初発入院症例）2020年度

データ収 集 項 目
末梢血および骨髄標本の観察、評価の習得
造血幹細胞移植含め独立して治療方針を決定し、後輩の指導を行え
る人材の育成
具体的には造血器悪性腫瘍、難治性貧血ほかの血液疾患患者の診療
を通して基礎的知識・技能の習熟を期す

研修内容と到達目標

日本内科学会／日本血液学会
日本造血細胞移植学会

参加学会等

内科専門医
血液専門医

取得できる認定医・専門医

市立ひらかた病院　他

後期研修後にさらに研修を相談可能な施設
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コ・メディカルと協力し、患者が安心して納得できる医療を提供す

る医師を育成することをその達成目標とする。

7 血液内科
Hematology

●教室（診療科）の特色●
❶造血器腫瘍の診断、治療（外来化学療法を含む）　　❷造血幹細胞移植
❸貧血の診断、治療　　　　　　　　　　　　　　　❹血小板減少症の診断、治療
　当科の特徴として初診患者の多彩さが挙げられ、稀少疾患とされる造血器腫瘍や難治性造血障害などの高い専門性を要する疾患にとどまら
ず、地域での日常診療で見出された血液異常まで、幅広く経験する事ができます。また、もうひとつの大きな特徴として、症例数の豊富さが特記さ
れます。DPCベースのデータとして、2020年度の非ホジキンリンパ腫の入院症例数はのべ538で、全国で第6位、近畿圏で第2位、大阪府下では
第1位でした。内科専門医、血液専門医の取得に必要な血液領域の症例経験が容易に可能です。
　白血病を中心とする血液疾患に対する治療法の変化はまさに日進月歩であり、以前では諦めていた疾患を治療できる時代になりました。将来
の血液内科診療に対するニーズはさらに大きくなると考えられ、その担い手となる多くの若い方々の参加をお待ちしています。

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期には指導医のもと血液疾患治療に必要な点滴ルート確保や骨髄穿刺、髄液検査などの手技や、患者さんへの病状説明の進め方など医
師として基本となることの習得を目指します。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学血液内科  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/hem/index.html

●教室（診療科）指導医・上級医●
氏 名（職 掌） 専　門 参加学会専門医資格

横手耐治（講師（准））

三好拓児（助　教）

造血器腫瘍、化学療法

造血器腫瘍、化学療法、造血幹細胞移植療法

日本血液学会

日本血液学会

血液専門医、総合内科専門医

血液専門医

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

血液内科7

秋岡 寿一（あきおか としかず）科長
■専門分野
　血液内科学、造血器疾患

研修内容と到達目標

指導体制

評価方法

病棟業務、症例検討会

病棟業務

病棟業務

病棟業務、科長回診、
骨髄採取、造血幹細胞移植

病棟業務

病棟業務、移植カンファレンス

後期研修プログラムの特徴
　後期研修では、指導医と病状に応じた治療方針の決定や専門医習得のための知識の獲得が重要となってきます。このころより血縁および
骨髄バンクドナーからの骨髄採取も担当していただきます。また、学内で一定期間経験を積んだ後、他大学や市中病院においてさらに研修を
行いgeneral physicianとしての経験をさらに積み、学内とは異なった診療の進め方を学ぶ事も可能です。
　その結果、血液内科学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを通して、血液疾患全般にわたり診療することのできる血液専門
医の育成を目的としています。

大学院における教育・研究活動
　免疫組織染色及びフローサイトメトリー検査を病院病理部と中央検査部の協力で行い、多発性骨髄腫における腫瘍細胞の細胞質内軽鎖
の発現を検討し診断への応用を検討しています。さらに、血液検査及び免疫組織染色法にて、血液腫瘍細胞の各種サイトカインの発現を検
討し、血液疾患の病態との関連性を研究しています。

5人

103人

21人

3人

13人

22人

3人

4件

ホジキンリンパ腫

非ホジキンリンパ腫

急性骨髄性白血病

急性リンパ性白血病

骨髄異形成症候群

多発性骨髄腫　

骨髄移植

末梢血幹細胞移植

クリニカルインディケーター（臨床指標、初発入院症例）2020年度

データ収 集 項 目
末梢血および骨髄標本の観察、評価の習得
造血幹細胞移植含め独立して治療方針を決定し、後輩の指導を行え
る人材の育成
具体的には造血器悪性腫瘍、難治性貧血ほかの血液疾患患者の診療
を通して基礎的知識・技能の習熟を期す

研修内容と到達目標

日本内科学会／日本血液学会
日本造血細胞移植学会

参加学会等

内科専門医
血液専門医

取得できる認定医・専門医

市立ひらかた病院　他

後期研修後にさらに研修を相談可能な施設



氏 名（職 掌） 専 門 医 専門領域

＜１年目＞
　内科的腎疾患を幅広く担当医として受け持ち、主治医、指導医と
共に診療する。到達目標は以下の通り。
❶一般医に必要な内科的腎疾患についての基本的知識・診療技能を

身につける。
❷腎臓疾患を中心とした主要症候（尿検査異常、尿量異常、浮腫、貧

血等）を経験し理解する。
❸一般尿検査、尿化学検査の結果を理解し説明できる。
❹腎臓と全身疾患の関わりについて理解し説明できる。
❺血液透析を始めとする血液浄化療法を経験する。
❻症例検討会や組織検討会などを通じてより深い知識や考察力を

身につける。
❼プレゼンテーションの基礎を身につける。

＜２年目＞
　より多くの症例を担当医として経験することで、診断、治療計画
を立案する能力を養成する。到達目標は以下の通り。
❶腎炎、腎不全、水電解質異常の診断と治療への理解を深める。
❷腎生検の適応判断能力を身につける。
❸腎病理組織の診断法を理解する。
❹血液透析を始めとする血液浄化療法全般について、それぞれの適

応を判断し経験する。
❺慢性腎臓病の生活指導、食事指導、薬物治療について理解し説明

できる。
❻さらに希望者には専門医（後期）研修を見据えた手技、技術の習得

を支援する。
❼研究会や学会で自らスライドを作成し、発表することができる。

8 腎臓内科
Nephrology

腎臓内科8

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴
　腎臓内科では腎疾患、透析療法に関する知識の修得や手技の習得だけにとどまらず、generalistとして全身を診ることができる医師の育成を

目指します。体液恒常性を司る腎障害の影響は腎以外にもおよび、また全身性疾患の一分症として腎障害が起こることから腎臓内科は全身を診

る科と言えますが、この点で関連する他科との連携が非常に重要です。当科では指導医とともにまずgeneralistとしてのトレーニングを行うこ

とで、新内科専門医を取得できるよう全力でサポートします。同時にsubspecialtyとしての腎臓専門医を取得すべく、尿、血液検査所見、さらに

は腎生検により得られた腎組織所見に基づく診断、治療選択、さらには水・電解質異常への対応、血圧管理、末期腎不全に対する腎代替療法と広範

囲にわたる高度な知識と技術を習得します。

　大学病院としての豊富な症例をもとに内科的腎臓疾患の診療を幅広く経験できます。わが国の慢性腎臓病患者は1,000万人以上と推定さ
れていて、腎臓病のプライマリケアの習得は、一般医として内科全般の診療技能の向上に必須です。また、腎臓病は、全身疾患と密接に関連が
あるので、膠原病、血液疾患、循環器、消化器疾患等を診断し、それぞれ専門の科と協力して診療に当たる機会が多いことが特徴です。
　本プログラムにおいては、病棟の患者、他科からコンサルトを受けた患者を、上級医と一緒に診療し、また、週に2～3回のレクチャーを通
して、検尿異常から、腎炎･ネフローゼ、腎不全、水電解質異常に対するアプローチを習得します。セミナーや他の施設との合同の症例検討会
を通して、腎臓内科医がどのように診断や治療に向けてアプローチをしているのかについても学ぶことが出来ます。
　研究会や学会での発表も定期的に行っており、プレゼンテーションや発表のトレーニングも自然に体得できるよう工夫している他、グル
ープ診療かつOn-Offのはっきりした診療体制を布いています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学腎臓内科  TEL：072-683-1221／e-mail：akira.mima@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://hospital.ompu.ac.jp/departments/m11/index.html

　内科研修プログラムの週間スケジュール：腎臓内科

尿沈渣検鏡

月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日

午 前

午 後

病棟、外来 病棟、外来 病棟、外来 病棟、外来 病棟、外来 病棟

■専門分野
　腎臓病学、糖尿病性腎臓病、慢性腎臓病、透析療法
■主な経歴
　平成  9年　秋田大学医学部医学科卒業　京都大学医学部老年科入局
　平成10年　大阪赤十字病院内科 研修医
　平成12年　静岡市立静岡病院腎臓内科　専攻医
　平成20年　京都大学医学部附属病院腎臓内科　院内助教
　平成20年　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部腎臓内科学　助教
　平成20年　ハーバード大学医学部ジョスリン糖尿病センター　博士研究員
　平成28年　近畿大学医学部奈良病院腎臓内科　講師・科長
　平成31年　大阪医科大学内科学講座内科学Ⅲ 特別職務担当教員（教授）（現 大阪医科薬科大学）　
　　　　　　  大阪医科大学附属病院腎臓内科　科長（現 大阪医科薬科大学病院）
■主な学会／専門医資格
　日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医・近畿支部評議員／日本腎臓学会専門医・指導医・評議員
　日本透析医学会専門医・指導医／日本老年医学会専門医・指導医・代議員／日本医師会認定産業医
　Fellow of the American College of Physicians （FACP）
■研究課題
　糖尿病性腎臓病、糖尿病性血管障害の進展・増悪メカニズムの解明とその治療法
　腎障害バイオマーカーの開発

大阪医科薬科大学病院

研修病院群

上記到達目標それぞれについて別に定めるチェックリストに基づ
いて評価する。

評価方法
●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

【治療の特色】

　腎臓内科では、蛋白尿、血尿の検査から腎炎、ネフローゼ、慢性腎臓病（CKD）、糖尿病性腎臓病（DKD）、遺伝性腎疾患、末期腎不全、透析療法など

のあらゆる腎臓病の治療を行っています。腎生検組織に基づいた診断を行い、ステロイドや免疫抑制剤による加療を行います。IgA腎症に対する

扁桃腺摘出術＋ステロイドパルス療法も積極的に行っています。CKDやDKDに関しては集学的治療と食事療法を含めた自己管理により進行抑

制だけでなく寛解導入が得られる可能性もあります。当科では食事療法の習得と内服薬の調整目的で教育入院を実施しています。これらにより

年間約180例の入院症例があり、さらに年間外来述べ患者数は4,000人近くになることから、豊富な症例を背景とした充実した研修を行うこと

が出来ます。

【女性医師支援】

　ライフイベントと腎臓専門医の教育期間が重複する女性医師のキャリア形成支援を当科では積極的に行います。勤務日数や勤務形態などは個

別に対応しますが、本大学の女性医師支援制度（短時間勤務制度など）を活用することで、出産や子育ての期間も安心して勤務していただけます。

当科の研修で習得可能な透析マネージメント臨床力により、透析関連施設での勤務が可能になりますが、このことは常勤医として勤務困難な場

合のキャリア形成あるいはスムーズな臨床復帰にとって大きなアドバンテージとなります。

森　龍彦（医学教育センター 専門教授）

大井幸昌（非常勤講師）

総合内科専門医、腎臓専門医、高血圧専門医、循環器専門医

総合内科専門医、感染症専門医、リウマチ専門医

腎疾患全般

腎疾患全般、感染症学

研修内容と到達目標美馬 晶（みま あきら）科長

病棟、外来 科長回診
クリニカルカンフ
ァレンス
病理組織検討会セ
ミナー
抄読会

病棟、外来 腎生検

透析カンファレン
ス（血液浄化セン
ター、腎泌尿器科
と月2回）

病棟、外来



氏 名（職 掌） 専 門 医 専門領域

＜１年目＞
　内科的腎疾患を幅広く担当医として受け持ち、主治医、指導医と
共に診療する。到達目標は以下の通り。
❶一般医に必要な内科的腎疾患についての基本的知識・診療技能を

身につける。
❷腎臓疾患を中心とした主要症候（尿検査異常、尿量異常、浮腫、貧

血等）を経験し理解する。
❸一般尿検査、尿化学検査の結果を理解し説明できる。
❹腎臓と全身疾患の関わりについて理解し説明できる。
❺血液透析を始めとする血液浄化療法を経験する。
❻症例検討会や組織検討会などを通じてより深い知識や考察力を

身につける。
❼プレゼンテーションの基礎を身につける。

＜２年目＞
　より多くの症例を担当医として経験することで、診断、治療計画
を立案する能力を養成する。到達目標は以下の通り。
❶腎炎、腎不全、水電解質異常の診断と治療への理解を深める。
❷腎生検の適応判断能力を身につける。
❸腎病理組織の診断法を理解する。
❹血液透析を始めとする血液浄化療法全般について、それぞれの適

応を判断し経験する。
❺慢性腎臓病の生活指導、食事指導、薬物治療について理解し説明

できる。
❻さらに希望者には専門医（後期）研修を見据えた手技、技術の習得

を支援する。
❼研究会や学会で自らスライドを作成し、発表することができる。

8 腎臓内科
Nephrology

腎臓内科8

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴
　腎臓内科では腎疾患、透析療法に関する知識の修得や手技の習得だけにとどまらず、generalistとして全身を診ることができる医師の育成を

目指します。体液恒常性を司る腎障害の影響は腎以外にもおよび、また全身性疾患の一分症として腎障害が起こることから腎臓内科は全身を診

る科と言えますが、この点で関連する他科との連携が非常に重要です。当科では指導医とともにまずgeneralistとしてのトレーニングを行うこ

とで、新内科専門医を取得できるよう全力でサポートします。同時にsubspecialtyとしての腎臓専門医を取得すべく、尿、血液検査所見、さらに

は腎生検により得られた腎組織所見に基づく診断、治療選択、さらには水・電解質異常への対応、血圧管理、末期腎不全に対する腎代替療法と広範

囲にわたる高度な知識と技術を習得します。

　大学病院としての豊富な症例をもとに内科的腎臓疾患の診療を幅広く経験できます。わが国の慢性腎臓病患者は1,000万人以上と推定さ
れていて、腎臓病のプライマリケアの習得は、一般医として内科全般の診療技能の向上に必須です。また、腎臓病は、全身疾患と密接に関連が
あるので、膠原病、血液疾患、循環器、消化器疾患等を診断し、それぞれ専門の科と協力して診療に当たる機会が多いことが特徴です。
　本プログラムにおいては、病棟の患者、他科からコンサルトを受けた患者を、上級医と一緒に診療し、また、週に2～3回のレクチャーを通
して、検尿異常から、腎炎･ネフローゼ、腎不全、水電解質異常に対するアプローチを習得します。セミナーや他の施設との合同の症例検討会
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研修内容と到達目標美馬 晶（みま あきら）科長

病棟、外来 科長回診
クリニカルカンフ
ァレンス
病理組織検討会セ
ミナー
抄読会

病棟、外来 腎生検

透析カンファレン
ス（血液浄化セン
ター、腎泌尿器科
と月2回）

病棟、外来



　到達目標は、日本腎臓学会の腎臓専門医研修カリキュラムのうち
内科系腎臓専門医対象のものとする。各学会とも専門医資格申請に
は一定の経験症例の報告を義務付けているため、これらが不足なく
経験できるよう配慮する。

後期研修プログラムの特徴

腎臓内科8

腎生検

院生　米国腎臓病学会発表（フィラデルフィア）

　一般医として必要な基本的事項を学ぶ初期研修とは異なり、専門
医になることを前提とした内容にレベルアップします。上級医と連
携し十分な議論のもとに診断・治療にあたることにかわりはありま
せんが、初期研修ではともすれば受け身となり上級医に指示された
業務をこなすだけに終わることもあるので、後期研修では主治医と
して主体性をもって取り組むことを求めます。すなわち個々の診療
において主治医としての裁量を最大限に認める方針とし、腎生検な
どの観血的手技は上級医の指導のもと、極力、自ら実践し習得して
もらいます。他科よりのコンサルト、初診患者の外来診察を上級医
と共に行ってもらいます。

＜３年目～４年目における研修方法＞
　プログラム指導責任者：科長　美馬 晶
❶腎臓内科入院患者を主治医として受け持ち、上級医の指導のも

とに診療する。
❷内科的腎疾患全般について、病態を把握し診断・治療計画を立

てる。
❸腎生検の適応を判断し、超音波穿刺法・組織診断を習得する。
❹各疾患に対する薬物療法、血液浄化療法などの適応について自

分で判断できる。
❺各検査・治療に際し患者への説明を行い、同意を得ることがで

きる。
❻経験した症例から発表の意義のあるものを選び学会発表し、上

級医の指導のもと論文投稿を行う。
❼日常臨床から生じた疑問をクリニカルクエスチョンとして提示

できる。

研修プログラム

大学院における教育･研究活動
研修内容と到達目標

過去に派遣実績のある施設
　国立病院機構大阪医療センター／兵庫県立西宮病院
　大手前病院／兵庫医科大学病院／市立豊中病院
　大阪市立総合医療センター／大阪大学／吉田病院
　大野記念病院／新潟大学／曽根病院／蘇生会病院
　洛和会音羽記念病院／済生会富田林病院／西の京病院

主な関連病院

国立循環器病研究センター　高血圧・腎臓科
香川大学医学部　薬理学教室
大阪医科薬科大学医学部　薬理学教室
大阪医科薬科大学薬学部　病態分子薬理学教室
同志社女子大学薬学部　薬理学教室
滋賀県立大学人間文化学部　生活栄養学科

教育、研究協力施設

新内科専門医プログラム参照

プログラムに参加する医療機関等

　基礎医学による発見が臨床医学の進歩をもたらします。臨床医学との連携した研究を推進し、臨床へのフィードバックを目指したトラン
スレーショナルリサーチの展開を目指します。世界を視野に入れたグローバルな研究を遂行する、優れた研究者、臨床医を育成しますが、サ
イエンスに基づいた医療を実践でき、人間性豊かな医師を育てるのが目標です。

教育･研究指導方針

基礎研究
❶腎インスリンシグナルを用いたDKDの新規治療法開発
❷プレバイオティクスによる腸内フローラ改善効果とCKDへの

影響
❸チロシンキナーゼ阻害剤を用いたDKDにおけるポドサイトアポ

トーシス抑制効果の検討
❹エイコサペンタエン酸によるEndothelial-to-Mesenchymal 

Transition抑制効果を応用したCKDの新規治療法開発
❺尿細管障害モデルへの著明な減塩が腎、心に与える影響
❻T/L型カルシウム受容体拮抗薬であるニホジピンによる腎、心保

護効果
❼近位尿細管障害、心血管病、交感神経の連関について
❽塩分摂取量と造影剤腎症発症との関係

臨床研究
❶CKDにおける無症候性脳血管障害の検討
❷和食を用いた投薬に頼らないDKD治療法の開発
❸維持血液透析患者における腸内フローラと炎症、酸化ストレスの

関係
❹維持透析におけるリン吸着剤の変薬効果の検討
❺透析データベースによる診療活用とその効果
❻維持血液透析患者における健康診断項目の実態調査
❼保存期腎不全における早期高リン血症介入効果の検討
❽腎生検病理組織像と臨床検査の比較検討

研究成果は国内外の学会において発表、また、原著論文として報告
しています。

現在の主な研究内容

日本内科学会内科専門医、日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医、日本高血圧学会専門医

取得できる認定医・専門医
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＜１年目＞
　初期研修医として基本的な医療面接、理学的所見の取り方、動静
脈血採血、血液培養などの基本的な手技を取得する。外来初診患者
の診察を多数行い、詳細なカルテを記載し、診断のための鑑別診断
をあげ、必要な検査のアセスメント、計画立案が行えるように実践
的経験を積む。
＜２年目＞
　外来初診患者の診療を指導医とともに行う。入院患者診療におい
て担当医としてカルテを記載し、診断のための鑑別診断をあげ、必

要な検査のアセスメント、計画立案が行えるように実践的経験を積
む。これまでに経験した症例の中から症例発表を学会、勉強会など
で実際に経験する。

9 総合診療科
General Medicine
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●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　総合診療科の初診患者の多くは発熱、痛みなどを主訴とする診断のついていない状態です。全ての患者さんは、最初は未診断であり、診断のプ

ロセスを他の病院や診療所に依存している状況が多いのが大学病院です。ではどこにこのような患者を診断していくための臨床推論を学ぶ場が

あるかというと、そのために最適なフィールドが総合診療科であり、大学病院で行いにくいプライマリケア実践の場です。

　外来のみならず未診断の患者の入院精査、加療を行う中で総合診療医の育成を行います。

初期研修プログラムの特徴
　基本的な医療面接や身体診察のスキルをマスターし、診断のついていない患者を診断する臨床推論をマスターするために最適のフィール
ドです。また感染症、総合診療などの専門医資格取得のための基礎を作ることができます。大学病院ならではの貴重な症例も多く、初期研修
医の間にプライマリ・ケア連合学会、内科学会などでの学会発表の経験を積むこともできます。

　総合診療科の初診患者の多くは発熱、痛みなどを主訴とする診断のついていない状態です。全ての患者さんは、最初は未診断であり、診断のプ

ロセスを他の病院や診療所に依存している状況が多いのが大学病院です。ではどこにこのような患者を診断していくための臨床推論を学ぶ場が

あるかというと、そのために最適なフィールドが総合診療科であり、大学病院で行いにくいプライマリ・ケア実践の場です。

　外来のみならず未診断の患者の入院精査、加療を行う中で総合診療医の育成を行います。

　大学病院の総合診療科は、診断が困難、あるいは稀な疾患の患者が集まる傾向にあり、入院患者総数における学会での症例報告の率は高いレベ

ルにあります。また国は総合診療医育成の推進を表明しており、今後総合診療科での研修が極めて重要になっています。私達は大学病院において

総合診療科としてすべての領域を広く診る以外に、専門領域の高い能力も有する医師の集まりと自負しています。研究面は各医師の専門領域の

臨床、基礎的研究のみならず、感染制御学、あるいは感染サーベイランス領域の研究も行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学総合診療科  TEL：072-683-1221（代表）・FAX：072-684-7170（医局）／e-mail：gmd@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://www.gm-osaka-med.jp/

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

浮村　聡（教授・感染対策室室長） 総合内科専門医、循環器専門医、感染症専門医
日本内科学会、日本循環器学会、日本感染症学会
日本化学療法学会、日本病院総合診療学会

三澤美和（助　教） 総合内科専門医、糖尿病専門医、家庭医療専門医
日本プライマリ・ケア連合学会、日本内科学会
日本糖尿病学会、日本医学教育学会

島田史生（助　教） 総合内科専門医、神経内科専門医
日本プライマリ・ケア連合学会、日本内科学会
日本神経学会

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

午 　 前 午 　 後

病棟・外来診療

病棟・外来診療

病棟・外来診療

病棟・外来診療

病棟・外来診療

病棟診療・入院カンファレンス

病棟診療・科長回診

病棟診療

病棟診療・外来カンファレンス

病棟診療・科長回診

その他

抄読会・医局会、ポートフォリオを用いた振り返り

各種勉強会

各種勉強会、漢方レクチャー（月に一度）

各種勉強会、リサーチミーティング

鈴木 富雄（すずき とみお）総合診療科特任教授（科長）
■専門分野
　総合診療、医学教育

■職歴
　平成03年　名古屋大学医学部卒業
　平成03年　市立舞鶴市民病院内科勤務
　平成12年　市立舞鶴市民病院内科医長
　平成12年　名古屋大学医学部附属病院総合診療部医員
　平成13年　名古屋大学医学部附属病院総合診療部助手（病棟医長）
　平成18年　名古屋大学医学部附属病院総合診療部講師
　　　　　  　（平成22年より総合診療科に変更）
　平成26年　大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座特任教授（現 大阪医科薬科大学）

■主な学会／専門医資格
　日本医学教育学会／日本内科学会／日本老年医学会／日本感染症学会／日本質的心理学会
　日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医／日本医学教育学会認定医学教育専門家

■研究課題
　患者中心のコミュニケーション教育に関する質的研究
　医師のプロフェッショナリズム教育に関する質的研究
　地域における総合診療医育成に関する研究

　実臨床およびカンファレンスや学会発表における観察評価にて
評価する。
　毎日夕方に、その日の実施経験や学びを診療科長とともに振り返
り、評価につなげる。

評価方法

週間スケジュール

後期研修プログラムの特徴
　総合診療の研修として、レジデントとして指導医の指導のもと外来診療を行います。また入院患者の診療においては診療計画立案を一人
で行えるよう指導していきます。また4年目以降は救急、小児科などの研修を学内外で行い、総合診療専門医の資格取得を念頭においた研修
を行います。

＜３年目～４年目における研修方法＞
　新専門医制度の目玉でもある総合診療専門医の育成を第一の目
的とする。そのために総合診療科の外来及び入院診療のみならず、
学内外の小児科、救急医療部、各内科専門科、院外の研修病院群を含
めたネットワークの中で、実践的研修を行う。

研修プログラム

　総合診療医として必要とされる入院診療や外来診療を担える幅
広い診療能力、病院の中央部門（安全管理・感染対策・医療連携など）
におけるチーム・マネジーメント能力、教育者としての役割、臨床研
究への参加について、それぞれ高いレベルで行えることが後期研修
の目標である。

研修内容と到達目標

　新しい診療科であり、新専門医制度の総合診療専門医育成のため
大阪医科薬科大学の各種研修プログラムを利用して、大阪医薬大の
他の診療科、近隣の大学ならびに他の関連病院と提携し後期研修を
行う。また診療所も研修の場と考える。　　　 　　※次ページ参照

プログラムに参加する医療機関等

総合診療専門医

取得できる認定医・専門医

日本内科学会／日本感染症学会／日本プライマリ・ケア連合学会
日本病院総合医学会／日本化学療法学会／日本環境感染学会

参加学会等

研修内容と到達目標



＜１年目＞
　初期研修医として基本的な医療面接、理学的所見の取り方、動静
脈血採血、血液培養などの基本的な手技を取得する。外来初診患者
の診察を多数行い、詳細なカルテを記載し、診断のための鑑別診断
をあげ、必要な検査のアセスメント、計画立案が行えるように実践
的経験を積む。
＜２年目＞
　外来初診患者の診療を指導医とともに行う。入院患者診療におい
て担当医としてカルテを記載し、診断のための鑑別診断をあげ、必

要な検査のアセスメント、計画立案が行えるように実践的経験を積
む。これまでに経験した症例の中から症例発表を学会、勉強会など
で実際に経験する。
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　大学病院の総合診療科は、診断が困難、あるいは稀な疾患の患者が集まる傾向にあり、入院患者総数における学会での症例報告の率は高いレベ

ルにあります。また国は総合診療医育成の推進を表明しており、今後総合診療科での研修が極めて重要になっています。私達は大学病院において

総合診療科としてすべての領域を広く診る以外に、専門領域の高い能力も有する医師の集まりと自負しています。研究面は各医師の専門領域の

臨床、基礎的研究のみならず、感染制御学、あるいは感染サーベイランス領域の研究も行っています。
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　医師のプロフェッショナリズム教育に関する質的研究
　地域における総合診療医育成に関する研究

　実臨床およびカンファレンスや学会発表における観察評価にて
評価する。
　毎日夕方に、その日の実施経験や学びを診療科長とともに振り返
り、評価につなげる。

評価方法

週間スケジュール

後期研修プログラムの特徴
　総合診療の研修として、レジデントとして指導医の指導のもと外来診療を行います。また入院患者の診療においては診療計画立案を一人
で行えるよう指導していきます。また4年目以降は救急、小児科などの研修を学内外で行い、総合診療専門医の資格取得を念頭においた研修
を行います。

＜３年目～４年目における研修方法＞
　新専門医制度の目玉でもある総合診療専門医の育成を第一の目
的とする。そのために総合診療科の外来及び入院診療のみならず、
学内外の小児科、救急医療部、各内科専門科、院外の研修病院群を含
めたネットワークの中で、実践的研修を行う。

研修プログラム

　総合診療医として必要とされる入院診療や外来診療を担える幅
広い診療能力、病院の中央部門（安全管理・感染対策・医療連携など）
におけるチーム・マネジーメント能力、教育者としての役割、臨床研
究への参加について、それぞれ高いレベルで行えることが後期研修
の目標である。

研修内容と到達目標

　新しい診療科であり、新専門医制度の総合診療専門医育成のため
大阪医科薬科大学の各種研修プログラムを利用して、大阪医薬大の
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【原著論文】
1）

2）

3）

4）

5）

　総合診療科は日常の診療の中で生じた疑問を疑問のままにとどめず医学という科学に昇華し、その疑問を解明していくために用いる優れ
たフィールドの一つです。また医学教育という新しい研究分野のフィールドとしても価値があります。これらの疑問を論理的に解き明かし
ていくのがまさに医学研究といえます。それぞれの興味のある分野について、上級医の指導の下、論文作成を行います。

大学院における研究活動

aコミュニティ（都市部や漁村など）の違いによるACSの発症頻度
に関する研究

b副腎不全疑い症例に対する総合診療科での診療に関する研究
c地域における地域医療実習の受け入れ側の意義に関する探索

研究
dプライマリ・ケアセッティングでの認知症の治療とケアに関する

研究
e総合診療科での外来診療教育に関する研究
fプライマリ・ケアの現場でACP施行時の医療従事者への影響に

関する探索研究

医局員の声

“Superscan” in diffusion-weighted imaging with background 
body suppression magnetic resonance imaging. Shimada F, 
Misawa M, Suzuki T. CMAJ. 2021;193(2): E48. doi:10.1503/
cmaj.191188．
Evaluation of SARS-CoV-2 RNA quantification by RT-LAMP 
compared to RT-qPCR. Minami K, Masutani R, Suzuki Y, 
Kubota M, Osaka N, Nakanishi T, Nakano T, Ukimura A. J 
Infect Chemother.  2021 Jul ;27(7):1068-1071.doi :  
10.1016/j.jiac.2021.05.004. Epub 2021 May 11. PMID: 
34006453.
Multiple Cardiovascular Diseases or Risk Factors Increase the 
Severity of Coronavirus Disease 2019. Yamada T, Ogawa T, 
Minami K, Kusaka Y, Hoshiga M, Ukimura A, Sano T, Kitai T, 
Yonetsu T, Torii S, Kohsaka S, Kuroda S, Node K, Matsue Y, 
Matsumoto S. Circ J. 2021 Oct 25;85(11):2111-2115.doi: 
10.1253/circj.CJ-21-0684. Epub 2021 Sep 22. PMID: 
34556591.
Effect of the introduction of a management bundle for blood 
culture collection. Minami K, Yamada T, Yoshioka K, 
Kawanishi F, Ogawa T, Ukimura A. Am J Infect Control. 
2021 Dec 2;S0196-6553(21)00786-0.doi: 10.1016/
j.ajic.2021.11.019. PMID: 34863897.
Factors associated between behavior of administrating or 
recommending mumps vaccine and primary care physicians’ 
knowledge about vaccination: A nationwide cross‐sectional 

study in Japan. J of Gen and Family Med. Takeuchi J, 
Sakanishi Y, Okada T, Nakayama K, Chiba H, Suganaga R, 
N ish ioka  Y ,  K ish i  T ,  Suzuk i  T .  2022;23(1) :9 -18 .  
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【その他】
01）

02）

03）

04）

05）

06）

07）

08）

09）

10）

11）

【総説】
「感染症と義肢装具士」感染症概論　グローバル時代における感染症の考え
方．浮村聡．POアカデミージャーナル．2021;29(3):136-143．

もしかして自己炎症かも?ドクターGが語る自己炎症疾患、虎の巻for 
Generalists．鈴木富雄．ACP(米国内科学会)日本支部年次総会プロ
グラム集 2021.
新・家庭医療専門医　実例ポートフォリオ集第2版. 思春期. 三澤
美和．南山堂. 2021.
日本プライマリ・ケア連合学会 基本研修ハンドブック．家庭医療・総
合診療のコンピテンシーとプログラムの概要.コンピテンシー対応表. 
三澤美和．（日本プライマリ・ケア連合学会編)．2021.

「プライマリ・ケア医が診る糖尿病・内分泌疾患」糖尿病編　糖尿病で
と く に 重 要 な 内 分 泌 疾 患 ．三 澤 美 和 . 治 療 ．2 0 2 1 ; 1 0 3
(6):717-723．

「いま見直したい、発熱診療のキホン　発熱の機序、鑑別診断、解熱の
意義など、COVID-19がある今こそ押さえたい大切なこと」発熱のメ
カ ニ ズ ム ．水 谷 肇 ，三 澤 美 和 ．レ ジ デ ン ト ノ ー ト . 2 0 2 1 ; 2 3
(7):933-939．

「"のど・はな・みみ"の内科学」総論　鼻鏡・耳鏡の使い方．鈴木富雄．
Medicina2021;58(7):958-963.
感染界隈HOT TOPIC　COVID-19ワクチンの副反応．浮村聡．
INFECTION CONTROL．2021;30(7) ;660

「シックデイを乗り切るための対応と患者指導」．三澤美和.日本医事
新報．2021;10(5086):18-34．
ばち指・チアノーゼ．鈴木富雄，矢﨑義雄，小室一成編. 内科学 第12
版.  朝倉書店. 2022；164-165．
眼底・耳の診察.　身体診察いざ、「型」から「実践」へ．鈴木富雄．レジデ
ントノート．羊土社． 2022；24(1)：77-87．
何回も繰り返す痛みと発熱といえば… : 胸が痛くて動けない (特集 
続・診断困難な痛みに向き合うケーススタディ : 明日からできる痛み
へのアプローチ) (見方を変えたら診断できた!)．鈴木富雄．診断と治
療 = Diagnosis and treatment 2022;110(2):187-191.実績

　新専門医制度に対応した、総合診療専門医養成のためのプログラ
ムがあります。
＜研修プログラム3つの特徴＞
1．病歴と身体診察を基本とし、患者の思いに応えられる本物の総
合診療能力を獲得。
2．院内から全国に広がる濃密なネットワークを駆使し、多彩なキ
ャリアパスを支援。
3．プロフェッショナルとしての生涯に渡る成長と学びの方略を
確立。

専門研修医募集 研究実績（2021年度論文業績）
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1
年
目

2
年
目

3
年
目

必須救急科

必須内科
大阪医薬大●●内科

必須内科
大阪医薬大●●内科

必須内科
洛和会丸太町病院

総合診療専門Ⅱ
大阪医薬大総合診療科

総合診療専門Ⅱ
大阪医薬大総合診療科

総合診療専門 I
本山町立国保嶺北中央病院

必須小児科
洛和会音羽病院

総合診療 I
密接に関連した診療所も
しくは小病院でCommon
な症例を豊富に経験

松本ほがらかクリニック、公立神崎総合病院、
本山町立国保嶺北中央病院、
川村会くぼかわ病院、
米原市地域包括医療福祉センター、大井田病院

総合診療 II
研修の中心となる大学病院
総合診療科でジェネラリス
トとしての根幹を確立

大阪医科薬科大学総合診療科
市立奈良病院、沖縄県立北部病院

必須内科
大学病院専門内科での充
実した指導体制下で豊富
な症例を研鑽

大阪医科薬科大学専門内科各科、天の川病院、
洛和会丸太町病院、公立神崎総合病院、
市立ひらかた病院、高槻赤十字病院
川村会くぼかわ病院、金井病院、大井田病院

大阪医科薬科大学専門各科、
かとう内科並木通り診療所、
しもむら内科クリニック

必須救急科
一次から三次まであらゆ
る症例に対応できる救急
診療能力を育成

大阪医科薬科大学救命救急センター、
市立ひらかた病院、市立奈良病院、
高槻赤十字病院

必須小児科
外来から入院症例まで多
彩な症例を経験

領域別研修
レジデントの希望に応じ
て柔軟な選択が可能

大阪医科薬科大学小児科、洛和会音羽病院、
市立ひらかた病院、市立奈良病院、
公立神崎総合病院、高槻赤十字病院、高槻病院

　2016年度に入局しました、住友嗣之です。
　大学院3年生として研究に取り組みながら、大
学教員として臨床にも携わっています。研究テー
マである副腎不全の診断実態の解明は、診療科を
越えた先生方のご指導を賜りながら試行錯誤を
重ね、徐々に形にしていっている状況です。
　臨床に従事する時間と研究に取り組む時間が

明確に分けられているため、臨床能力を落とすことなく、安心して研
究にも専念できます。
　個人のニーズに沿った研修、研究が実現できると思います。ぜひお
気軽に遊びに来て下さい。

住友 嗣之

　2017年度に入局しました、髙山真弥です。
　当科の外来には、「頭が痛い」「咳が出る」「お腹
が痛い」「しびれる」‥など、多岐に渡る症状を主
訴に患者さんが来院されます。丁寧な問診、身体
診察を心掛け、各々の症状から適切な検査を選択
し、検査結果から的確な診断をし治療に繋げる一
連の過程が楽しい今日この頃です。

　臓器別の専門医の存在はなくてはならないですが、私は単一臓器を
主体に診るよりは「その人」全体を診たい、また様々な症状に対応でき
る能力を身に付けたいと思い、総合診療科を選びました。
　当科では、マンツーマンで指導医による丁寧なレビューがあり、問
診の要点、身体診察方法、アセスメント能力、治療選択など日々知識と
技術が鍛えられます。また、ライフワークバランスにも最大限配慮し
てもらえて、働くお母さんが育児と仕事の両立ができるようサポート
してくださる環境がここにはあります。
　鈴木教授をはじめとし、気さくで親しみやすい先生ばかりなので、
とても雰囲気の良い医局です。一度見学に来てみてください。いつか
一緒に仕事ができる日が来てくれたら嬉しいです。

髙山 真弥

　2018年4月より入局しました重留一貴です。
　初期研修は市中病院でcommon diseasesを
滝のように浴びました。後期では量はもちろん大
学ならではの「珍しい疾患」を診たいと思い入局
しました。案の定、入局してすぐに自分の受け持
ちの患者さんの疾患が、「誤嚥性肺炎」から「地中
海熱」に変わりました。初期のころには考えもし

なかった疾患が次々と診断されていくさまを見て感動しています。ど
んな人も「知らない病気」は診断できません。そしてここには鈴木先生
を筆頭に「知っている人」が揃っています。是非、医者人生の始めを一
緒に勉強しましょう。

重留 一貴

　2019年4月入局の川口洋平です。
　総合診療科には様々な目標を持った方がいま
す。診断学を突き詰めたい人、家庭医療や僻地医
療に尽力したい人、小児や膠原病を重点的に診た
い人など様々です。私自身将来的には緩和ケアの
分野に進みたいとも考えています。このようにラ
イフスタイルや自分の興味に合わせて進路を選

択することが出来るのも総合診療の魅力の一つだと思います。大阪医
科薬科大学にはそのためのサポートも充実していると思います。人を
診る、治すだけではなく、医師としての人生も一緒に考えていきまし
ょう。お待ちしています。

川口 洋平

　2020年4月入局の水谷肇です！
　もともと不動産屋で地上げをしていたという
異色な経歴の僕を優しく包んでくれるこの医局。
この包容力は患者さんに対しても如何なく発揮
されています。原因不明の腹痛を訴えるひと、
今まで一人暮らしだったけれど病気が進行して
それが難しくなったひと、学校に行けないひと。

いろんな思いを抱えた人が総合診療科を訪れます。その一人一人の身
体的、心理的、社会的な問題を解きほぐして筋道を作るのが僕たちの
仕事です。最近鈴木教授の言う「あなたの専門医」の意味がわかりはじ
めてきました。いっしょに「患者さん」の勉強をしませんか？

水谷　肇

　2021年4月入局しました礒田翔です。
　診断力を向上させるため日々修行しています。
世の中には専門科でも難しい不明◯◯（熱、腹痛、
しびれ など）が溢れています。
　体系だった思考プロセスとそれに基づく情報
収集と分析があるからこそ、そういった不明◯◯
に対応できると思います。診断が中々つかず病気

が進行し、患者さんも自身も苦しいこともあります。でも諦めず真摯
に向き合うことで、診断がつき治療に結びつき救われる命も多くあり
やりがいを感じます。
　また、診断や治療という医学的側面だけでなく患者さんの思いなど
の心理的側面、ご家族や周囲の環境といった社会的側面にも焦点を当
ててカンファレンスでディスカッションするところも一つの特徴だ
と思います。皆優しく懐が深く居心地が良い医局で診断学を学び、考
える楽しさ・診断し治療に結びつける喜びを一緒に味わいませんか？

礒田　翔

＜研修プログラムの一例＞

大阪医薬大
救命救急センター
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【原著論文】
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　総合診療科は日常の診療の中で生じた疑問を疑問のままにとどめず医学という科学に昇華し、その疑問を解明していくために用いる優れ
たフィールドの一つです。また医学教育という新しい研究分野のフィールドとしても価値があります。これらの疑問を論理的に解き明かし
ていくのがまさに医学研究といえます。それぞれの興味のある分野について、上級医の指導の下、論文作成を行います。

大学院における研究活動

aコミュニティ（都市部や漁村など）の違いによるACSの発症頻度
に関する研究

b副腎不全疑い症例に対する総合診療科での診療に関する研究
c地域における地域医療実習の受け入れ側の意義に関する探索

研究
dプライマリ・ケアセッティングでの認知症の治療とケアに関する

研究
e総合診療科での外来診療教育に関する研究
fプライマリ・ケアの現場でACP施行時の医療従事者への影響に

関する探索研究

医局員の声

“Superscan” in diffusion-weighted imaging with background 
body suppression magnetic resonance imaging. Shimada F, 
Misawa M, Suzuki T. CMAJ. 2021;193(2): E48. doi:10.1503/
cmaj.191188．
Evaluation of SARS-CoV-2 RNA quantification by RT-LAMP 
compared to RT-qPCR. Minami K, Masutani R, Suzuki Y, 
Kubota M, Osaka N, Nakanishi T, Nakano T, Ukimura A. J 
Infect Chemother.  2021 Jul ;27(7):1068-1071.doi :  
10.1016/j.jiac.2021.05.004. Epub 2021 May 11. PMID: 
34006453.
Multiple Cardiovascular Diseases or Risk Factors Increase the 
Severity of Coronavirus Disease 2019. Yamada T, Ogawa T, 
Minami K, Kusaka Y, Hoshiga M, Ukimura A, Sano T, Kitai T, 
Yonetsu T, Torii S, Kohsaka S, Kuroda S, Node K, Matsue Y, 
Matsumoto S. Circ J. 2021 Oct 25;85(11):2111-2115.doi: 
10.1253/circj.CJ-21-0684. Epub 2021 Sep 22. PMID: 
34556591.
Effect of the introduction of a management bundle for blood 
culture collection. Minami K, Yamada T, Yoshioka K, 
Kawanishi F, Ogawa T, Ukimura A. Am J Infect Control. 
2021 Dec 2;S0196-6553(21)00786-0.doi: 10.1016/
j.ajic.2021.11.019. PMID: 34863897.
Factors associated between behavior of administrating or 
recommending mumps vaccine and primary care physicians’ 
knowledge about vaccination: A nationwide cross‐sectional 

study in Japan. J of Gen and Family Med. Takeuchi J, 
Sakanishi Y, Okada T, Nakayama K, Chiba H, Suganaga R, 
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doi:10.1002/jgf2.471．
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【総説】
「感染症と義肢装具士」感染症概論　グローバル時代における感染症の考え
方．浮村聡．POアカデミージャーナル．2021;29(3):136-143．

もしかして自己炎症かも?ドクターGが語る自己炎症疾患、虎の巻for 
Generalists．鈴木富雄．ACP(米国内科学会)日本支部年次総会プロ
グラム集 2021.
新・家庭医療専門医　実例ポートフォリオ集第2版. 思春期. 三澤
美和．南山堂. 2021.
日本プライマリ・ケア連合学会 基本研修ハンドブック．家庭医療・総
合診療のコンピテンシーとプログラムの概要.コンピテンシー対応表. 
三澤美和．（日本プライマリ・ケア連合学会編)．2021.

「プライマリ・ケア医が診る糖尿病・内分泌疾患」糖尿病編　糖尿病で
と く に 重 要 な 内 分 泌 疾 患 ．三 澤 美 和 . 治 療 ．2 0 2 1 ; 1 0 3
(6):717-723．

「いま見直したい、発熱診療のキホン　発熱の機序、鑑別診断、解熱の
意義など、COVID-19がある今こそ押さえたい大切なこと」発熱のメ
カ ニ ズ ム ．水 谷 肇 ，三 澤 美 和 ．レ ジ デ ン ト ノ ー ト . 2 0 2 1 ; 2 3
(7):933-939．

「"のど・はな・みみ"の内科学」総論　鼻鏡・耳鏡の使い方．鈴木富雄．
Medicina2021;58(7):958-963.
感染界隈HOT TOPIC　COVID-19ワクチンの副反応．浮村聡．
INFECTION CONTROL．2021;30(7) ;660

「シックデイを乗り切るための対応と患者指導」．三澤美和.日本医事
新報．2021;10(5086):18-34．
ばち指・チアノーゼ．鈴木富雄，矢﨑義雄，小室一成編. 内科学 第12
版.  朝倉書店. 2022；164-165．
眼底・耳の診察.　身体診察いざ、「型」から「実践」へ．鈴木富雄．レジデ
ントノート．羊土社． 2022；24(1)：77-87．
何回も繰り返す痛みと発熱といえば… : 胸が痛くて動けない (特集 
続・診断困難な痛みに向き合うケーススタディ : 明日からできる痛み
へのアプローチ) (見方を変えたら診断できた!)．鈴木富雄．診断と治
療 = Diagnosis and treatment 2022;110(2):187-191.実績

　新専門医制度に対応した、総合診療専門医養成のためのプログラ
ムがあります。
＜研修プログラム3つの特徴＞
1．病歴と身体診察を基本とし、患者の思いに応えられる本物の総
合診療能力を獲得。
2．院内から全国に広がる濃密なネットワークを駆使し、多彩なキ
ャリアパスを支援。
3．プロフェッショナルとしての生涯に渡る成長と学びの方略を
確立。
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目

必須救急科

必須内科
大阪医薬大●●内科

必須内科
大阪医薬大●●内科

必須内科
洛和会丸太町病院

総合診療専門Ⅱ
大阪医薬大総合診療科

総合診療専門Ⅱ
大阪医薬大総合診療科

総合診療専門 I
本山町立国保嶺北中央病院

必須小児科
洛和会音羽病院

総合診療 I
密接に関連した診療所も
しくは小病院でCommon
な症例を豊富に経験

松本ほがらかクリニック、公立神崎総合病院、
本山町立国保嶺北中央病院、
川村会くぼかわ病院、
米原市地域包括医療福祉センター、大井田病院

総合診療 II
研修の中心となる大学病院
総合診療科でジェネラリス
トとしての根幹を確立

大阪医科薬科大学総合診療科
市立奈良病院、沖縄県立北部病院

必須内科
大学病院専門内科での充
実した指導体制下で豊富
な症例を研鑽

大阪医科薬科大学専門内科各科、天の川病院、
洛和会丸太町病院、公立神崎総合病院、
市立ひらかた病院、高槻赤十字病院
川村会くぼかわ病院、金井病院、大井田病院

大阪医科薬科大学専門各科、
かとう内科並木通り診療所、
しもむら内科クリニック

必須救急科
一次から三次まであらゆ
る症例に対応できる救急
診療能力を育成

大阪医科薬科大学救命救急センター、
市立ひらかた病院、市立奈良病院、
高槻赤十字病院

必須小児科
外来から入院症例まで多
彩な症例を経験

領域別研修
レジデントの希望に応じ
て柔軟な選択が可能

大阪医科薬科大学小児科、洛和会音羽病院、
市立ひらかた病院、市立奈良病院、
公立神崎総合病院、高槻赤十字病院、高槻病院

　2016年度に入局しました、住友嗣之です。
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重留 一貴
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＜研修プログラムの一例＞

大阪医薬大
救命救急センター



　研修内容と到達目標

＜9か月コース＞
•精神症状のとらえ方の基本を身につける。

•精神疾患に対する初期対応と治療の実際を学ぶ。

•身体疾患に合併して生じる精神疾患・症状の診断や治療の実際を

　経験する。

•デイケアなどを通じた社会復帰や地域支援体制を理解する。

　研修を通じて、到達目標に見る代表的な精神・神経系疾患（7項

目）の研修を重ねる。外来では予診の取り方、初診担当医のもとで面

接法、診察手順、検査、投薬などを学ぶ。病棟では主治医として症例

を担当し、精神療法的アプローチや薬物療法を経験する。入院、退院

に際しては、精神科独特の法律の規定とその運用、遵守などについ

ても学ぶ。総合病院の特性としての他科との連携や、身体合併症を

抱えた症例への対応、コンサルテーション・リエゾン、緩和ケアチー

ムへの参加も求められる。

　また地域医療研修として、1ヶ月の関連病院での研修が含まれ

る。大学病院のような総合病院とは異なった、地域医療の実際を経

験する。

　当科は多数の専門外来を備えており、各研修医の希望に応じて専

門的知識の習得にも対応する。さらに本コースを希望する者には、

各研究グループが主催する勉強会や輪読会への積極的な参加を求

める。

　これらの研修により、将来臨床医として求められる基本的な精神

科的知識の習得に加え、主治医として入院患者の診察、検査、診断、

治療に積極的に取り組むことにより、幅広い精神医学的知識・技能

の習得を目標とする。

＜6か月コース＞
　本コースの内容、目的は、9ヶ月コースと同様である。関連病院で

の1ヶ月間の地域医療研修も含まれる。

＜2か月コース＞
　このコースは、研修の内容を外来業務に置き、一般外来診察に加

えて、コンサルテーション・リエゾン活動にも参加を求める。研修医

の希望に応じて、専門外来での研修も可能である。これらの研修を

通じて、将来臨床医として求められる基本的な精神科的知識、技能

の習得を目的とする。

　研修病院群

大阪医科薬科大学病院

新阿武山病院

新淡路病院

　評価方法

　実際に担当した患者はすべて実績表に記載し、指導医の検閲を受

ける。また研修期間終了時には、評価表と別に定めるチェックリス

トを科長に提出する。

10 精神神経科
Neuropsychiatry

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　伝統的な精神医学に立脚しながら、地域の基幹総合病院精神科の役割を担い続けています。患者の立場に立った医療を全てのスタッフと共に

作り上げ、決してmindless psychiatryとならないように、また生物学的基盤を探求する立場も忘れない、すなわちbrainless psychiatryにも

ならないように学術的探求にも力を入れています。

初期臨床研修プログラムの特徴
　研修医の目的に合わせて、研修は2ヶ月コース、6ヶ月コース、9ヶ月コースの3種類。

 ・ 2ヶ月コースでは臨床医として必要な基本的な精神医学的知識、技能の習得を目的とします。

 ・ 6ヶ月、9ヶ月コースにおいては、基本的な知識の習得に加えて、①精神科特有の疾患・代表的な疾患の診断や治療、②総合病院精神神経科

としての特徴である身体合併症を有する疾患への対応やコンサルテーション・リエゾン活動、③専門外来での研修、などの経験を通じて幅広

い精神医学的知識、技能の習得を目的とします。

　伝統的な精神医学を背景に新しい技術を積極的に取り入れていく進歩的な教室運営を続けています。近年は多くの入局者に加えてスタッフも

若返りが著しく活気溢れる教室になっています。

　大阪医科薬科大学病院精神神経科は地域の基幹総合病院精神科としてうつ病や統合失調症、認知症から発達障害など幅広い疾患を治療対象と

しています。特に画像診断や心理検査に強みを持ち、検査入院も積極的に受け入れを続けています。また、カウンセリングなどの心理療法や、ECT, 

rTMS, クロザピンなどの特殊治療も幅広く展開しています。さらに、遺伝子を通じた精神疾患の病態解明を進めており、脳機能を用いた研究分野

も活発に行っています。

　精神科における診療は今後の社会の中で大きな役割を担う必要があることから、幅広い分野を通じて社会に貢献していける教室でありたいと

考えています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学神経精神医学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.psyomc.com/

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

木下真也（講　師） 精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、一般病院連携精神医学専門医・指導医 リエゾン精神医学、性別違和

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

病 棟 回 診
入 院 カ ン フ ァ レ ン ス 、演 習

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

精神神経科10

金沢 徹文（かなざわ てつふみ）教授（科長）
■専門分野
　臨床精神医学、精神科遺伝学

■主な学会／専門医資格
　精神保健指定医
　日本精神神経学会／専門医・指導医
　日本総合病院医学会／特定指導医
　精神保健判定医

■研究課題
　臨床精神医学、生物学的精神医学

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、一般病院連携精神医学専門医・指導医
日本老年精神医学専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医
日本臨床精神神経薬理学会専門医

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医

老年精神医学、臨床精神医学

児童精神医学、臨床精神医学

豐田勝孝（助　教）

岡山達志（助　教）

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、日本老年精神医学専門医 老年精神医学、臨床精神医学今津伸一（助　教）

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、日本老年精神医学専門医 児童精神医学、老年精神医学久保洋一郎（講師（准））

他 助教（准）7名
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氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

木下真也（講　師） 精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、一般病院連携精神医学専門医・指導医 リエゾン精神医学、性別違和

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

病 棟 回 診
入 院 カ ン フ ァ レ ン ス 、演 習

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察

外 来 診 察
病 棟 に て 患 者 診 察
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金沢 徹文（かなざわ てつふみ）教授（科長）
■専門分野
　臨床精神医学、精神科遺伝学

■主な学会／専門医資格
　精神保健指定医
　日本精神神経学会／専門医・指導医
　日本総合病院医学会／特定指導医
　精神保健判定医

■研究課題
　臨床精神医学、生物学的精神医学

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、一般病院連携精神医学専門医・指導医
日本老年精神医学専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医
日本臨床精神神経薬理学会専門医

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医

老年精神医学、臨床精神医学

児童精神医学、臨床精神医学

豐田勝孝（助　教）

岡山達志（助　教）

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、日本老年精神医学専門医 老年精神医学、臨床精神医学今津伸一（助　教）

精神保健指定医、精神神経学会専門医・指導医、日本老年精神医学専門医 児童精神医学、老年精神医学久保洋一郎（講師（准））

他 助教（准）7名



大学院における教育・研究活動

精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、日本総合病院精神医学会認定専
門医、日本老年精神医学会専門医、日本臨床精神神経薬理学会専門医、日本
認知症学会専門医 などその他多数

日本精神神経学会／日本生物学的精神医学会／日本総合病院精神医学会／
日本臨床精神神経薬理学会／日本老年精神医学会／日本てんかん学会／日
本緩和医療学会／GID（性同一性障害）学会　　その他多数

新阿武山病院／新淡路病院／小曽根病院／藍野花園病院／藍野病院／赤穂
仁泉病院／金岡中央病院／水間病院／川越病院／瀬田川病院／ねや川サナ
トリウム／丹比荘病院／新生会病院／青葉丘病院／阪南病院／香良病院
など

　近年、精神医学は社会の変化を反映したいわゆるストレス関連疾患の他、
従来からの中心的な課題である内因性精神病、老年期精神障害、認知症、睡
眠障害、児童思春期疾患、性別違和への新しいアプローチも成果を収めつつ
ある。遺伝子解析、脳画像解析を含め、様々な研究手法を用いて、精神疾患に
対し包括的に病態を把握できるように実際の症例や研究を通して学ぶ。

❶遺伝研究／金沢徹文、岡山達志など
　遺伝研究は家系研究、家族歴研究、双生児研究など臨床遺伝学的研究を教
室開設以来継続して行っている。対象疾患は統合失調症、双極性障害、うつ
病や教室の伝統である非定型精神病（急性一過性精神病）を中心として、最
先端の遺伝子解析技法を駆使しながら病態の解明に迫ろうとしている。特
に昨今は遺伝子解析技術の大幅な進歩が起こっており、Microarrayや
GWASをはじめ、Next Generation Sequencerを用いた解析など、当教
室では様々な手法を取り入れて、精神疾患の解析に挑んでいる。今後も社会
から求められる遺伝研究の成果を発表し続ける。
❷神経科学研究／木下真也、西澤由貴など
　脳科学は多くの分野で爆発的な広がりを見せており、その恩恵を精神疾
患に広げようとしている。当科が以前から行っている伝統的な臨床精神医
学を科学的な言葉に置き換える装置の一つとして、光トポグラフィー装置
の導入を行い、検査入院患者を通してその成果を発表し続けている。光トポ
グラフィー検査はこれまで客観的指標がなかったうつ病などの精神疾患に
おいて、可視化を進める医療機器である。また、当大学では患者さんに対し
てメンタルヘルス検査入院というものを行っている。それは、出来得る種々
の検査を行うことで診断の助けとなるものである。取得した脳画像検査結
果については心理検査などと併せて、他大学との共同研究を行っている。さ
らなる臨床応用を見据え、革新的なこの技術を洗練化することで次世代の
精神科臨床の要望に応えようとしている。
❸薬理学的研究（クロザピン, ECT, rTMS）／今津伸一、豊田勝孝など
　当教室では治療抵抗性統合失調症に対してのクロザピン, 同じく治療抵
抗性統合失調症や治療抵抗性うつ病に対してのECT, 治療抵抗性うつ病に
対しての rTMSなど、治療抵抗性の精神疾患に対する様々な治療法を導入
している。これらの治療法は、導入するにあたり特別な資格や施設基準を要
求され、近隣の病院からの紹介数も多く、いわゆる大学病院ならではの治療
法とも言えるだろう。そして今後の研究によって益々発展させていく必要

があると考えられており、当教室では最
先端の臨床的研究を行うことが可能で
ある。クロザピンは日本全国のレジスト
リデータベースを用いた臨床的研究や
薬理学的研究を行なっており、ECTや
rTMSは当教室内だけで日本国内でも豊
富な症例数を有しているので、 症例から
得たデータから2021年度も多数の論
文作成を行うなど臨床的研究が盛んで
ある。臨床的研究を通じて得た研究成果
を、自身の臨床場面にも活かせるという
ことはわれわれ精神科の臨床医にとっ
ては何よりも幸せなことと感じている。
❹思春期疾患研究／久保洋一郎、岡山達志、藤本健士郎、坂口文など
　自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動症、ARMSをはじめ精神科領域
における思春期疾患は年々社会的に注目されている。当科ではこれらの疾
患を中心に、医療的な介入を要する症例に対して多種類の心理検査を施行
することで心理的特徴を明らかにし、多面的な関わりを行うことを目指し
ている。また、疾患にとらわれず発達期の特性を計測し明らかにすること
で、個々の症例の治療に寄与出来うる効果的な介入を目指している。
❺性別違和研究／木下真也など
　性別違和ともされる方々は時代の変遷に伴い、社会における立ち位置が
移り変わってきた。精神科領域で中心的に用いられている、DSM-5という
診断基準においても診断名が「性同一性障害」から「性別違和」へと変わって
いる。これには「障害」という概念から外そうという動きが含まれる。「世界
トランスジェンダー・ヘルス専門家協会」の作成した「The Standards of 
Care」による診断基準や治療基準も整備されつつあり、精神医学的に注目
されている。その流れを受けて、当科の専門外来には多くの対象者が集ま
り、日々の臨床場面では治療に従事している。その生物学的特性を明らかに
する中で、将来的なスティグマの解放を目指し研究を進めている。

専門研修プログラム
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取得できる認定医・専門医

参加学会等

主な関連病院

教育・研究指導方針

先輩レジデントのコメント

　基幹病院となる大阪医科薬科大学病院精神神経科は講座開設以来60年を超える歴史と伝統をもち、臨床から研究に至る幅広い領域において精神医学の発
展に大きな功績を残しています。
　大学病院精神科として31床のベッド数を有し、閉鎖病棟・隔離室・観察室も十分なスペースを確保しており、難治例や身体合併症例などほとんどのケース
に対応しています。専攻医は入院患者の主治医となり、教員の指導を受けながら、看護・心理・リハビリテーションなどの各領域とチームを組み、各種精神疾患
に対し生物学的検査・心理検査を行い、薬物療法、精神療法、修正型電気療法、クロザピン治療、rTMS治療などの治療を柔軟に組み合わせ最善の治療を行って
います。また、週1回行われる教授回診では指導医を中心としたグループディスカッションを行い、精神医学に関する広い知識を身につけていきます。さら
に、認知症症例、思春期症例、身体合併症、コンサルテーション・リエゾン、難治性精神疾患の特殊療法(m-ECT、クロザピン治療、rTMS治療)など、サブスペシ
ャリティとして多様な選択肢が活発に活動しています。
　このように研修の過程でほとんどの精神疾患、治療についての基礎的な知識を身につけ、最先端の情報に触れることが可能であります。また、地方会などへ
の定期的な発表や全国大会や国際学会への参加や発表を通じて研究・学会発表についても指導を受けることができます。

（2020年度診療実績）
外来：初診5.3人/日、再診73.2人/日、リエゾン依頼件数2044件/年
専門外来初診：認知症外来184人/年、児童思春期外来35人/年、ジェンダー外来28人/年など
入院：337人（F0;53人、F1;9人、F2;127人、F3;106人、F4;24人、F5;5人、F7;8人など）
電気けいれん療法：296件

基幹施設

　大阪医科薬科大学病院精神神経科は臨床的知見に立脚した科学的診療態度を特色とし、さまざまなライフステージに応じたきめ細かい臨床を特徴とする
教室であります。大阪府のみならず近畿圏や全国で活躍する臨床家の輩出のみならず、研究面でも多くの成果を残してきている歴史があります。精神疾患は、
医学だけで語ることができる学問領域でなく、心理学、社会学、哲学など様々な次元の先端的な知識が必要とされています。研究の分野で見れば、発展の著し
い分子遺伝学、薬理学、脳科学を味方にしながら、新しい知見がますます増えています。時代にあった診療・研究に対する科学的姿勢を核に据えながら、積み重
ねられた知見と共に患者さんと向き合うことができる診療医を、これからも輩出していくことができるプログラムとなっています。

専門研修プログラムの特徴

研修基幹病院：大阪医科薬科大学病院（大阪府高槻市）
研修連携施設：新阿武山病院（大阪府高槻市）、阪南病院（大阪府堺市）、瀬田
川病院（滋賀県大津市）、丹比荘病院（大阪府羽曳野市）、藍野花園病院（大阪
府茨木市）、小曽根病院（大阪府豊中市）、新生会病院（大阪府和泉市）、ねや川
サナトリウム（大阪府寝屋川市）、新淡路病院（兵庫県洲本市）、赤穂仁泉病院

（兵庫県赤穂市）、藍野病院（大阪府茨木市）、稲田クリニック（大阪府高槻
市）、水間病院（大阪府貝塚市）、福岡大学病院（福岡県福岡市）

専門研修施設群
　専攻医は精神科領域専門医制度の研修手帳にしたがって専門知識を習得
します。研修期間中に以下の領域の知識を広く学ばなければなりません。 
1.患者及び家族との面接、 2.疾患概念の病態の理解、 3.診断と治療計画、 
4.補助検査法、 5.薬物・身体療法、 6.精神療法、 7.心理社会的療法など、 8.
精神科救急、 9.リエゾン・コンサルテーション精神医学、 10.法と精神医
学、 11.災害精神医学、 12.医の倫理、 13.安全管理。

（専門研修プログラムの詳細は、次のホームページを参照ください）
URL：http://psyomc.com/?page_id=198

専門研修プログラムの到達目標

新開 李磨　令和3年度

研修ローテーションの事例
本プログラムには都市部の病院のみならず人口減少地域の病院も存在して
いる。また、専門性の高い治療法を学ぶことも可能である。このため地域性や
専門性に縛られない柔軟なローテンション選択が可能である。希望によって
は二年間同じ病院に勤務することも可能である。

パターンA

連携施設
（阪南病院）

精神科救急診療

連携施設
（阪南病院）

睡眠関連障害治療

連携施設
（阪南病院）

精神科救急診療

連携施設
（新阿武山病院）
一般精神科診療

連携施設
（新阿武山病院）
一般精神科診療

連携施設
（新阿武山病院）

依存症治療

連携施設
（新阿武山病院）

依存症治療

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

連携施設
（新淡路病院）
精神科救急診療

連携施設
（新淡路病院）
精神科救急診療

連携施設
（新淡路病院）
専門的地域医療

連携施設
（新淡路病院）
専門的地域医療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
精神科救急診療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
専門的地域医療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
精神科救急診療

1

2

3

パターンB パターンC

パターンE

1

2

3

パターンF パターンG

パターンD

現在の研究テーマとその概要並びに展望
専門研修ローテーションのパターン例

　初めまして。私は聖マリアンナ医科大学を卒業後、尼崎医療生協病院で初期研修を行い、
大阪医科薬科大学病院精神神経科に入局しました。学生の頃から、精神科の勉強が楽しく
て漠然と精神科への道を決めていたこともあって、精神科に進むことには迷いませんでし
た。入局先を探すにあたって、単科病院も併せて見学に行ったりもしましたが、アクセス面
や福利厚生面など、また医局内の雰囲気の温かさを感じ、入局を決めました。
　大阪医科薬科大学ではない初期研修先から入局したため、最初は仕事を覚えることに必
死でしたが、先輩の先生方が優しく丁寧に指導していただいたのでできるようになりまし
た。入局1年目は、週に4日大学病院で常勤として働き、週に1～2日非常勤先で勤務しま
す。大学病院では、月曜日には全体の回診やカンファレンス、医局会などがあります。若手
医師でも意見をしたり話しやすいのでとても勉強になります。他の曜日では外来補助や新
規入院の対応、病棟管理、電気痙攣療法の補助などを行います。分からないことがあればい
つでも先輩医師に相談することができる環境です。入局2－3年目は単科病院で研修する
ことができます。全体的に活気があり若々しく、向学心に富んだ医局です。興味のある方は
是非一度見学にいらして雰囲気を感じてみてください。

楽しく充実した職場を

竹井 謙貴　令和3年度

　私は川崎医科大学を卒業後、大阪医科大学(現 大阪医科薬科大学)にて2年間の初期臨床
研修を行いました。私自身、大学5年生時の実習にて往診に同行した際に患者様の身体だ
けではなく、「心」に寄り添う大切さを学び、その観点から精神科には元々興味を持ってお
りました。初期研修にて半年程精神科をローテートさせて頂き、同教室の上級医の先生方
の1人1人の患者様に対するあたたかさ、ならびに診療への情熱さに非常に感銘を受け、入
局を決意致しました。この1年間、レジデントとして大学病院、精神科単科病院にて勤務さ
せて頂きました。大学病院では回診、カンファレンス、病棟、外来診療を通じて様々な症例
を学ばさせて頂きました。どの先生方も非常に教育熱心に指導して頂き、また同期とも切

磋琢磨しながら業務にあたることができました。単科病院ではまた大学病院とは違った症
例、私の場合は主にアルコール依存症を学ばさせて頂き、非常に勉強になりました。いずれ
においても、精神科とひとくくりにしても背景には様々な内科的疾患や家庭環境を抱えて
いる方々がおり、本当に様々な方が精神科医療を必要としている事を強く認識した1年と
なりました。この教室は精神科医療を学ぶにおいて、幅広い症例を上級医の先生方のあた
たかく情熱的な指導のもとで学べる環境が整っています。もし精神科に少しでも興味をお
持ちの方は是非一度見学にお越し頂ければ幸いです。

精神科の多様性を認識した1年

山本 健介　令和3年度

　私は近畿大学を卒業後、大阪医科大学にて研修を行いました。もともと学生の頃から精
神科に興味は漠然とありましたが、初期研修時に精神科をローテートした際に、医局の雰
囲気が良く学問的にも面白いと感じ、本大学病院の精神神経科に入局させて頂くことと
なりました。
　入局後はさまざまな症例を経験できる上、1週間に1度カンファレンスで議論をする場
があります。そこで上級医の先生方から診断や治療方針などについてご指導頂くことがで
き、非常に勉強になります。カンファレンスは堅苦しい雰囲気ではなく気軽に質問するこ
とができ、時には議論が白熱することもあります。
　また現代社会はストレスを感じる方も非常に多く精神科という分野は今後ますます発
展していく分野であると思います。精神科を志す方もそうでない方も一度見学してみては
いかがでしょうか。医局員一同お待ちしております。

医局の先生方のご指導のもと日々精進しています

横山 茉吏伽　令和3年度

　私は川崎医科大学を卒業後、初期研修2年間を大阪医科薬科大学病院で研修させていた
だきました。精神科を選択したのは、初期研修時代に指導していただいた先生の、患者さん
を全人的に捉えて治療プランを立てる姿勢に感銘を受けたことがきっかけです。
　当院で働きはじめて驚いたのは、症例数が多いこと。後期研修1年目だけでもcommon 

diseaseはもちろんのこと、非常にめずらしい症例も数多く経験することができました。
　また、一人の患者さんに対して主治医だけでなく多職種のスタッフが、しっかりと情報共
有することも当院の大きな特長です。経験豊富な先輩方のアプローチを間近で見ることは
とても勉強になります。指導医の先生とも密にかかわり、多くのことを学んでいます。特に
診療に対する姿勢について指導していただいたことは、今の自分の基礎になっています。
　自分のキャリアプランに合わせて認知症、児童思春期、ジェンダー等専門性の高いグル
ープで勉強することができるのも当院の魅力だと思います。色々な症例に巡り合いたい先
生、キャリアプランを迷われている先生、是非一度見学にお越しください。

非常にめずらしい症例も数多く経験できる



大学院における教育・研究活動

精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、日本総合病院精神医学会認定専
門医、日本老年精神医学会専門医、日本臨床精神神経薬理学会専門医、日本
認知症学会専門医 などその他多数

日本精神神経学会／日本生物学的精神医学会／日本総合病院精神医学会／
日本臨床精神神経薬理学会／日本老年精神医学会／日本てんかん学会／日
本緩和医療学会／GID（性同一性障害）学会　　その他多数

新阿武山病院／新淡路病院／小曽根病院／藍野花園病院／藍野病院／赤穂
仁泉病院／金岡中央病院／水間病院／川越病院／瀬田川病院／ねや川サナ
トリウム／丹比荘病院／新生会病院／青葉丘病院／阪南病院／香良病院
など

　近年、精神医学は社会の変化を反映したいわゆるストレス関連疾患の他、
従来からの中心的な課題である内因性精神病、老年期精神障害、認知症、睡
眠障害、児童思春期疾患、性別違和への新しいアプローチも成果を収めつつ
ある。遺伝子解析、脳画像解析を含め、様々な研究手法を用いて、精神疾患に
対し包括的に病態を把握できるように実際の症例や研究を通して学ぶ。

❶遺伝研究／金沢徹文、岡山達志など
　遺伝研究は家系研究、家族歴研究、双生児研究など臨床遺伝学的研究を教
室開設以来継続して行っている。対象疾患は統合失調症、双極性障害、うつ
病や教室の伝統である非定型精神病（急性一過性精神病）を中心として、最
先端の遺伝子解析技法を駆使しながら病態の解明に迫ろうとしている。特
に昨今は遺伝子解析技術の大幅な進歩が起こっており、Microarrayや
GWASをはじめ、Next Generation Sequencerを用いた解析など、当教
室では様々な手法を取り入れて、精神疾患の解析に挑んでいる。今後も社会
から求められる遺伝研究の成果を発表し続ける。
❷神経科学研究／木下真也、西澤由貴など
　脳科学は多くの分野で爆発的な広がりを見せており、その恩恵を精神疾
患に広げようとしている。当科が以前から行っている伝統的な臨床精神医
学を科学的な言葉に置き換える装置の一つとして、光トポグラフィー装置
の導入を行い、検査入院患者を通してその成果を発表し続けている。光トポ
グラフィー検査はこれまで客観的指標がなかったうつ病などの精神疾患に
おいて、可視化を進める医療機器である。また、当大学では患者さんに対し
てメンタルヘルス検査入院というものを行っている。それは、出来得る種々
の検査を行うことで診断の助けとなるものである。取得した脳画像検査結
果については心理検査などと併せて、他大学との共同研究を行っている。さ
らなる臨床応用を見据え、革新的なこの技術を洗練化することで次世代の
精神科臨床の要望に応えようとしている。
❸薬理学的研究（クロザピン, ECT, rTMS）／今津伸一、豊田勝孝など
　当教室では治療抵抗性統合失調症に対してのクロザピン, 同じく治療抵
抗性統合失調症や治療抵抗性うつ病に対してのECT, 治療抵抗性うつ病に
対しての rTMSなど、治療抵抗性の精神疾患に対する様々な治療法を導入
している。これらの治療法は、導入するにあたり特別な資格や施設基準を要
求され、近隣の病院からの紹介数も多く、いわゆる大学病院ならではの治療
法とも言えるだろう。そして今後の研究によって益々発展させていく必要

があると考えられており、当教室では最
先端の臨床的研究を行うことが可能で
ある。クロザピンは日本全国のレジスト
リデータベースを用いた臨床的研究や
薬理学的研究を行なっており、ECTや
rTMSは当教室内だけで日本国内でも豊
富な症例数を有しているので、 症例から
得たデータから2021年度も多数の論
文作成を行うなど臨床的研究が盛んで
ある。臨床的研究を通じて得た研究成果
を、自身の臨床場面にも活かせるという
ことはわれわれ精神科の臨床医にとっ
ては何よりも幸せなことと感じている。
❹思春期疾患研究／久保洋一郎、岡山達志、藤本健士郎、坂口文など
　自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動症、ARMSをはじめ精神科領域
における思春期疾患は年々社会的に注目されている。当科ではこれらの疾
患を中心に、医療的な介入を要する症例に対して多種類の心理検査を施行
することで心理的特徴を明らかにし、多面的な関わりを行うことを目指し
ている。また、疾患にとらわれず発達期の特性を計測し明らかにすること
で、個々の症例の治療に寄与出来うる効果的な介入を目指している。
❺性別違和研究／木下真也など
　性別違和ともされる方々は時代の変遷に伴い、社会における立ち位置が
移り変わってきた。精神科領域で中心的に用いられている、DSM-5という
診断基準においても診断名が「性同一性障害」から「性別違和」へと変わって
いる。これには「障害」という概念から外そうという動きが含まれる。「世界
トランスジェンダー・ヘルス専門家協会」の作成した「The Standards of 
Care」による診断基準や治療基準も整備されつつあり、精神医学的に注目
されている。その流れを受けて、当科の専門外来には多くの対象者が集ま
り、日々の臨床場面では治療に従事している。その生物学的特性を明らかに
する中で、将来的なスティグマの解放を目指し研究を進めている。

専門研修プログラム

精神神経科10

取得できる認定医・専門医

参加学会等

主な関連病院

教育・研究指導方針

先輩レジデントのコメント

　基幹病院となる大阪医科薬科大学病院精神神経科は講座開設以来60年を超える歴史と伝統をもち、臨床から研究に至る幅広い領域において精神医学の発
展に大きな功績を残しています。
　大学病院精神科として31床のベッド数を有し、閉鎖病棟・隔離室・観察室も十分なスペースを確保しており、難治例や身体合併症例などほとんどのケース
に対応しています。専攻医は入院患者の主治医となり、教員の指導を受けながら、看護・心理・リハビリテーションなどの各領域とチームを組み、各種精神疾患
に対し生物学的検査・心理検査を行い、薬物療法、精神療法、修正型電気療法、クロザピン治療、rTMS治療などの治療を柔軟に組み合わせ最善の治療を行って
います。また、週1回行われる教授回診では指導医を中心としたグループディスカッションを行い、精神医学に関する広い知識を身につけていきます。さら
に、認知症症例、思春期症例、身体合併症、コンサルテーション・リエゾン、難治性精神疾患の特殊療法(m-ECT、クロザピン治療、rTMS治療)など、サブスペシ
ャリティとして多様な選択肢が活発に活動しています。
　このように研修の過程でほとんどの精神疾患、治療についての基礎的な知識を身につけ、最先端の情報に触れることが可能であります。また、地方会などへ
の定期的な発表や全国大会や国際学会への参加や発表を通じて研究・学会発表についても指導を受けることができます。

（2020年度診療実績）
外来：初診5.3人/日、再診73.2人/日、リエゾン依頼件数2044件/年
専門外来初診：認知症外来184人/年、児童思春期外来35人/年、ジェンダー外来28人/年など
入院：337人（F0;53人、F1;9人、F2;127人、F3;106人、F4;24人、F5;5人、F7;8人など）
電気けいれん療法：296件

基幹施設

　大阪医科薬科大学病院精神神経科は臨床的知見に立脚した科学的診療態度を特色とし、さまざまなライフステージに応じたきめ細かい臨床を特徴とする
教室であります。大阪府のみならず近畿圏や全国で活躍する臨床家の輩出のみならず、研究面でも多くの成果を残してきている歴史があります。精神疾患は、
医学だけで語ることができる学問領域でなく、心理学、社会学、哲学など様々な次元の先端的な知識が必要とされています。研究の分野で見れば、発展の著し
い分子遺伝学、薬理学、脳科学を味方にしながら、新しい知見がますます増えています。時代にあった診療・研究に対する科学的姿勢を核に据えながら、積み重
ねられた知見と共に患者さんと向き合うことができる診療医を、これからも輩出していくことができるプログラムとなっています。

専門研修プログラムの特徴

研修基幹病院：大阪医科薬科大学病院（大阪府高槻市）
研修連携施設：新阿武山病院（大阪府高槻市）、阪南病院（大阪府堺市）、瀬田
川病院（滋賀県大津市）、丹比荘病院（大阪府羽曳野市）、藍野花園病院（大阪
府茨木市）、小曽根病院（大阪府豊中市）、新生会病院（大阪府和泉市）、ねや川
サナトリウム（大阪府寝屋川市）、新淡路病院（兵庫県洲本市）、赤穂仁泉病院

（兵庫県赤穂市）、藍野病院（大阪府茨木市）、稲田クリニック（大阪府高槻
市）、水間病院（大阪府貝塚市）、福岡大学病院（福岡県福岡市）

専門研修施設群
　専攻医は精神科領域専門医制度の研修手帳にしたがって専門知識を習得
します。研修期間中に以下の領域の知識を広く学ばなければなりません。 
1.患者及び家族との面接、 2.疾患概念の病態の理解、 3.診断と治療計画、 
4.補助検査法、 5.薬物・身体療法、 6.精神療法、 7.心理社会的療法など、 8.
精神科救急、 9.リエゾン・コンサルテーション精神医学、 10.法と精神医
学、 11.災害精神医学、 12.医の倫理、 13.安全管理。

（専門研修プログラムの詳細は、次のホームページを参照ください）
URL：http://psyomc.com/?page_id=198

専門研修プログラムの到達目標

新開 李磨　令和3年度

研修ローテーションの事例
本プログラムには都市部の病院のみならず人口減少地域の病院も存在して
いる。また、専門性の高い治療法を学ぶことも可能である。このため地域性や
専門性に縛られない柔軟なローテンション選択が可能である。希望によって
は二年間同じ病院に勤務することも可能である。

パターンA

連携施設
（阪南病院）

精神科救急診療

連携施設
（阪南病院）

睡眠関連障害治療

連携施設
（阪南病院）

精神科救急診療

連携施設
（新阿武山病院）
一般精神科診療

連携施設
（新阿武山病院）
一般精神科診療

連携施設
（新阿武山病院）

依存症治療

連携施設
（新阿武山病院）

依存症治療

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

基幹病院
（大阪医科薬科大学病院）

連携施設
（新淡路病院）
精神科救急診療

連携施設
（新淡路病院）
精神科救急診療

連携施設
（新淡路病院）
専門的地域医療

連携施設
（新淡路病院）
専門的地域医療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
精神科救急診療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
専門的地域医療

連携施設
（赤穂仁泉病院）
精神科救急診療
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パターンB パターンC

パターンE
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パターンF パターンG

パターンD

現在の研究テーマとその概要並びに展望
専門研修ローテーションのパターン例

　初めまして。私は聖マリアンナ医科大学を卒業後、尼崎医療生協病院で初期研修を行い、
大阪医科薬科大学病院精神神経科に入局しました。学生の頃から、精神科の勉強が楽しく
て漠然と精神科への道を決めていたこともあって、精神科に進むことには迷いませんでし
た。入局先を探すにあたって、単科病院も併せて見学に行ったりもしましたが、アクセス面
や福利厚生面など、また医局内の雰囲気の温かさを感じ、入局を決めました。
　大阪医科薬科大学ではない初期研修先から入局したため、最初は仕事を覚えることに必
死でしたが、先輩の先生方が優しく丁寧に指導していただいたのでできるようになりまし
た。入局1年目は、週に4日大学病院で常勤として働き、週に1～2日非常勤先で勤務しま
す。大学病院では、月曜日には全体の回診やカンファレンス、医局会などがあります。若手
医師でも意見をしたり話しやすいのでとても勉強になります。他の曜日では外来補助や新
規入院の対応、病棟管理、電気痙攣療法の補助などを行います。分からないことがあればい
つでも先輩医師に相談することができる環境です。入局2－3年目は単科病院で研修する
ことができます。全体的に活気があり若々しく、向学心に富んだ医局です。興味のある方は
是非一度見学にいらして雰囲気を感じてみてください。

楽しく充実した職場を

竹井 謙貴　令和3年度

　私は川崎医科大学を卒業後、大阪医科大学(現 大阪医科薬科大学)にて2年間の初期臨床
研修を行いました。私自身、大学5年生時の実習にて往診に同行した際に患者様の身体だ
けではなく、「心」に寄り添う大切さを学び、その観点から精神科には元々興味を持ってお
りました。初期研修にて半年程精神科をローテートさせて頂き、同教室の上級医の先生方
の1人1人の患者様に対するあたたかさ、ならびに診療への情熱さに非常に感銘を受け、入
局を決意致しました。この1年間、レジデントとして大学病院、精神科単科病院にて勤務さ
せて頂きました。大学病院では回診、カンファレンス、病棟、外来診療を通じて様々な症例
を学ばさせて頂きました。どの先生方も非常に教育熱心に指導して頂き、また同期とも切

磋琢磨しながら業務にあたることができました。単科病院ではまた大学病院とは違った症
例、私の場合は主にアルコール依存症を学ばさせて頂き、非常に勉強になりました。いずれ
においても、精神科とひとくくりにしても背景には様々な内科的疾患や家庭環境を抱えて
いる方々がおり、本当に様々な方が精神科医療を必要としている事を強く認識した1年と
なりました。この教室は精神科医療を学ぶにおいて、幅広い症例を上級医の先生方のあた
たかく情熱的な指導のもとで学べる環境が整っています。もし精神科に少しでも興味をお
持ちの方は是非一度見学にお越し頂ければ幸いです。

精神科の多様性を認識した1年

山本 健介　令和3年度

　私は近畿大学を卒業後、大阪医科大学にて研修を行いました。もともと学生の頃から精
神科に興味は漠然とありましたが、初期研修時に精神科をローテートした際に、医局の雰
囲気が良く学問的にも面白いと感じ、本大学病院の精神神経科に入局させて頂くことと
なりました。
　入局後はさまざまな症例を経験できる上、1週間に1度カンファレンスで議論をする場
があります。そこで上級医の先生方から診断や治療方針などについてご指導頂くことがで
き、非常に勉強になります。カンファレンスは堅苦しい雰囲気ではなく気軽に質問するこ
とができ、時には議論が白熱することもあります。
　また現代社会はストレスを感じる方も非常に多く精神科という分野は今後ますます発
展していく分野であると思います。精神科を志す方もそうでない方も一度見学してみては
いかがでしょうか。医局員一同お待ちしております。

医局の先生方のご指導のもと日々精進しています

横山 茉吏伽　令和3年度

　私は川崎医科大学を卒業後、初期研修2年間を大阪医科薬科大学病院で研修させていた
だきました。精神科を選択したのは、初期研修時代に指導していただいた先生の、患者さん
を全人的に捉えて治療プランを立てる姿勢に感銘を受けたことがきっかけです。
　当院で働きはじめて驚いたのは、症例数が多いこと。後期研修1年目だけでもcommon 

diseaseはもちろんのこと、非常にめずらしい症例も数多く経験することができました。
　また、一人の患者さんに対して主治医だけでなく多職種のスタッフが、しっかりと情報共
有することも当院の大きな特長です。経験豊富な先輩方のアプローチを間近で見ることは
とても勉強になります。指導医の先生とも密にかかわり、多くのことを学んでいます。特に
診療に対する姿勢について指導していただいたことは、今の自分の基礎になっています。
　自分のキャリアプランに合わせて認知症、児童思春期、ジェンダー等専門性の高いグル
ープで勉強することができるのも当院の魅力だと思います。色々な症例に巡り合いたい先
生、キャリアプランを迷われている先生、是非一度見学にお越しください。

非常にめずらしい症例も数多く経験できる



下部疾患手術症例数と腹腔鏡施行率

肝胆膵手術数の年次推移

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

11 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科
General and Gastroenterological Surgery

11

●教室（診療科）の特色●

●初期研修プログラムの特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当科は、上部消化管、下部消化管、肝胆膵、ヘルニア、小児外科、そして乳腺の5診療グループからなります。それぞれの診療グループは、経験豊か
な専門医で構成されており、最先端医療であるロボット手術からアッペ・ヘルニアまでの幅広い疾患をカバーする外科診療科であることが特色で
す。李教授が教室を統括し、田中慶太朗専門教授、岩本特任教授、富山講師、朝隈講師、米田講師などが各専門領域の外科診療を担っています。

　臨床研修医は、5診療グループを月単位でローテーションして、バランスよく総合的な外科診療を身につけることができる教育プログラムとな
っています。術前・術後カンファレンスを通じて、診断技術や治療方針に至る過程を経験し、プレゼンのノウハウも丁寧に指導します。外科教育に
熱心な指導医の下で、安心して外科手技を経験でき、自ら執刀する機会もあります。いわゆる「外科」に興味をもつ臨床研修医が、当科での経験を
通して、将来のキャリア形成につなげていけるように支援します。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　一般・消化器外科学教室  TEL：072-683-1221（内線2361）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/sur/

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

一般・消化器・小児外科

食道癌・咽頭癌症例数の年次推移

胃切除症例数の推移

一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

田中慶太朗（専門教授）

岩本充彦（特別任命教員教授）

富山英紀（講　師）

他　講師（准）2名、助教7名

外科専門医、消化器外科専門医、大腸肛門病専門医
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、胃腸科専門医

外科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、乳腺専門医

外科専門医、小児外科専門医

大腸肛門外科、内視鏡外科

乳腺外科

小児外科

朝隈光弘（講　師） 外科専門医、消化器外科専門医
消化器内視鏡専門医、胆肝膵外科高度技能専門医

肝移植、肝･胆･膵疾患の外科治療

田中 慶太朗（たなか けいたろう）専門教授
専門分野
下部消化管、内視鏡外科　 
主な学会／専門医資格
日本外科学会　専門医・指導医
日本消化器外科学会　専門医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器内視鏡学会　専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　専門医・指導医
日本消化器病学会　専門医
日本消化管学会　胃腸科認定医
がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医

■

■

岩本 充彦（いわもと みつひこ）特任教授（科長）
専門分野
乳腺
主な学会／専門医資格
日本外科学会　専門医 
日本消化器内視鏡学会　専門医 
日本消化器病学会　専門医 
日本乳癌学会　乳腺専門医　乳腺指導医

■

■

一般・消化器・小児外科 乳腺・内分泌外科

■専門分野
　食道外科、胃外科、内視鏡外科、外科代謝栄養、医学教育

■職歴　平成7年　大阪医科大学卒業
　　　　令和4年　現職

■主な学会／専門医資格
外科専門医、消化器外科専門医
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、食道外科専門医

■研究課題
　低侵襲外科治療、外科医教育

李 相雄（り そうゆう）教授（科長）
一般・消化器外科学教室教授

気管切開・閉鎖
漏斗胸
正中頚嚢胞
胸腔ドレナージ
腹壁破裂・臍帯ヘルニア
臍ヘルニア
消化管穿孔
小腸閉鎖症
腸閉塞
虫垂炎
胆道拡張症
直腸肛門奇形
ヒルシュスプルング病
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫
停留精巣
腫瘍（良悪性）
カテーテル留置・抜去
ほか
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診療（手術）実績 2018-2021

81（2）67（4）76（3）80（6）合計（新生児手術）

上部消化管班（食道・胃）
　一般・消化器外科 上部消化管グループでは、食道癌・胃癌といっ
た悪性疾患を中心に年間約200例の手術を行っています。最近で
は約90％を胸腔鏡・腹腔鏡手術で行い、患者さんの体への負担が少
ない手術を実践しています。鏡視下手術の強みである拡大視効果を
生かした精緻なリンパ節郭清、安全で確実な消化管再建にこだわり
を持って取り組んでいます。手術支援ロボット「ダビンチ」を用いた
ロボット支援下手術や高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ胃切
除といった最先端の外科手術も行っています。研修に来てもらった
際には、チームの一員として積極的に手術に入っていただきます。
糸結び、縫合など基本的な手技に始まり、低難度手術の術者、中・高
難度手術の助手・スコピストなど習熟度にあわせて取り組んでいた
だきます。
　外科医としての考え方、術後管理もチームとして大切にしている
部分です。外科手術という手術侵襲から早期に回復するための管理
や消化管手術後の栄養管理についても学んでいただきます。患者さ
んにより良い医療を提供できる医師としての下地を学べる環境作
りを大切にしています。
　カンファレンスでの術前症例検討におけるプレゼンテーションを
通して、症例をまとめる能力や実際に発表する力をつけてもらいま
す。また、チャンスがあれば学会発表や論文発表にも取り組んでいた
だき、若手の先生のキャリア形成をしっかりとサポートします。
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●教室（診療科）の特色●

●初期研修プログラムの特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当科は、上部消化管、下部消化管、肝胆膵、ヘルニア、小児外科、そして乳腺の5診療グループからなります。それぞれの診療グループは、経験豊か
な専門医で構成されており、最先端医療であるロボット手術からアッペ・ヘルニアまでの幅広い疾患をカバーする外科診療科であることが特色で
す。李教授が教室を統括し、田中慶太朗専門教授、岩本特任教授、富山講師、朝隈講師、米田講師などが各専門領域の外科診療を担っています。

　臨床研修医は、5診療グループを月単位でローテーションして、バランスよく総合的な外科診療を身につけることができる教育プログラムとな
っています。術前・術後カンファレンスを通じて、診断技術や治療方針に至る過程を経験し、プレゼンのノウハウも丁寧に指導します。外科教育に
熱心な指導医の下で、安心して外科手技を経験でき、自ら執刀する機会もあります。いわゆる「外科」に興味をもつ臨床研修医が、当科での経験を
通して、将来のキャリア形成につなげていけるように支援します。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　一般・消化器外科学教室  TEL：072-683-1221（内線2361）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/sur/
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一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

田中慶太朗（専門教授）

岩本充彦（特別任命教員教授）

富山英紀（講　師）

他　講師（准）2名、助教7名

外科専門医、消化器外科専門医、大腸肛門病専門医
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、胃腸科専門医

外科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、乳腺専門医

外科専門医、小児外科専門医

大腸肛門外科、内視鏡外科

乳腺外科

小児外科

朝隈光弘（講　師） 外科専門医、消化器外科専門医
消化器内視鏡専門医、胆肝膵外科高度技能専門医

肝移植、肝･胆･膵疾患の外科治療

田中 慶太朗（たなか けいたろう）専門教授
専門分野
下部消化管、内視鏡外科　 
主な学会／専門医資格
日本外科学会　専門医・指導医
日本消化器外科学会　専門医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器内視鏡学会　専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　専門医・指導医
日本消化器病学会　専門医
日本消化管学会　胃腸科認定医
がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医

■

■

岩本 充彦（いわもと みつひこ）特任教授（科長）
専門分野
乳腺
主な学会／専門医資格
日本外科学会　専門医 
日本消化器内視鏡学会　専門医 
日本消化器病学会　専門医 
日本乳癌学会　乳腺専門医　乳腺指導医

■

■

一般・消化器・小児外科 乳腺・内分泌外科

■専門分野
　食道外科、胃外科、内視鏡外科、外科代謝栄養、医学教育

■職歴　平成7年　大阪医科大学卒業
　　　　令和4年　現職

■主な学会／専門医資格
外科専門医、消化器外科専門医
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、食道外科専門医

■研究課題
　低侵襲外科治療、外科医教育

李 相雄（り そうゆう）教授（科長）
一般・消化器外科学教室教授

気管切開・閉鎖
漏斗胸
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上部消化管班（食道・胃）
　一般・消化器外科 上部消化管グループでは、食道癌・胃癌といっ
た悪性疾患を中心に年間約200例の手術を行っています。最近で
は約90％を胸腔鏡・腹腔鏡手術で行い、患者さんの体への負担が少
ない手術を実践しています。鏡視下手術の強みである拡大視効果を
生かした精緻なリンパ節郭清、安全で確実な消化管再建にこだわり
を持って取り組んでいます。手術支援ロボット「ダビンチ」を用いた
ロボット支援下手術や高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ胃切
除といった最先端の外科手術も行っています。研修に来てもらった
際には、チームの一員として積極的に手術に入っていただきます。
糸結び、縫合など基本的な手技に始まり、低難度手術の術者、中・高
難度手術の助手・スコピストなど習熟度にあわせて取り組んでいた
だきます。
　外科医としての考え方、術後管理もチームとして大切にしている
部分です。外科手術という手術侵襲から早期に回復するための管理
や消化管手術後の栄養管理についても学んでいただきます。患者さ
んにより良い医療を提供できる医師としての下地を学べる環境作
りを大切にしています。
　カンファレンスでの術前症例検討におけるプレゼンテーションを
通して、症例をまとめる能力や実際に発表する力をつけてもらいま
す。また、チャンスがあれば学会発表や論文発表にも取り組んでいた
だき、若手の先生のキャリア形成をしっかりとサポートします。



大阪医科薬科大学病院外科専門研修プログラムの特徴初期研修プログラムの特徴

　研修病院群

市立ひらかた病院／北摂総合病院／高槻赤十字病院／鳳胃腸病院

一般・消化器外科  臨床研究
　2年間の研修期間中に学会発表、論文発表を少なくとも各１編行うこと。

　評価方法

大阪医科薬科大学外科臨床研修プログラムに基づいて所属班の指

導医（班長）により随時評価を行う。

外科における初期研修の目的は、①一般外科および消化器外科疾患

の検査所見の読影と診断手順の理解　②手術適応の判断と術式の

決定　③手術内容と助手の役割の把握　④基本的な外科手技の習

得　⑤適切な術前・術後管理の方法　⑥終末期患者やその家族との

かかわり方、などの外科臨床の実際を学ぶことにあります。

消化管および腹部内臓
乳　腺
呼吸器
心臓・大血管
末梢血管（頭蓋内血管を除く）
頭頸部・体表・内分泌外科
小児外科
外　傷
鏡視下手術
　　計
術者として
最低手術経験数

50例
10例
10例
10例
10例
10例
10例
10例
10例

130例
120例
350例

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

手　術

症例検討カンファレンス、
病棟回診、外来診察、検査、抄読会

手　術

症例検討カンファレンス、病棟回診、
外来診察、検査、

手　術

外来診察

実習風景

乳腺・内分泌外科
木村 光誠 講師

乳腺・内分泌外科

　当診療科では主として乳癌を中心とした乳腺疾患を担当してい
ます。乳癌治療では手術療法のみならず、化学療法、内分泌療法、分
子標的治療などの薬物治療を乳癌のサブタイプに応じて適切に行
う必要があり、当診療科では最新のEBM（Evidence Based 
Medicine）を積極的に導入した治療を提供しています。また、乳房
再建、放射線治療や緩和医療も必要であり、形成外科、放射線腫瘍
科、緩和ケアチームと密に連携しています。そのため乳癌に対する
一貫した治療を経験し、学習する環境が整っています。

【手術経験】年間の手術症例は乳癌症例約280件、吸引式乳房組織
生検（vacuum assisted biopsy ; VAB）が約300例です。また外
来での化学療法施行は年間のべ約1000例です。手術は助手のみな
らず、指導医・専門医の管理のもと積極的に執刀を経験してもらっ
ています。

【認定医、専門医資格取得】日本外科学会専門医、日本乳癌学会認定
医、専門医資格を目標とします。当科での経験で必要症例数などは
容易に達成できます。

【学会発表、論文作成】国内、国際学会にも積極的に発表、参加してい
るため発表の業績も容易に取得できます。また学会出張の際の金銭
的補助が受けられるシステムも確立しています。さらに研修期間中
に論文作成ができる様指導しています。

【臨床研究】臨床研究にも積極的に参加しています。当科を主管とす
る多施設共同研究も展開しており、最新の情報をもとに先進的な治
療にも取り組んでいます。

【女性外科医】女性外科医には結婚、出産を目指すのはもとより、出
産後も仕事の継続が叶う様、サポート体制を整備しています。

【チーム医療】手厚いチーム医療を実践すべく、様々な診療科の医師
（形成外科医、放射線治療医、緩和ケア医、病理医など）・看護師・薬剤
師等で合同カンファレンスを定期的に開催しています。

11 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

　それぞれの症例を詳細に検討することによって専門的な知識な

らびに技術を修得する。

　日本外科学会専門医制度のカリキュラムに定められた手術経験

数を経験できることを一義的な到達目標とする。

　消化器疾患、乳腺疾患の外科治療、管理を経験し、その中から次に

進む専門医へのコースを決定する。

研修内容と到達目標

＜専門研修1年目＞
各診療チームのローテーション研修（12ヶ月）

　上部消化管、下部消化管、肝・胆・膵、乳腺、小児外科の5つの診療

チームを数ヶ月ずつローテーションしながら、診療チームの一員と

して10～20床を受け持つ。ローテーションする診療チームとその

順番は、専門研修指導医が決定する。各診療チームは一人の班長と

数名の班員で構成され、専攻医も各班の一員として入院患者の担当

医となり、班長の指導のもとに患者の診療にあたる。この間、診療、

各種診断法、周術期管理および手術基本手技の修練を行う。原則と

して全受け持ち患者の手術に参加し、主として助手を務めるが、各

個人の経験と技能に応じてヘルニア、虫垂炎、胆石症などの術者と

なる。

　専攻医は専門研修指導医の指導のもとに診療に従事するが、同時

に臨床研修医の指導にもあたる。また週1～2回当直にあたるが、緊

急時には適宜専門研修指導医に報告しその指導を仰ぐ。

経験症例200例以上　　（術者30例以上）

＜専門研修2年目＞
　後述する当科の連携施設の1ないし2箇所に出向し、引き続き臨

床経験を重ねる。出向する病院は、本人の希望も聞きながら、最終的

にプログラム責任者が決定する。手術においては術者あるいは第

一、第二助手となる。各種検査（消化管内視鏡検査、レ線造影検査）も

担当し修得する。

　さらに1年の研修を含めて日本外科学会の外科専門医受験資格

が取得できるように症例経験を重ねることを目標とする。具体的に

は、以下に示す「外科専門医修練カリキュラム」に定められた最低手

術経験数の2／3を経験することを目標とする。

経験症例200例以上　　（術者60例以上）

＜専門研修3年目＞
　3年目は大学病院での臨床研修を胸部外科学教室出向も含めて

行い、連携施設に出向して実務経験を蓄積して、日本外科学会専門

医制度のカリキュラムに定められた手術経験数に留意し、その数が

経験できるように配慮する。

主に1,2年目の不足症例に関して各領域をローテートする。

経験症例200例以上　　（術者100例以上）

一般・消化器外科 臨床研修

消化器外科学会　専門医

消化器内視鏡学会　専門医

消化器病学会　専門医

大腸肛門病学会　専門医

肝臓学会　　専門医

乳癌学会　　乳腺専門医

取得できるサブスペシャリティー

藍野病院、大阪医科薬科大学三島南病院、大阪南医療センター、大津

市民病院、鳳胃腸病院、革島病院、こだま病院、城山病院、仁泉会

病院、蒼生病院、第一東和会病院、高槻赤十字病院、谷川記念病院、

中林病院、北摂総合病院、市立ひらかた病院、豊中敬仁会病院、守口

敬仁会病院、八尾総合病院

プログラムに参加する連携施設（消化器外科領域）

　大阪医科薬科大学病院を基幹施設として一般・消化器外科学教室（一般・消化器・小児外科／乳腺・内分泌外科）胸部外科学教室（心臓血管外

科／小児心臓血管外科／呼吸器外科）と23連携施設により専門研修施設群を構成します。本専門研修施設群では専門研修指導医が専攻医を

指導し外科学会専門医取得を目指します。



大阪医科薬科大学病院外科専門研修プログラムの特徴初期研修プログラムの特徴

　研修病院群

市立ひらかた病院／北摂総合病院／高槻赤十字病院／鳳胃腸病院

一般・消化器外科  臨床研究
　2年間の研修期間中に学会発表、論文発表を少なくとも各１編行うこと。

　評価方法

大阪医科薬科大学外科臨床研修プログラムに基づいて所属班の指

導医（班長）により随時評価を行う。

外科における初期研修の目的は、①一般外科および消化器外科疾患

の検査所見の読影と診断手順の理解　②手術適応の判断と術式の

決定　③手術内容と助手の役割の把握　④基本的な外科手技の習

得　⑤適切な術前・術後管理の方法　⑥終末期患者やその家族との

かかわり方、などの外科臨床の実際を学ぶことにあります。

消化管および腹部内臓
乳　腺
呼吸器
心臓・大血管
末梢血管（頭蓋内血管を除く）
頭頸部・体表・内分泌外科
小児外科
外　傷
鏡視下手術
　　計
術者として
最低手術経験数

50例
10例
10例
10例
10例
10例
10例
10例
10例

130例
120例
350例

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

手　術

症例検討カンファレンス、
病棟回診、外来診察、検査、抄読会

手　術

症例検討カンファレンス、病棟回診、
外来診察、検査、

手　術

外来診察

実習風景

乳腺・内分泌外科
木村 光誠 講師

乳腺・内分泌外科

　当診療科では主として乳癌を中心とした乳腺疾患を担当してい
ます。乳癌治療では手術療法のみならず、化学療法、内分泌療法、分
子標的治療などの薬物治療を乳癌のサブタイプに応じて適切に行
う必要があり、当診療科では最新のEBM（Evidence Based 
Medicine）を積極的に導入した治療を提供しています。また、乳房
再建、放射線治療や緩和医療も必要であり、形成外科、放射線腫瘍
科、緩和ケアチームと密に連携しています。そのため乳癌に対する
一貫した治療を経験し、学習する環境が整っています。

【手術経験】年間の手術症例は乳癌症例約280件、吸引式乳房組織
生検（vacuum assisted biopsy ; VAB）が約300例です。また外
来での化学療法施行は年間のべ約1000例です。手術は助手のみな
らず、指導医・専門医の管理のもと積極的に執刀を経験してもらっ
ています。

【認定医、専門医資格取得】日本外科学会専門医、日本乳癌学会認定
医、専門医資格を目標とします。当科での経験で必要症例数などは
容易に達成できます。

【学会発表、論文作成】国内、国際学会にも積極的に発表、参加してい
るため発表の業績も容易に取得できます。また学会出張の際の金銭
的補助が受けられるシステムも確立しています。さらに研修期間中
に論文作成ができる様指導しています。

【臨床研究】臨床研究にも積極的に参加しています。当科を主管とす
る多施設共同研究も展開しており、最新の情報をもとに先進的な治
療にも取り組んでいます。

【女性外科医】女性外科医には結婚、出産を目指すのはもとより、出
産後も仕事の継続が叶う様、サポート体制を整備しています。

【チーム医療】手厚いチーム医療を実践すべく、様々な診療科の医師
（形成外科医、放射線治療医、緩和ケア医、病理医など）・看護師・薬剤
師等で合同カンファレンスを定期的に開催しています。

11 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

　それぞれの症例を詳細に検討することによって専門的な知識な

らびに技術を修得する。

　日本外科学会専門医制度のカリキュラムに定められた手術経験

数を経験できることを一義的な到達目標とする。

　消化器疾患、乳腺疾患の外科治療、管理を経験し、その中から次に

進む専門医へのコースを決定する。

研修内容と到達目標

＜専門研修1年目＞
各診療チームのローテーション研修（12ヶ月）

　上部消化管、下部消化管、肝・胆・膵、乳腺、小児外科の5つの診療

チームを数ヶ月ずつローテーションしながら、診療チームの一員と

して10～20床を受け持つ。ローテーションする診療チームとその

順番は、専門研修指導医が決定する。各診療チームは一人の班長と

数名の班員で構成され、専攻医も各班の一員として入院患者の担当

医となり、班長の指導のもとに患者の診療にあたる。この間、診療、

各種診断法、周術期管理および手術基本手技の修練を行う。原則と

して全受け持ち患者の手術に参加し、主として助手を務めるが、各

個人の経験と技能に応じてヘルニア、虫垂炎、胆石症などの術者と

なる。

　専攻医は専門研修指導医の指導のもとに診療に従事するが、同時

に臨床研修医の指導にもあたる。また週1～2回当直にあたるが、緊

急時には適宜専門研修指導医に報告しその指導を仰ぐ。

経験症例200例以上　　（術者30例以上）

＜専門研修2年目＞
　後述する当科の連携施設の1ないし2箇所に出向し、引き続き臨

床経験を重ねる。出向する病院は、本人の希望も聞きながら、最終的

にプログラム責任者が決定する。手術においては術者あるいは第

一、第二助手となる。各種検査（消化管内視鏡検査、レ線造影検査）も

担当し修得する。

　さらに1年の研修を含めて日本外科学会の外科専門医受験資格

が取得できるように症例経験を重ねることを目標とする。具体的に

は、以下に示す「外科専門医修練カリキュラム」に定められた最低手

術経験数の2／3を経験することを目標とする。

経験症例200例以上　　（術者60例以上）

＜専門研修3年目＞
　3年目は大学病院での臨床研修を胸部外科学教室出向も含めて

行い、連携施設に出向して実務経験を蓄積して、日本外科学会専門

医制度のカリキュラムに定められた手術経験数に留意し、その数が

経験できるように配慮する。

主に1,2年目の不足症例に関して各領域をローテートする。

経験症例200例以上　　（術者100例以上）

一般・消化器外科 臨床研修

消化器外科学会　専門医

消化器内視鏡学会　専門医

消化器病学会　専門医

大腸肛門病学会　専門医

肝臓学会　　専門医

乳癌学会　　乳腺専門医

取得できるサブスペシャリティー

藍野病院、大阪医科薬科大学三島南病院、大阪南医療センター、大津

市民病院、鳳胃腸病院、革島病院、こだま病院、城山病院、仁泉会

病院、蒼生病院、第一東和会病院、高槻赤十字病院、谷川記念病院、

中林病院、北摂総合病院、市立ひらかた病院、豊中敬仁会病院、守口

敬仁会病院、八尾総合病院

プログラムに参加する連携施設（消化器外科領域）

　大阪医科薬科大学病院を基幹施設として一般・消化器外科学教室（一般・消化器・小児外科／乳腺・内分泌外科）胸部外科学教室（心臓血管外

科／小児心臓血管外科／呼吸器外科）と23連携施設により専門研修施設群を構成します。本専門研修施設群では専門研修指導医が専攻医を

指導し外科学会専門医取得を目指します。



2台のda Vinci Xiが導入され、今後は直腸癌手術から結腸癌手術に
も適応を拡大する予定である。次世代の外科医療ではロボット手術
が主流となると考えられ、ラーニングカーブを短縮することが可能
といわれるロボット手術を積極的に若手の外科医に経験してもらえ
るように、定型化された指導環境を整備する方針である。
ⓒ実践的な手術手技の向上研修
　従来の手術研修では先輩外科医の手術手技を見学して、ドライラ
ボやアニマルラボでの研修を経て、手術に臨むことで患者の安全を
保ちつつ経験を積んでゆく方式が一般的であった。しかし、実際の人
体解剖は手術の本番時には理解が困難で術者を交代することも多
い。本学では安全な外科研修での手術手技の習得、専門医による高難
度手術の習得や開発を目的として、ご遺体を用いた手術手技トレー
ニング室を整備し、倫理的な配慮を重視しつつ医療安全の向上と手
術手技の向上に取り組んでいる。

❸濱元 宏喜　助教（大腸班）
　2020年のデータでは、がん死亡数順位において大腸癌は女性で
1位、男性で3位となっていますが、手術できる状態で発見された大
腸がんの5年生存率は80％近くになります。つまり、大腸がんは手
術で治る可能性の高いがんの1つといえます。
　大阪医科薬科大学の大腸チームでは年400例の大腸癌手術の90
％以上を腹腔鏡手術で行い、患者さんの体への負担が少ない手術を
実践しています。また、肛門に近い直腸がんに対して、根治性と機能
温存のバランスに留意して手術を行います。他院で肛門温存は難し
いといわれ当院へセカンドオピニオンに来られた患者さんに対して
も、手術前に化学療法を施行することで腫瘍を縮小させ、可能な限り
肛門温存出来る工夫を行っています。最近では手術支援ロボット「ダ
ビンチ」と肛門から手術を行う「TaTME」を同時に行うハイブリッ
ト手術を導入し、手術時間の短縮と根治性の両立を図っています。大
腸チームではそういった最先端の手術を患者さんに提供するととも
に若手の先生にも積極的に手術を行ってもらいます。
　「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は
動かじ。」という山本五十六の名言があります。まずは上司が手本と
なる手術を「やってみせ」、それをきちんと言語化して「言って聞か
せ」、若手の先生に「させて」、うまくいけば「褒める」というプロセス
で早く手術が上達できるようチームとして取り組んでいます。

❹富山 英紀　講師
　小児外科領域の診療を2015年に開始してから7年が経過し、当
科での新生児を含めた小児外科治療も定着してきた。少子化が進む
趨勢の中、他の外科診療グループに比し豊富な症例数とはいえない
が、大学の小児科並びに近隣の病医院より紹介された先天疾患など
の希少疾患の治療を各種行っている。当グループでは小児の健やか
な成長のために本来の生理機能の確実な獲得と審美性を伴った上で
の安全性の両立を最大の目標としている。即ちいかに低侵襲に治療
が行えるかが重要である。
ⓐ小児での低侵襲な外科治療への試み
　小児では成人の腹腔鏡手術の道具や手技がそのまま適応されるこ
とはその体格の小ささから極めて困難であるが、既に幾つかの疾患
では内視鏡手術が導入され良好な成績をおさめている。一方で新生
児から乳児においては多くの疾患で臍部のみを切開する小開腹手術
が広く行われるようになり小児外科の専門施設では一般的になりつ
つある。審美性、低侵襲性の両面で優れており、当院の治療において
も主流となっているが今後更に改良していき、より良い医療を患児

に提供できるよう効果的な手技の定着を目指している。
ⓑ手術以外の治療手法への試み
　以前から小児外科領域では漢方などによる保存的治療も治療の一
つの柱である。消化管機能低下への大建中湯や六君子湯などでの治
療や乳児痔瘻への排膿散及湯の内服に加え、近年では脈管奇形の1
つであるリンパ管腫などへの治療も行われている。従来からの
OK432を用いた硬化療法に加えて同治療も選択肢の1つとして当
科でも使用しており、こういった新規治療の導入と効果の検証も今
後行っていきたいと考えている。

大学院における研究活動

❶李 相雄　教授
ⓐ上部消化管癌に対する臨床研究
　消化管の癌に対する低侵襲外科領域の進歩は現在急速に進んでお
り、近年それに対するevidenceも蓄積されてきている。特に腹腔鏡
手術での手術器具・機材は世界中で考案されておりそれに伴い手術
手技も以前と比べ日々変化してきている。当教室では新しい手術器
具を用いた安全性の検討および従来の手技との比較を行っている。
さらに新しい手技を用いることにより術後の回復やQOLを明確に
数値化することに取り組んでいる。臨床と研究とを同時に行うこと
により良い医療を直接患者様に提供できるよう目指している。
ⓑ臨床と基礎のトランスレーショナルリサーチ
　当科では基礎医学の研究を臨床応用に活用し、また臨床で得られ
た情報やアイデアを基礎研究にフィードバックすることで臨床と基
礎の密接した医学研究に取り組んでいる。具体的には1）直腸癌に対
する放射線治療効果判定の新規バイオマーカーの開発、2）肝硬変、
脂肪肝炎のメカニズム解析と新規薬剤の開発、3）乳癌におけるプロ
テオミクス手法を用いた新規関連タンパクの検索、4）癌抑制マイク
ロRNAの検索と臨床応用、などの研究を他大学や企業、基礎医学教
室と連携を取りつつ大学院生を中心に研究に日々励んでいる。
Bench to Bed, Bed to Benchを合い言葉に、自然と人が集まる
活気のある研究室を目指し、より良い医療を患者様に提供できるよ
う研究に取り組んでいる。

❷田中 慶太朗　専門教授
ⓐ大腸癌に対する治療としての外科手術の位置づけ
　近年増加傾向の大腸癌には早期癌から進行癌まで個々の患者の進
行度に応じた治療選択が求められる。内視鏡治療、外科手術、化学療
法、放射線療法が治療の選択肢となるが、的確な診断に基づいた適切
な治療が必要となる。当科では正確な術前診断能を養うことはもち
ろん、如何にして根治性と機能温存を両立させた外科治療を行うべ
きかを追求することによって良好な臨床成績をおさめてきた。これ
らの膨大な臨床データを解析することによって多様な大腸癌患者に
対する適切な外科治療の在り方を探求している。 
ⓑ腹腔鏡下大腸切除術の確立と進歩
　1990年に世界で初めて腹腔鏡下大腸切除術が施行されたが、当
科では1993年から大腸癌に対する腹腔鏡下手術を導入し、大腸癌
手術の原則を遵守しながら徐々に適応を拡大してきた。現在までに、
6000例を超える腹腔鏡下大腸癌手術を経験し、全大腸癌手術にお
ける腹腔鏡下手術の割合は97%に達している。近年の大きな変化と
してロボット支援下手術が大腸癌に対しても開始された。本院では

　“ 臨床能力の高い臨床医の育成 ”が本学開学時の目標とされた
が、教室の大学院の指導方針もまさにそれに尽きるといえる。末梢血
管外科疾患も一部に取り扱っているが、現在の対象疾患の殆どは胃、
大腸、食道など消化管、肝胆膵、乳腺などの癌である。

“ 臨床能力の高い外科医の育成 ”には各領域それぞれの専門知識と
高い手術技能を持った指導医のもとで、手術を主体的に体験させる
ことが肝要であるが、外科専門医取得に求められる臨床技能と専門
知識を習得させることを目的としている。同時に、関連領域の研究テ
ーマの遂行とその成果の取りまとめ、学会・文献発表を必須としてお
り、学位取得につなげている。

11 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

現在の研究テーマとその概要並びに展望
川口　直 助教　平成20年卒

　平成31年に大阪医科薬科大学を卒業し、大阪
医科薬科大学附属病院で2年間の初期研修を経
て令和3年に大阪医科薬科大学　一般・消化器外
科に入局させていただきました。学生の頃から
漠然と消化器外科医になりたいと思っていまし
た。初期研修で本学の消化器外科をローテート

し、医局の雰囲気の良さや、先生方の手術に魅了され入局を決意しま
した。
　消化器外科という分野は、口腔から肛門まで幅広く診療を行いま
す。手術はもちろん内視鏡検査もしますし、手術の術後管理において
は全身を診る必要があり、時には肺炎や心不全を診ることもありま
す。外科当直では、頭部外傷や骨折などの外傷を診ることもありま
す。手技がしたい人、全身を診たい人、幅広く診療がしたい人は是非
消化器外科医をおすすめします。
　本学の初期研修では、手術においては開腹や閉腹から執刀まで多
岐にわたって経験させていただけますし、カンファレンスでは、発表
の仕方や画像の読影の仕方、手術の適応など多くのことを学ぶこと
ができます。外科に興味がある人はもちろん、そうでない人も医師と
しての素養を身に付ける上で非常に有意義な研修生活を送ることが
できると思うので是非本学で研修する際は選択してみてください。

堀口 晃平

　2019年度に本学を卒業し、そのまま母校附
属病院にて2年間の初期臨床研修を終了後、後期
研修医として入局しました。一般消化器小児外
科・乳腺外科では文字通り多様な疾患を幅広く
診療しており、開腹、腹腔鏡、胸腔鏡はもちろん、
ロボット手術も多々行っております。さらに絞

扼性イレウスや消化管穿孔などの急性腹症の手術の症例もあり、必
要十分以上な経験を積むことが可能です。大学病院の経験を糧に、市
中病院でさらに様々な手術を執刀して興味を持った分野において自
分の専門にできるというゆとりもありますし、専門医取得後は留学
の道も用意されています。
　大学病院への入局の強みとして、各学年の先生方がそれぞれのや
り方で活躍されているため、〇年後の自分の姿が想像しやすいなど、
将来像がイメージしやすい点があります。
また、他科の同期との横のつながりもあり、非専門分野であっても気
軽に相談しあう事で患者さんへの利益につながることはもちろん、
自分のスキルアップにも繋がると考えています。
　一般的に外科はきつい、しんどい、自由な時間がないというイメー
ジがあると思います。これら全てを否定することはできませんが、こ
れからの医師の働き方改革で、より良い方向に向かっていければと
私自身信じています。
　また、当科には他学出身者の先生方も多数在籍しており、外様の垣
根は微塵も感じません。少しでも興味のある先生は、まずは見学に来
て頂ければと思います。お待ちしています。

多木 雅貴

教育・研究指導方針

　2018年8月から2021年3月までの約2年半、アメリカ合衆国コ
ネチカット州ニューヘイブンにあるYale大学に留学する機会を頂
きました。この留学は一般・消化器外科教室が脈々と繋いできた縁が
あってのものであり、感謝しております。
　私が所属したIwakiri研究室はYale大学の肝臓センターに属して
おり、肝線維化や肝内リンパ管の働きなどの解析を中心に最前線の
肝臓の基礎研究が行われています。私の研究テーマは非アルコール
性脂肪性肝炎（NASH）において特定の遺伝子に着目し、その遺伝子
を制御することによりNASHの進展がどのような機序で抑えられ
るのかを解明することでした。NASHに関する研究は、帰国後も継
続して行っております。アメリカでの研究の魅力は、やはり研究費の
規模が大きいことと、比較的容易に最先端の実験ができる点です。ま
た、学内だけに留まらず国内外で共同研究を行うことへのアクセス
が容易であることも魅力の一つです。
　海外留学をすることで最先端の研究に触れることができるのは勿
論のこと、様々な国籍 の多くの人との新たな出会いがあります。現
地で出会う日本人は皆で助け合う強い連帯感があり、一生の友人と
なり得ます。決して日本にいるだけでは知ることがなかった多様性
を身をもって感じることができ、価値観や人生観も大きく変わりま
す。一方で、日本の独自性や素晴らしい面を再認識することもできま
した。私の尊敬する外科医が掲げる、臨床・研究 のバランスがとれた
世界と渡り合える“Academic Surgeon”を私は目指しておりま
す。当教室に入局された際には、是非世界に目を向け、留学も視野に
入れて頂ければ幸甚です。

アメリカでの基礎研究留学

先輩医師のコメント

ヤンキーススタジアムで野球観戦

共同研究者　Matt
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り、近年それに対するevidenceも蓄積されてきている。特に腹腔鏡
手術での手術器具・機材は世界中で考案されておりそれに伴い手術
手技も以前と比べ日々変化してきている。当教室では新しい手術器
具を用いた安全性の検討および従来の手技との比較を行っている。
さらに新しい手技を用いることにより術後の回復やQOLを明確に
数値化することに取り組んでいる。臨床と研究とを同時に行うこと
により良い医療を直接患者様に提供できるよう目指している。
ⓑ臨床と基礎のトランスレーショナルリサーチ
　当科では基礎医学の研究を臨床応用に活用し、また臨床で得られ
た情報やアイデアを基礎研究にフィードバックすることで臨床と基
礎の密接した医学研究に取り組んでいる。具体的には1）直腸癌に対
する放射線治療効果判定の新規バイオマーカーの開発、2）肝硬変、
脂肪肝炎のメカニズム解析と新規薬剤の開発、3）乳癌におけるプロ
テオミクス手法を用いた新規関連タンパクの検索、4）癌抑制マイク
ロRNAの検索と臨床応用、などの研究を他大学や企業、基礎医学教
室と連携を取りつつ大学院生を中心に研究に日々励んでいる。
Bench to Bed, Bed to Benchを合い言葉に、自然と人が集まる
活気のある研究室を目指し、より良い医療を患者様に提供できるよ
う研究に取り組んでいる。

❷田中 慶太朗　専門教授
ⓐ大腸癌に対する治療としての外科手術の位置づけ
　近年増加傾向の大腸癌には早期癌から進行癌まで個々の患者の進
行度に応じた治療選択が求められる。内視鏡治療、外科手術、化学療
法、放射線療法が治療の選択肢となるが、的確な診断に基づいた適切
な治療が必要となる。当科では正確な術前診断能を養うことはもち
ろん、如何にして根治性と機能温存を両立させた外科治療を行うべ
きかを追求することによって良好な臨床成績をおさめてきた。これ
らの膨大な臨床データを解析することによって多様な大腸癌患者に
対する適切な外科治療の在り方を探求している。 
ⓑ腹腔鏡下大腸切除術の確立と進歩
　1990年に世界で初めて腹腔鏡下大腸切除術が施行されたが、当
科では1993年から大腸癌に対する腹腔鏡下手術を導入し、大腸癌
手術の原則を遵守しながら徐々に適応を拡大してきた。現在までに、
6000例を超える腹腔鏡下大腸癌手術を経験し、全大腸癌手術にお
ける腹腔鏡下手術の割合は97%に達している。近年の大きな変化と
してロボット支援下手術が大腸癌に対しても開始された。本院では

　“ 臨床能力の高い臨床医の育成 ”が本学開学時の目標とされた
が、教室の大学院の指導方針もまさにそれに尽きるといえる。末梢血
管外科疾患も一部に取り扱っているが、現在の対象疾患の殆どは胃、
大腸、食道など消化管、肝胆膵、乳腺などの癌である。

“ 臨床能力の高い外科医の育成 ”には各領域それぞれの専門知識と
高い手術技能を持った指導医のもとで、手術を主体的に体験させる
ことが肝要であるが、外科専門医取得に求められる臨床技能と専門
知識を習得させることを目的としている。同時に、関連領域の研究テ
ーマの遂行とその成果の取りまとめ、学会・文献発表を必須としてお
り、学位取得につなげている。

11 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科

現在の研究テーマとその概要並びに展望
川口　直 助教　平成20年卒

　平成31年に大阪医科薬科大学を卒業し、大阪
医科薬科大学附属病院で2年間の初期研修を経
て令和3年に大阪医科薬科大学　一般・消化器外
科に入局させていただきました。学生の頃から
漠然と消化器外科医になりたいと思っていまし
た。初期研修で本学の消化器外科をローテート

し、医局の雰囲気の良さや、先生方の手術に魅了され入局を決意しま
した。
　消化器外科という分野は、口腔から肛門まで幅広く診療を行いま
す。手術はもちろん内視鏡検査もしますし、手術の術後管理において
は全身を診る必要があり、時には肺炎や心不全を診ることもありま
す。外科当直では、頭部外傷や骨折などの外傷を診ることもありま
す。手技がしたい人、全身を診たい人、幅広く診療がしたい人は是非
消化器外科医をおすすめします。
　本学の初期研修では、手術においては開腹や閉腹から執刀まで多
岐にわたって経験させていただけますし、カンファレンスでは、発表
の仕方や画像の読影の仕方、手術の適応など多くのことを学ぶこと
ができます。外科に興味がある人はもちろん、そうでない人も医師と
しての素養を身に付ける上で非常に有意義な研修生活を送ることが
できると思うので是非本学で研修する際は選択してみてください。

堀口 晃平

　2019年度に本学を卒業し、そのまま母校附
属病院にて2年間の初期臨床研修を終了後、後期
研修医として入局しました。一般消化器小児外
科・乳腺外科では文字通り多様な疾患を幅広く
診療しており、開腹、腹腔鏡、胸腔鏡はもちろん、
ロボット手術も多々行っております。さらに絞

扼性イレウスや消化管穿孔などの急性腹症の手術の症例もあり、必
要十分以上な経験を積むことが可能です。大学病院の経験を糧に、市
中病院でさらに様々な手術を執刀して興味を持った分野において自
分の専門にできるというゆとりもありますし、専門医取得後は留学
の道も用意されています。
　大学病院への入局の強みとして、各学年の先生方がそれぞれのや
り方で活躍されているため、〇年後の自分の姿が想像しやすいなど、
将来像がイメージしやすい点があります。
また、他科の同期との横のつながりもあり、非専門分野であっても気
軽に相談しあう事で患者さんへの利益につながることはもちろん、
自分のスキルアップにも繋がると考えています。
　一般的に外科はきつい、しんどい、自由な時間がないというイメー
ジがあると思います。これら全てを否定することはできませんが、こ
れからの医師の働き方改革で、より良い方向に向かっていければと
私自身信じています。
　また、当科には他学出身者の先生方も多数在籍しており、外様の垣
根は微塵も感じません。少しでも興味のある先生は、まずは見学に来
て頂ければと思います。お待ちしています。

多木 雅貴

教育・研究指導方針

　2018年8月から2021年3月までの約2年半、アメリカ合衆国コ
ネチカット州ニューヘイブンにあるYale大学に留学する機会を頂
きました。この留学は一般・消化器外科教室が脈々と繋いできた縁が
あってのものであり、感謝しております。
　私が所属したIwakiri研究室はYale大学の肝臓センターに属して
おり、肝線維化や肝内リンパ管の働きなどの解析を中心に最前線の
肝臓の基礎研究が行われています。私の研究テーマは非アルコール
性脂肪性肝炎（NASH）において特定の遺伝子に着目し、その遺伝子
を制御することによりNASHの進展がどのような機序で抑えられ
るのかを解明することでした。NASHに関する研究は、帰国後も継
続して行っております。アメリカでの研究の魅力は、やはり研究費の
規模が大きいことと、比較的容易に最先端の実験ができる点です。ま
た、学内だけに留まらず国内外で共同研究を行うことへのアクセス
が容易であることも魅力の一つです。
　海外留学をすることで最先端の研究に触れることができるのは勿
論のこと、様々な国籍 の多くの人との新たな出会いがあります。現
地で出会う日本人は皆で助け合う強い連帯感があり、一生の友人と
なり得ます。決して日本にいるだけでは知ることがなかった多様性
を身をもって感じることができ、価値観や人生観も大きく変わりま
す。一方で、日本の独自性や素晴らしい面を再認識することもできま
した。私の尊敬する外科医が掲げる、臨床・研究 のバランスがとれた
世界と渡り合える“Academic Surgeon”を私は目指しておりま
す。当教室に入局された際には、是非世界に目を向け、留学も視野に
入れて頂ければ幸甚です。

アメリカでの基礎研究留学

先輩医師のコメント

ヤンキーススタジアムで野球観戦

共同研究者　Matt



氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

　研修内容

＜２ヶ月コース＞
　必修外科研修としてローテンション研修を行なう者を対象とす

る。学生実習での経験を医師の立場から勉強し直す。基礎的知識と

外科手術を修得することを目標とする。

＜６ヶ月コース＞
　将来、心臓外科専門医または呼吸器外科専門医を目指す者を対象

とする。胸部外科のあらゆる手術の各論を経験し理解し、第1また

は第2助手として手術の遂行が可能となること、周術期に必要とさ

れる侵襲的処置が施行可能となること、そして軽症例の術後管理が

独自でできるようになることが目標である。

＜９ヶ月コース＞
　6ヶ月コースを更に発展させ、レジデントに匹敵する研修を希望

する者を対象とする。レジデントに準ずる手術経験、周術期管理の

修得を目標とし、専門医取得のためのポイントを積算することを目

標とする。学会、地方会、研究会での発表や臨床研究への参加する機

会も用意されている。

　到達目標

（A：２ヶ月コース、B：６ヶ月コース、C：９ヶ月コース）
❶診療計画の立案

　　病態の把握と予後予測 A、手術適応を含めた治療戦略の立案 

A、インフォームド･コンセントの取得ができる C

❷基本的な身体診察法・基本的手技の再確認 A

❸特殊検査の実施と解釈

　　CT、enhanced CT、MRの読影 A、心エコーの理論の理解と所

見の解釈 A、心臓カテーテル検査のデータ、画像所見の解釈 A、

12 心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科
Thoracic and Cardiovascular Surgery

12 心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　教室の長年の歴史に裏付けられた臨床および基礎研究、そして多岐にわたる豊富な手術症例を礎に「自分で考え、自分で手術ができ、自分で術

後管理ができる」心臓血管外科医と呼吸器外科医の育成を追求しています。また「良き臨床医として、あるいは命を任せられる専門医として継続

して成長して行くため」には論理的でアカデミックなものの見方ができることが重要です。その素養を修得していただくべく、経験豊かなスタッ

フ陣が個々のニーズに応えながらあらゆる臨床研究や大学院での基礎研究の場の提供も行っています。

　普遍的な医師としての基本をマスターし、かつ外科的疾患を有する患者に対する全人的な管理と適切な外科治療を行う知識と技術を研修す

ることを基本理念とします。まず、外科専門医資格を取得するための基本領域の修練を優先し、その上で心臓・血管疾患や呼吸器疾患の特徴を理

解し、外科医として将来に役立つ幅広い知識を身につけることを目標とします。日々の臨床研修の場においては指導医・上級医をリーダーとす

る診療班でシニアレジデント、レジデントと共に診療チームの一員として行動し、グループ診療における役割と責任を体験し修得します。

　北摂地域の中核特定機能病院として定例と緊急を合わせ毎年500件以上の心臓血管手術が一年を通じ執刀されています。その内訳は心臓弁膜
症、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞とその合併症）、大動脈疾患（大動脈瘤、大動脈解離）、不整脈（両心室ペーシング、埋め込み型除細動、ペースメ
ーカー植え込み）、末梢動・静脈病変、そして先天性心疾患（新生児・乳児から成人までをカバー、複雑心奇形）のすべての領域の手術が展開されて
います。呼吸器外科では原発性、転移性肺癌を中心に良性疾患や縦隔疾患などを加えたすべての領域での標準手術そして胸腔鏡下手術が積極的
に行われています。標準手術から難易度の高い手術の教室独自の術式の工夫や術後管理の開発などを各グループで活発に行っています。また全
国に分布する関連病院と人事交流や研究会を通して密接に活動しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学胸部外科学教室  TEL：072-684-6264（直通）／e-mail：kyobu-info@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/tho/index.html

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

気管支鏡検査の実施と所見の解釈 B、ペースメーカーおよびICD

管理の実施 C

❹経験すべき手技

　　皮膚切開と縫合 A、静脈点滴ラインの確保 A、胸腔穿刺 B、動

脈穿刺針の刺入と留置 B、中心静脈カテーテルの挿入と輸液の

管理 B、開心術および大血管手術への清潔手洗い参加と術後管

理〈 A および B 〉、呼吸器外科開胸手術への清潔手洗い参加と術

後管理 B、ペースメーカーおよびICD植込み手術への清潔手洗い

参加と術後管理〈 A および B 〉、あらゆる手術の第１助手または

難易度の低い手術の術者 C、スワンガンツ･カテーテルの挿入と

データの取得 C、大動脈バルーンパンピングの挿入と管理 C、大

伏在静脈の採取 C、胸腔ドレーンの挿入、留置とその管理 C

手　術

■専門分野
　心臓弁膜症手術（特に僧帽弁形成術、大動脈弁置換手術、経カテーテル的弁膜症手術）、
　大動脈瘤手術（胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大動脈解離、高齢者などのハイリスク動脈瘤手術）、
　先天性心疾患手術、冠動脈バイパス手術、
　拡張型心筋症に対する心室形成手術（SAVE手術、Batista型手術）、補助人工心臓の開発、研究
■主な学会／専門医資格
　心臓血管外科専門医、日本胸部外科学会指導医・評議員、日本外科学会指導医・外科専門医・社員、
　日本心臓血管外科学会評議員、日本血管外科学会・理事、日本冠動脈外科学会・理事、
　米国胸部外科学会国際会員、欧州心臓胸部外科学会国際会員、
　アジア心臓血管外科学会国際会員、外国人臨床研修指導医（英語）　など
■経歴
　昭和63年　金沢大学医学部医学科卒業
　昭和63年　東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器外科学教室入局
　平成08年　英国Oxford心臓病センター心臓血管外科に勤務
　平成12年　社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院心臓血管センター　外科部長
　平成16年　大阪医科大学外科学講座胸部外科学教室　教授
　　　　　　 大阪医科大学附属病院心臓血管外科　診療科長
　令和03年　東京女子医科大学　客員教授　（心臓血管外科学）

他助教6名

根本慎太郎（専門教授、
小児心臓血管外科診療科長）

花岡伸治（特務教授、
呼吸器外科診療科長）

森本大成（講　師）

大門雅広（診療准教授）

佐藤　澄（講　師）

小澤英樹（講　師）

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医、
日本胸部外科学会認定医・指導医、外国人臨床研修指導医（英語）

呼吸器外科専門医、外科専門医

外科専門医

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医

呼吸器外科専門医、外科専門医

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医

先天性心疾患の外科治療、心臓血管手術後集中治療、
肺高血圧治療（臨床・基礎）、心不全（臨床・基礎）、
医療用新規素材・機器開発

肺・縦隔疾患の外科治療、肺移植（基礎）

各種不整脈に対する外科治療

大動脈疾患及び心臓弁膜症の経カテーテル的治療、
先天性心疾患の外科治療

肺・縦隔疾患の外科治療
神吉佐智子（講　師） 外科専門医、循環器専門医、臨床遺伝専門医、漢方専門医 遺伝性心大動脈疾患の病態解明

大血管手術、虚血性心疾患に対する外科治療、
弁膜症の外科治療

大阪医科薬科大学病院

研修病院

　大阪医科薬科大学外科臨床研修プログラムに基づいて、直接指導

に当った指導医が評価する。

評価方法

勝間田 敬弘（かつまた たかひろ）教授（心臓血管外科診療科長）

手術、集中治療

症例検討会、ハートチームカンファレンス、心エコーカンファレンス、抄読会（第1,4）、手術Wet labo

手術、集中治療

研究室実習、小児先天性心疾患カンファレンス

手術、集中治療

午　後

手術

ICU・病棟回診

手術

心血管合同カンファレンス、ICU・病棟回診

肺疾患合同カンファレンス、手術

ICU・病棟回診

午　前



氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

　研修内容

＜２ヶ月コース＞
　必修外科研修としてローテンション研修を行なう者を対象とす

る。学生実習での経験を医師の立場から勉強し直す。基礎的知識と

外科手術を修得することを目標とする。

＜６ヶ月コース＞
　将来、心臓外科専門医または呼吸器外科専門医を目指す者を対象

とする。胸部外科のあらゆる手術の各論を経験し理解し、第1また

は第2助手として手術の遂行が可能となること、周術期に必要とさ

れる侵襲的処置が施行可能となること、そして軽症例の術後管理が

独自でできるようになることが目標である。

＜９ヶ月コース＞
　6ヶ月コースを更に発展させ、レジデントに匹敵する研修を希望

する者を対象とする。レジデントに準ずる手術経験、周術期管理の

修得を目標とし、専門医取得のためのポイントを積算することを目

標とする。学会、地方会、研究会での発表や臨床研究への参加する機

会も用意されている。

　到達目標

（A：２ヶ月コース、B：６ヶ月コース、C：９ヶ月コース）
❶診療計画の立案

　　病態の把握と予後予測 A、手術適応を含めた治療戦略の立案 

A、インフォームド･コンセントの取得ができる C

❷基本的な身体診察法・基本的手技の再確認 A

❸特殊検査の実施と解釈

　　CT、enhanced CT、MRの読影 A、心エコーの理論の理解と所

見の解釈 A、心臓カテーテル検査のデータ、画像所見の解釈 A、

12 心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科
Thoracic and Cardiovascular Surgery

12 心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　教室の長年の歴史に裏付けられた臨床および基礎研究、そして多岐にわたる豊富な手術症例を礎に「自分で考え、自分で手術ができ、自分で術

後管理ができる」心臓血管外科医と呼吸器外科医の育成を追求しています。また「良き臨床医として、あるいは命を任せられる専門医として継続

して成長して行くため」には論理的でアカデミックなものの見方ができることが重要です。その素養を修得していただくべく、経験豊かなスタッ

フ陣が個々のニーズに応えながらあらゆる臨床研究や大学院での基礎研究の場の提供も行っています。

　普遍的な医師としての基本をマスターし、かつ外科的疾患を有する患者に対する全人的な管理と適切な外科治療を行う知識と技術を研修す

ることを基本理念とします。まず、外科専門医資格を取得するための基本領域の修練を優先し、その上で心臓・血管疾患や呼吸器疾患の特徴を理

解し、外科医として将来に役立つ幅広い知識を身につけることを目標とします。日々の臨床研修の場においては指導医・上級医をリーダーとす

る診療班でシニアレジデント、レジデントと共に診療チームの一員として行動し、グループ診療における役割と責任を体験し修得します。

　北摂地域の中核特定機能病院として定例と緊急を合わせ毎年500件以上の心臓血管手術が一年を通じ執刀されています。その内訳は心臓弁膜
症、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞とその合併症）、大動脈疾患（大動脈瘤、大動脈解離）、不整脈（両心室ペーシング、埋め込み型除細動、ペースメ
ーカー植え込み）、末梢動・静脈病変、そして先天性心疾患（新生児・乳児から成人までをカバー、複雑心奇形）のすべての領域の手術が展開されて
います。呼吸器外科では原発性、転移性肺癌を中心に良性疾患や縦隔疾患などを加えたすべての領域での標準手術そして胸腔鏡下手術が積極的
に行われています。標準手術から難易度の高い手術の教室独自の術式の工夫や術後管理の開発などを各グループで活発に行っています。また全
国に分布する関連病院と人事交流や研究会を通して密接に活動しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学胸部外科学教室  TEL：072-684-6264（直通）／e-mail：kyobu-info@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/tho/index.html

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

気管支鏡検査の実施と所見の解釈 B、ペースメーカーおよびICD

管理の実施 C

❹経験すべき手技

　　皮膚切開と縫合 A、静脈点滴ラインの確保 A、胸腔穿刺 B、動

脈穿刺針の刺入と留置 B、中心静脈カテーテルの挿入と輸液の

管理 B、開心術および大血管手術への清潔手洗い参加と術後管

理〈 A および B 〉、呼吸器外科開胸手術への清潔手洗い参加と術

後管理 B、ペースメーカーおよびICD植込み手術への清潔手洗い

参加と術後管理〈 A および B 〉、あらゆる手術の第１助手または

難易度の低い手術の術者 C、スワンガンツ･カテーテルの挿入と

データの取得 C、大動脈バルーンパンピングの挿入と管理 C、大

伏在静脈の採取 C、胸腔ドレーンの挿入、留置とその管理 C

手　術

■専門分野
　心臓弁膜症手術（特に僧帽弁形成術、大動脈弁置換手術、経カテーテル的弁膜症手術）、
　大動脈瘤手術（胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、大動脈解離、高齢者などのハイリスク動脈瘤手術）、
　先天性心疾患手術、冠動脈バイパス手術、
　拡張型心筋症に対する心室形成手術（SAVE手術、Batista型手術）、補助人工心臓の開発、研究
■主な学会／専門医資格
　心臓血管外科専門医、日本胸部外科学会指導医・評議員、日本外科学会指導医・外科専門医・社員、
　日本心臓血管外科学会評議員、日本血管外科学会・理事、日本冠動脈外科学会・理事、
　米国胸部外科学会国際会員、欧州心臓胸部外科学会国際会員、
　アジア心臓血管外科学会国際会員、外国人臨床研修指導医（英語）　など
■経歴
　昭和63年　金沢大学医学部医学科卒業
　昭和63年　東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器外科学教室入局
　平成08年　英国Oxford心臓病センター心臓血管外科に勤務
　平成12年　社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院心臓血管センター　外科部長
　平成16年　大阪医科大学外科学講座胸部外科学教室　教授
　　　　　　 大阪医科大学附属病院心臓血管外科　診療科長
　令和03年　東京女子医科大学　客員教授　（心臓血管外科学）

他助教6名

根本慎太郎（専門教授、
小児心臓血管外科診療科長）

花岡伸治（特務教授、
呼吸器外科診療科長）

森本大成（講　師）

大門雅広（診療准教授）

佐藤　澄（講　師）

小澤英樹（講　師）

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医、
日本胸部外科学会認定医・指導医、外国人臨床研修指導医（英語）

呼吸器外科専門医、外科専門医

外科専門医

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医

呼吸器外科専門医、外科専門医

心臓血管外科専門医、外科専門医、循環器専門医

先天性心疾患の外科治療、心臓血管手術後集中治療、
肺高血圧治療（臨床・基礎）、心不全（臨床・基礎）、
医療用新規素材・機器開発

肺・縦隔疾患の外科治療、肺移植（基礎）

各種不整脈に対する外科治療

大動脈疾患及び心臓弁膜症の経カテーテル的治療、
先天性心疾患の外科治療

肺・縦隔疾患の外科治療
神吉佐智子（講　師） 外科専門医、循環器専門医、臨床遺伝専門医、漢方専門医 遺伝性心大動脈疾患の病態解明

大血管手術、虚血性心疾患に対する外科治療、
弁膜症の外科治療

大阪医科薬科大学病院

研修病院

　大阪医科薬科大学外科臨床研修プログラムに基づいて、直接指導

に当った指導医が評価する。

評価方法

勝間田 敬弘（かつまた たかひろ）教授（心臓血管外科診療科長）

手術、集中治療

症例検討会、ハートチームカンファレンス、心エコーカンファレンス、抄読会（第1,4）、手術Wet labo

手術、集中治療

研究室実習、小児先天性心疾患カンファレンス

手術、集中治療

午　後

手術

ICU・病棟回診

手術

心血管合同カンファレンス、ICU・病棟回診

肺疾患合同カンファレンス、手術

ICU・病棟回診

午　前



後期研修プログラムの特徴

12 心臓血管外科・小児心臓血管外科、呼吸器外科

[心臓血管外科レジデント1年目（卒後3年目）]
臨 床
┃心臓血管疾患の診断と治療の基本的主義について修練を行う。
┃心臓血管疾患症例を担当医として十分に経験する。
┃心臓血管疾患に関する症状と理学的所見、画像検査（X線、CT、

MRI、超音波検査）、生理学的検査（心電図、呼吸機能検査、動脈血
液ガス分析）、虚血肢無侵襲的循環動態評価法（足関節、足趾収縮
期血圧測定、トレッドミルテストなど）などの基本的検査法の他
に心臓血管造影法、心臓カテーテル検査法、経食道超音波検査法、
心筋シンチグラム、肺換気、血流シンチグラム、RIアンギオグラフ
ィー、などの特殊検査法を学び解析を行う。

┃心臓血管外科手術の呼吸、循環動態を理解し、薬剤による循環管
理、呼吸器操作、酸塩基平衡、輸液、輸血、感染対策などの周術期管
理が適切に行えるように指導医のもと研修する。

　研修内容と到達目標

　心臓血管外科専門医認定機構による心臓血管外科専門医認定の
目標に準じ、心臓血管外科専門医認定基準を満たすのみでなく、倫
理観を持ち、医療事故防止対策、感染対策、医療経済等にも十分に配
慮できる有能で、自己革新のできる信頼される心臓血管外科専門医
をめざす研修を目標とする。

　取得できる認定医・専門医

外科専門医
心臓血管外科専門医
循環器専門医（日本循環器学会）
集中治療専門医（日本集中治療医学会）
脈管専門医（日本脈管学会）　　など

日本外科学会／日本胸部外科学会／日本心臓血管外科学会
日本血管外科学会／日本循環器学会／日本冠動脈外科学会
日本冠疾患学会／日本不整脈学会／日本小児循環器学会
日本臨床外科学会／日本心臓病学会／日本集中治療学会
European Association for Cardio-Thoracic Surgery
European Society of Thoracic Surgeons
American Association for Thoracic Surgery
The Society of Thoracic Surgeons
American Heart Association
Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院／医療法人医仁会武田
総合病院／市立ひらかた病院／医療法人春秋会城山病院／医療法
人東和会第一東和会病院／八尾徳洲会総合病院／高槻赤十字病院
／財団法人大阪府三島救命救急センター／医療法人社団蘇生会蘇
生会総合病院／社会医療法人景岳会南大阪病院／社会医療法人祐
生会みどりヶ丘病院／愛媛県立中央病院／松山ハートセンターよ
つば循環器科クリニック／愛媛県立今治病院／財団法人日本心臓
血圧研究振興会附属榊原記念病院／特定医療法人大和会東大和病
院／大阪府済生会中津病院／冠心会 大崎病院東京ハートセンター
／福山循環器病院／Oxford Heart Centre, John Radcliffe 
Hospital, Oxford, UK／Beth Israel Deaconess Medical 
Center, Harvard Medical School, Boston, USA／Division 
of Cardiothoracic Surgery, State University of New York 
at Stony Brook, NY, USA／Cardiac Surgical Unit, The 
Royal Children’s Hospital ,  Melbourne Austral ia／
Department of Cardiothoracic Surgery, Institute Jantung 
Negara（National Heart Institute）, Kuala Lumpur, 
Malaysia／Heart-Lung, Vascular Institute, St. Vincent’s, 
Sydney, Australia

[呼吸器外科レジデント1年目（卒後3年目）]
臨 床
┃呼吸器外科疾患入院患者を病棟指導医のもと診療し、所見の取り

方と記載法を学ぶ。
┃呼吸器外科疾患の病態を把握し、的確な診断、治療計画、症例呈示

をする。
┃画像の読影、呼吸機能検査、気管支内視鏡検査、胸腔穿刺など呼吸

器疾患に関する基本的な検査法を習得する。
┃呼吸器疾患における処置（気管内挿管、気管切開、人工呼吸管理、

胸腔ドレナージなど）を習得する。
┃基本的な外科手術手技を理解し、習得する。
┃手術・検査・処置に関するインフォームド・コンセントの考え方と

実際を身につける。
┃呼吸器外科疾患に対する各種手術の助手を務めることで、手術手

技についての理解を深める。肺嚢胞症や肺良性腫瘍における肺部
分切除、良性縦隔腫瘍ならびに胸壁腫瘍摘出術などを中心に、術
者として経験を積むことで呼吸器外科の基本的手技を習得する。

研修医の指導
┃入院患者全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療に

当たる。
臨床研究
┃経験した症例については学会などで症例報告し、論文作成する。
その他
┃カンファレンス、学会、研究会などに積極的に参加し、基本的ある

いは最新の知識や手術手技、治療効果を学ぶ。

❶心臓血管外科
●特 徴
　心臓血管外科のレジデント研修は、循環器病学全般の知識と臨床
能力および外科的技術を修得することを目的とし、心臓血管外科領
域のいかなる分野の診療においても習熟した心臓血管外科専門医
の育成を目的とします。
　心臓血管外科では、虚血性心疾患に対する心臓バイパス手術、心
臓弁膜症に対する人工弁置換手術や自己弁を温存する弁形成術、大
動脈瘤に対する人工血管置換術、新生児から成人期にわたる先天性
心疾患に対する外科手術、不整脈に対するペースメーカーや植込み
型除細動器の植込み手術などの外科的手技や患者管理を各分野の
専門医の指導のもとに経験することができます。さらに、心臓血管
外科外来の診療現場に入って、外来における専門診療の知識・技能
と態度のあり方をも学べます。
　また、日常の臨床経験から得られる臨床研究を積極的に企画し、
実践する能力を身につけることができる研修システムを構築して
います。具体的には、①学会や研究会への報告、②臨床研究からの論
文作成、③心臓血管外科関連の基礎研究への参加、などがレジデン
ト研修期間に可能です。
　そして、心臓血管外科研修カリキュラムに基づく臨床経験、外科
的手技の修得は、心臓血管外科専門医の受験資格だけではなく日本
外科学会の認定医や外科専門医の受験資格のための重要な過程と
なります。（心臓血管外科専門医認定機構についてのホームページ
を参照。http://cvs.umin.jp/）

┃各人の習得度に応じて心臓血管外科専門医認定機構が定めた修
練期間中に修練すべき手術術式難易度A（ASD閉鎖術など）の基
本的手技を経験する。

研修医の指導
┃心臓血管系の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療にあ

たる。
臨床研究
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
┃研究会・学会での発表および論文作成にあたる。
その他
┃カンファレンス、抄読会、勉強会などに積極的に参加し、基礎的あ

るいは最新の知識や成果を学ぶ。
┃文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。

[心臓血管外科レジデント2年目（卒後4年目）]
臨 床
┃各種の心臓疾患血管疾患症例を担当医として十分に経験する。
┃1年目で得た基礎的な診断・治療の技術を習熟するように努める。
┃一般状態、加齢、他臓器機能、合併疾患を評価し、心身両面から総

合的な治療計画の策定と手術適応の決定、術式の選択ができるよ
うに研修する。

┃各人の習得度に応じて心臓血管外科専門医認定機構が定めた修
練すべき手術術式難易度AならびにB（単弁置換術、1～2枝バイ
パス術）の基本的術式を経験する。

研修医の指導
┃心臓血管系の疾患の診断・治療
┃手技について研修医、1年目レジデントの指導を行う。
┃各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
臨床研究
┃臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
┃研究会・学会での発表および論文作成にあたる。

　レジデント研修3年目以降は、心臓血管外科専門医認定機構の認
定する関連施設で、さらに多くの経験を積むことができるシステム
を組み込んでいる。また日本外科学会が定める認定医や外科専門医
習得のため、当院あるいは連携する他院での一般外科や消化器外科
の研修体制も整えている。各種デバイスの植え込み・操作・取り扱い
資格の取得については、目的とする資格の超短期取得を可能とする
重点研修も実施されている。

科長 花岡 伸治 ●特 徴
　呼吸器疾患一般の基本的な知識、
診断、検査、さらに外科治療の対象と
なる呼吸器疾患（縦隔、胸壁疾患を含
む）の治療法および手術と術前・術後
の管理についてその理論と実技を習
得することを目的とし、呼吸器外科
領域の診療において習熟した呼吸器
外科専門医の育成を目標とします。
　当院の理念は、特定機能病院とし
て地域のニーズに応えるべく安全で

質の高い医療を提供できるよう日々努力を重ねています。そのなか
で当院呼吸器外科の手術件数は、年間300件におよぶまでに増加
しています。肺癌手術症例を中心に肺嚢胞性疾患、縦隔腫瘍、小児呼
吸器外科症例、重症筋無力症に対する胸腺摘出術、気道狭窄に対す
るレーザー治療およびステント療法など、他施設ではまれな症例が
豊富である特徴を有しています。最近は胸腔鏡下手術とロボット手
術にも積極的に取り組んでおり、この習熟も目的とします。
　平成17年には呼吸器センターが開設され、呼吸器内科、放射線
科、病理部をはじめとした関連部門と密接に連携しながら、呼吸器
疾患に対して集学的治療を実践し、高度先進医療のさらなる充実を
目指しています。

❷呼吸器外科

大動脈瘤手術

手術指導

研修プログラムと到達目標

研修プログラム

基幹施設：大阪医科薬科大学病院　心臓血管外科、呼吸器外科、
　　　　　消化器外科、一般・乳腺・内分泌外科

プログラムに参加する医療機関

参加学会

現在までの医師の出向先
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[心臓血管外科レジデント1年目（卒後3年目）]
臨 床
┃心臓血管疾患の診断と治療の基本的主義について修練を行う。
┃心臓血管疾患症例を担当医として十分に経験する。
┃心臓血管疾患に関する症状と理学的所見、画像検査（X線、CT、

MRI、超音波検査）、生理学的検査（心電図、呼吸機能検査、動脈血
液ガス分析）、虚血肢無侵襲的循環動態評価法（足関節、足趾収縮
期血圧測定、トレッドミルテストなど）などの基本的検査法の他
に心臓血管造影法、心臓カテーテル検査法、経食道超音波検査法、
心筋シンチグラム、肺換気、血流シンチグラム、RIアンギオグラフ
ィー、などの特殊検査法を学び解析を行う。

┃心臓血管外科手術の呼吸、循環動態を理解し、薬剤による循環管
理、呼吸器操作、酸塩基平衡、輸液、輸血、感染対策などの周術期管
理が適切に行えるように指導医のもと研修する。

　研修内容と到達目標

　心臓血管外科専門医認定機構による心臓血管外科専門医認定の
目標に準じ、心臓血管外科専門医認定基準を満たすのみでなく、倫
理観を持ち、医療事故防止対策、感染対策、医療経済等にも十分に配
慮できる有能で、自己革新のできる信頼される心臓血管外科専門医
をめざす研修を目標とする。

　取得できる認定医・専門医

外科専門医
心臓血管外科専門医
循環器専門医（日本循環器学会）
集中治療専門医（日本集中治療医学会）
脈管専門医（日本脈管学会）　　など

日本外科学会／日本胸部外科学会／日本心臓血管外科学会
日本血管外科学会／日本循環器学会／日本冠動脈外科学会
日本冠疾患学会／日本不整脈学会／日本小児循環器学会
日本臨床外科学会／日本心臓病学会／日本集中治療学会
European Association for Cardio-Thoracic Surgery
European Society of Thoracic Surgeons
American Association for Thoracic Surgery
The Society of Thoracic Surgeons
American Heart Association
Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院／医療法人医仁会武田
総合病院／市立ひらかた病院／医療法人春秋会城山病院／医療法
人東和会第一東和会病院／八尾徳洲会総合病院／高槻赤十字病院
／財団法人大阪府三島救命救急センター／医療法人社団蘇生会蘇
生会総合病院／社会医療法人景岳会南大阪病院／社会医療法人祐
生会みどりヶ丘病院／愛媛県立中央病院／松山ハートセンターよ
つば循環器科クリニック／愛媛県立今治病院／財団法人日本心臓
血圧研究振興会附属榊原記念病院／特定医療法人大和会東大和病
院／大阪府済生会中津病院／冠心会 大崎病院東京ハートセンター
／福山循環器病院／Oxford Heart Centre, John Radcliffe 
Hospital, Oxford, UK／Beth Israel Deaconess Medical 
Center, Harvard Medical School, Boston, USA／Division 
of Cardiothoracic Surgery, State University of New York 
at Stony Brook, NY, USA／Cardiac Surgical Unit, The 
Royal Children’s Hospital ,  Melbourne Austral ia／
Department of Cardiothoracic Surgery, Institute Jantung 
Negara（National Heart Institute）, Kuala Lumpur, 
Malaysia／Heart-Lung, Vascular Institute, St. Vincent’s, 
Sydney, Australia

[呼吸器外科レジデント1年目（卒後3年目）]
臨 床
┃呼吸器外科疾患入院患者を病棟指導医のもと診療し、所見の取り

方と記載法を学ぶ。
┃呼吸器外科疾患の病態を把握し、的確な診断、治療計画、症例呈示

をする。
┃画像の読影、呼吸機能検査、気管支内視鏡検査、胸腔穿刺など呼吸

器疾患に関する基本的な検査法を習得する。
┃呼吸器疾患における処置（気管内挿管、気管切開、人工呼吸管理、

胸腔ドレナージなど）を習得する。
┃基本的な外科手術手技を理解し、習得する。
┃手術・検査・処置に関するインフォームド・コンセントの考え方と

実際を身につける。
┃呼吸器外科疾患に対する各種手術の助手を務めることで、手術手

技についての理解を深める。肺嚢胞症や肺良性腫瘍における肺部
分切除、良性縦隔腫瘍ならびに胸壁腫瘍摘出術などを中心に、術
者として経験を積むことで呼吸器外科の基本的手技を習得する。

研修医の指導
┃入院患者全般の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療に

当たる。
臨床研究
┃経験した症例については学会などで症例報告し、論文作成する。
その他
┃カンファレンス、学会、研究会などに積極的に参加し、基本的ある

いは最新の知識や手術手技、治療効果を学ぶ。

❶心臓血管外科
●特 徴
　心臓血管外科のレジデント研修は、循環器病学全般の知識と臨床
能力および外科的技術を修得することを目的とし、心臓血管外科領
域のいかなる分野の診療においても習熟した心臓血管外科専門医
の育成を目的とします。
　心臓血管外科では、虚血性心疾患に対する心臓バイパス手術、心
臓弁膜症に対する人工弁置換手術や自己弁を温存する弁形成術、大
動脈瘤に対する人工血管置換術、新生児から成人期にわたる先天性
心疾患に対する外科手術、不整脈に対するペースメーカーや植込み
型除細動器の植込み手術などの外科的手技や患者管理を各分野の
専門医の指導のもとに経験することができます。さらに、心臓血管
外科外来の診療現場に入って、外来における専門診療の知識・技能
と態度のあり方をも学べます。
　また、日常の臨床経験から得られる臨床研究を積極的に企画し、
実践する能力を身につけることができる研修システムを構築して
います。具体的には、①学会や研究会への報告、②臨床研究からの論
文作成、③心臓血管外科関連の基礎研究への参加、などがレジデン
ト研修期間に可能です。
　そして、心臓血管外科研修カリキュラムに基づく臨床経験、外科
的手技の修得は、心臓血管外科専門医の受験資格だけではなく日本
外科学会の認定医や外科専門医の受験資格のための重要な過程と
なります。（心臓血管外科専門医認定機構についてのホームページ
を参照。http://cvs.umin.jp/）

┃各人の習得度に応じて心臓血管外科専門医認定機構が定めた修
練期間中に修練すべき手術術式難易度A（ASD閉鎖術など）の基
本的手技を経験する。

研修医の指導
┃心臓血管系の総合的指導を行い、チームを組んで患者の診療にあ

たる。
臨床研究
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
┃研究会・学会での発表および論文作成にあたる。
その他
┃カンファレンス、抄読会、勉強会などに積極的に参加し、基礎的あ

るいは最新の知識や成果を学ぶ。
┃文献の検索法や英文論文の読み方、EBMの手法を学ぶ。

[心臓血管外科レジデント2年目（卒後4年目）]
臨 床
┃各種の心臓疾患血管疾患症例を担当医として十分に経験する。
┃1年目で得た基礎的な診断・治療の技術を習熟するように努める。
┃一般状態、加齢、他臓器機能、合併疾患を評価し、心身両面から総

合的な治療計画の策定と手術適応の決定、術式の選択ができるよ
うに研修する。

┃各人の習得度に応じて心臓血管外科専門医認定機構が定めた修
練すべき手術術式難易度AならびにB（単弁置換術、1～2枝バイ
パス術）の基本的術式を経験する。

研修医の指導
┃心臓血管系の疾患の診断・治療
┃手技について研修医、1年目レジデントの指導を行う。
┃各症例の問題点を的確に指摘し適切な治療法を指示できる。
臨床研究
┃臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。
┃研究会・学会での発表および論文作成にあたる。

　レジデント研修3年目以降は、心臓血管外科専門医認定機構の認
定する関連施設で、さらに多くの経験を積むことができるシステム
を組み込んでいる。また日本外科学会が定める認定医や外科専門医
習得のため、当院あるいは連携する他院での一般外科や消化器外科
の研修体制も整えている。各種デバイスの植え込み・操作・取り扱い
資格の取得については、目的とする資格の超短期取得を可能とする
重点研修も実施されている。

科長 花岡 伸治 ●特 徴
　呼吸器疾患一般の基本的な知識、
診断、検査、さらに外科治療の対象と
なる呼吸器疾患（縦隔、胸壁疾患を含
む）の治療法および手術と術前・術後
の管理についてその理論と実技を習
得することを目的とし、呼吸器外科
領域の診療において習熟した呼吸器
外科専門医の育成を目標とします。
　当院の理念は、特定機能病院とし
て地域のニーズに応えるべく安全で

質の高い医療を提供できるよう日々努力を重ねています。そのなか
で当院呼吸器外科の手術件数は、年間300件におよぶまでに増加
しています。肺癌手術症例を中心に肺嚢胞性疾患、縦隔腫瘍、小児呼
吸器外科症例、重症筋無力症に対する胸腺摘出術、気道狭窄に対す
るレーザー治療およびステント療法など、他施設ではまれな症例が
豊富である特徴を有しています。最近は胸腔鏡下手術とロボット手
術にも積極的に取り組んでおり、この習熟も目的とします。
　平成17年には呼吸器センターが開設され、呼吸器内科、放射線
科、病理部をはじめとした関連部門と密接に連携しながら、呼吸器
疾患に対して集学的治療を実践し、高度先進医療のさらなる充実を
目指しています。

❷呼吸器外科

大動脈瘤手術

手術指導

研修プログラムと到達目標

研修プログラム

基幹施設：大阪医科薬科大学病院　心臓血管外科、呼吸器外科、
　　　　　消化器外科、一般・乳腺・内分泌外科

プログラムに参加する医療機関

参加学会

現在までの医師の出向先
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❺先天性心疾患に対する外科治療の研究
　多様な疾患の血行動態的特徴、手術適応と手技、小児に独特な術
後管理法と肺高血圧治療を関連各科とのチーム医療を通じて習得、
研究する。また先進的な手術術式や術後管理法の研究開発を行い、
その成果を学会や医学論文で発表する。
❻肺癌に対する外科治療の研究
　原発性肺癌に対して、肺腔鏡を用いて低侵襲手術を行い、その根
治性と患者のQOL の改善効果を評価。また、進行非小細胞肺癌に
対して、術前化学療法、放射線治療を併用することで予後の改善を
検討する。

[呼吸器外科レジデント2年目（卒後4年目）]
臨 床
┃1年目で得た基本的な診断・治療技術を習熟し、さらに深める。呼吸

器外科手術の技能を向上させ、肺悪性腫瘍や悪性縦隔腫瘍などの
悪性疾患の手術に際し助手を務めることで、呼吸器外科手術手技
についての理解をさらに深める。胸腔鏡下手術の技術を習得する。

研修医の指導
┃呼吸器外科疾患の診断・治療・手術手技について研修医、1年目レ

ジデントの指導を行う。
臨床研究
┃臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。

　レジデント研修終了2年間以降は、本学あるいは呼吸器外科を有
する関連施設でさらに多くの経験を積むことができるシステムを
組み込んでいる。ただし、関連施設での修練開始時期、修練期間につ
いては、個々の状況に応じて調整する。

大学院における教育・研究活動

「臨床研究」

❶広範囲胸部大動脈瘤に対する手術術式に関する研究
　広範囲胸部大動脈瘤に対する一期的切除を基本とした手術術式
の開発と、それに伴う中枢神経障害の予防、低減を目的とした補助
手段の開発とその評価を行う。弓部大動脈置換術における並存心、
肺疾患の病勢に基づく術式決定とその急性期手術成績の評価を行

う。ステントグラフトを姑息的治療の補助手段として位置付け、そ
の応用方法の新規開発と予後改善効果を再評価する。
❷弁膜症に対する手術術式に関する研究
　大動脈弁位における各種生体弁の術後弁機能評価、心機能評価
を、前向き研究を機軸として行う。ステントレス生体弁の適応拡大
を模索し、種々の解剖学的環境での術式を系統的に開発、評価する。
重症左心不全患者における僧帽弁形成術式の体系化とその心機能、
患者予後に関する臨床的検討を行う。特に、虚血性心筋症における
僧帽弁輪縮小手術の術後心機能に関する前向き研究を基軸とする。
❸虚血性心疾患の外科治療に関する研究
　冠動脈バイパス術のグラフト材の質の向上や、慢性虚血性心不全
に対する外科治療の術前後の心機能の推移の分析をすることによ
り、QOL の改善を図る。心拍動下冠動脈バイパス術の術後急性期
の臨床的評価を行う。
❹生理的心臓ペーシングに関する研究
　種々の生理的ペーシングモードを用いた症例の遠隔成績を分析
することにより、QOL の改善を図る。両心室ペーシングの適応、至
適ペーシング部位の固定方法を体系的に検討する。

1.自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発
　小児の心臓手術では、心臓内の解剖学的異常を修復するために人工
物である心臓修復パッチが移植され、体内に長く留まる。小児では身
体の成長に伴って心臓のサイズも大きくなるため、移植された心臓修
復パッチも伸長することが望ましい。しかし現在我が国で入手可能な
既存製品は、この小児の特性を加味した“成長に合わせて伸長する"と
いう機能を有しない。そこで、自己組織に置換され、かつ伸長可能な心
臓修復パッチの開発に着手した。非吸収素材と吸収素材を独自のシミ
ュレーション技
術とそれを実現
する編み技術に
より全く新たな
心臓修復パッチ
を経済産業省の
支援のもと共同
開発企業と開発
中である。
2.絹フィブロイン基盤メディカルシートデバイスの創製と心臓

組織修復材料への応用
　近年再生医療材料の基盤として見直され始めた絹を構成する繊維
タンパク質である「絹フィブロイン」は、優れた力学的強度や生体適合
性を有することから、これを基盤とした新たな心臓組織修復材パッチ
を開発する着想を得た。共同研究先の東京農工大ではこれまで、絹微
細構造の徹底解明と構造－物性
相関の解明を行い、蓄積した知見
を基に、絹小口径人工血管の開発
に携わっており、高い評価を受け
ている。農林水産省の支援により
目下進行中である。
3.肺血流循環の新しい評価法の開発と肺高血圧症への臨床応用
　先天性心疾患では予後重症な合併症として肺高血圧症がしばしば
発生する。その病変の主体は肺動脈の末梢小動脈の閉塞である。タイ
ミングの良い治療介入と治療の効果判定にはこの閉塞の程度を正確

に示す指標が必要である。本研究では機械工学の波動現象の解析手法
を導入し、肺動脈圧力と血流速度の位相差（位相角θ）を求めることで
新しい指標の提案とその実用性を検討する。
4.体外から小口径人工血管の流量を調整する装置の開発
　著しい肺動脈狭窄または閉鎖を合併するチアノーゼ性先天性心疾
患 に 対 し 、鎖 骨 下 動 脈 と 肺 動 脈 を 人 工 血 管 で 接 続 す る
Blalock-Tausig shunt手術（以下BT-shunt）が行われる。この手術
は、肺血流量を増加させることによりチアノーゼ（低酸素血症）改善と
肺血管の成長を促す姑息手術である。BT-shunt術では適正なサイズ
の人工血管による最適な肺血流量の確保が重要であるが、至適血流量
を調節し維持する方法はない。本研究では、体外から容易に人工血管
内流量を調節する装置を開発し、上記の人工血管のサイズに関連した
問題を克服する。現在その試作品作成に成功し、共同開発会社と特許
申請を終え、臨床応用に向けて準備段階である。

5．β-blockerを用いた心筋保護法の研究
　現在、心臓手術では心筋保護液を用いた心停止下手術が主流である
が、大動脈手術においては臓器保護、無遮断開放吻合が可能であると
いう点から心筋保護液を用いない、心室細動下の低体温循環停止法が
しばしば用いられる。しかし心筋代謝障害の回避において、心筋保護
液を用いた心停止法に比べて劣性が示されているため、何らかの付加
的な薬剤アプローチが必要である。
　近年の知見では、β-blocker の心筋保護効果が注目されており、そ
の有効性が報告されつつある。教室では、低体温心室細動下での新た
な心筋保護法として経静脈的β-blocker投与の有効性を期待し、同薬
剤を用いた薬剤治療介入実験が進行中である。
6．ヒト心臓周囲脂肪組織由来体性幹細胞の研究
　虚血性心筋症に対して、障害を受けて収縮力を持たない部位に心筋
細胞に分化した幹細胞を補充する細胞移植療法（再生医療）による新
規治療法の開発が進行中である。脂肪組織由来体性幹細胞は、拒絶反
応や倫理的問題、癌化の問題がなく、得られる細胞数が多く、細胞分離
にかかる時間も短いため、臨床応用が期待されている。教室では、この
うち、ヒト心臓周囲脂肪組織由来体性幹細胞を用いた研究に着手し、
患者背景による性質、機能の違いを明らかにし、さらに皮下脂肪組織
由来体性幹細胞との性質、機能の比較・検討を行っている。心筋梗塞モ
デルに脂肪組織由来体性幹細胞を移植し、その効果を検討している。
7．心臓虚血域を標的とした心不全治療薬の開発
　わが国において虚血性心不全による死亡患者数が増加の一途をた
どっている。経皮的冠動脈形成術や冠動脈バイパス手術などによる冠
動脈再灌流療法が有効であるが、再灌流に成功しても心筋細胞の障害
を合併する症例があり、これらは虚血性心筋症から心不全に進行する
ことが知られている。in vivoファージディスプレイ法で同定された心
臓虚血領域を標的とする特異的なペプチドは、静脈投与による全身投
与で治療薬を虚血傷害部位で効果を発揮することが報告されている。
このペプチドの虚血心筋親和性のメカニズムを解明することで、安全
な治療法として開発することを目指している。

基幹施設：大阪医科薬科大学病院　呼吸器外科、心臓血管外科、
　　　　 消化器外科、一般・乳腺・内分泌外科

プログラムに参加する医療機関

日本外科学会認定医、専門医
呼吸器外科専門医（日本呼吸器外科学会）
気管支鏡専門医（日本呼吸器内視鏡学会）
がん治療認定医（日本がん治療認定医機構）
各種指導医

取得できる認定医・専門医

日本外科学会／日本胸部外科学会／日本呼吸器外科学会
日本呼吸器内視鏡学会／日本肺癌学会／日本臨床外科学会
日本がん治療学会／日本臨床腫瘍学会／日本呼吸器学
日本移植学会

参加学会

市立ひらかた病院、
社会医療法人仙養会 北摂総合病院、
高槻赤十字病院
社会医療法人景岳会 南大阪病院
八尾徳洲会総合病院

主なる関連病院

　単なる学位取得をゴールとせず、生涯にわたって成長、自己研鑽
できる臨床医である外科医を育てるために、その基本的背景となる
アカデミックアプローチを研究の実践を通じて自己で獲得するこ
とを教育します。手術とその成績の解析を中心とする臨床研究、そ
して各種動物モデルを用いた病態解明や新しい治療を提案する実
験研究を展開し、独創的発想と論理的思考で解決していくステップ
を指導していきます。また得られた成果の学会発表および論文作成
を指導します。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

「実験研究」

下大静脈への絹基盤パッチ埋植の実際

シミュレーション回路を用いた実証実験サンプル

小口径人工血管の外周に装着された本装置
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❺先天性心疾患に対する外科治療の研究
　多様な疾患の血行動態的特徴、手術適応と手技、小児に独特な術
後管理法と肺高血圧治療を関連各科とのチーム医療を通じて習得、
研究する。また先進的な手術術式や術後管理法の研究開発を行い、
その成果を学会や医学論文で発表する。
❻肺癌に対する外科治療の研究
　原発性肺癌に対して、肺腔鏡を用いて低侵襲手術を行い、その根
治性と患者のQOL の改善効果を評価。また、進行非小細胞肺癌に
対して、術前化学療法、放射線治療を併用することで予後の改善を
検討する。

[呼吸器外科レジデント2年目（卒後4年目）]
臨 床
┃1年目で得た基本的な診断・治療技術を習熟し、さらに深める。呼吸

器外科手術の技能を向上させ、肺悪性腫瘍や悪性縦隔腫瘍などの
悪性疾患の手術に際し助手を務めることで、呼吸器外科手術手技
についての理解をさらに深める。胸腔鏡下手術の技術を習得する。

研修医の指導
┃呼吸器外科疾患の診断・治療・手術手技について研修医、1年目レ

ジデントの指導を行う。
臨床研究
┃臨床経験に基づいて研究テーマを決め、臨床データを収集・解析

して学会や研究会で発表し、論文にまとめることを目標とする。
┃経験した症例については症例報告し、論文にまとめる。

　レジデント研修終了2年間以降は、本学あるいは呼吸器外科を有
する関連施設でさらに多くの経験を積むことができるシステムを
組み込んでいる。ただし、関連施設での修練開始時期、修練期間につ
いては、個々の状況に応じて調整する。

大学院における教育・研究活動

「臨床研究」

❶広範囲胸部大動脈瘤に対する手術術式に関する研究
　広範囲胸部大動脈瘤に対する一期的切除を基本とした手術術式
の開発と、それに伴う中枢神経障害の予防、低減を目的とした補助
手段の開発とその評価を行う。弓部大動脈置換術における並存心、
肺疾患の病勢に基づく術式決定とその急性期手術成績の評価を行

う。ステントグラフトを姑息的治療の補助手段として位置付け、そ
の応用方法の新規開発と予後改善効果を再評価する。
❷弁膜症に対する手術術式に関する研究
　大動脈弁位における各種生体弁の術後弁機能評価、心機能評価
を、前向き研究を機軸として行う。ステントレス生体弁の適応拡大
を模索し、種々の解剖学的環境での術式を系統的に開発、評価する。
重症左心不全患者における僧帽弁形成術式の体系化とその心機能、
患者予後に関する臨床的検討を行う。特に、虚血性心筋症における
僧帽弁輪縮小手術の術後心機能に関する前向き研究を基軸とする。
❸虚血性心疾患の外科治療に関する研究
　冠動脈バイパス術のグラフト材の質の向上や、慢性虚血性心不全
に対する外科治療の術前後の心機能の推移の分析をすることによ
り、QOL の改善を図る。心拍動下冠動脈バイパス術の術後急性期
の臨床的評価を行う。
❹生理的心臓ペーシングに関する研究
　種々の生理的ペーシングモードを用いた症例の遠隔成績を分析
することにより、QOL の改善を図る。両心室ペーシングの適応、至
適ペーシング部位の固定方法を体系的に検討する。

1.自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発
　小児の心臓手術では、心臓内の解剖学的異常を修復するために人工
物である心臓修復パッチが移植され、体内に長く留まる。小児では身
体の成長に伴って心臓のサイズも大きくなるため、移植された心臓修
復パッチも伸長することが望ましい。しかし現在我が国で入手可能な
既存製品は、この小児の特性を加味した“成長に合わせて伸長する"と
いう機能を有しない。そこで、自己組織に置換され、かつ伸長可能な心
臓修復パッチの開発に着手した。非吸収素材と吸収素材を独自のシミ
ュレーション技
術とそれを実現
する編み技術に
より全く新たな
心臓修復パッチ
を経済産業省の
支援のもと共同
開発企業と開発
中である。
2.絹フィブロイン基盤メディカルシートデバイスの創製と心臓

組織修復材料への応用
　近年再生医療材料の基盤として見直され始めた絹を構成する繊維
タンパク質である「絹フィブロイン」は、優れた力学的強度や生体適合
性を有することから、これを基盤とした新たな心臓組織修復材パッチ
を開発する着想を得た。共同研究先の東京農工大ではこれまで、絹微
細構造の徹底解明と構造－物性
相関の解明を行い、蓄積した知見
を基に、絹小口径人工血管の開発
に携わっており、高い評価を受け
ている。農林水産省の支援により
目下進行中である。
3.肺血流循環の新しい評価法の開発と肺高血圧症への臨床応用
　先天性心疾患では予後重症な合併症として肺高血圧症がしばしば
発生する。その病変の主体は肺動脈の末梢小動脈の閉塞である。タイ
ミングの良い治療介入と治療の効果判定にはこの閉塞の程度を正確

に示す指標が必要である。本研究では機械工学の波動現象の解析手法
を導入し、肺動脈圧力と血流速度の位相差（位相角θ）を求めることで
新しい指標の提案とその実用性を検討する。
4.体外から小口径人工血管の流量を調整する装置の開発
　著しい肺動脈狭窄または閉鎖を合併するチアノーゼ性先天性心疾
患 に 対 し 、鎖 骨 下 動 脈 と 肺 動 脈 を 人 工 血 管 で 接 続 す る
Blalock-Tausig shunt手術（以下BT-shunt）が行われる。この手術
は、肺血流量を増加させることによりチアノーゼ（低酸素血症）改善と
肺血管の成長を促す姑息手術である。BT-shunt術では適正なサイズ
の人工血管による最適な肺血流量の確保が重要であるが、至適血流量
を調節し維持する方法はない。本研究では、体外から容易に人工血管
内流量を調節する装置を開発し、上記の人工血管のサイズに関連した
問題を克服する。現在その試作品作成に成功し、共同開発会社と特許
申請を終え、臨床応用に向けて準備段階である。

5．β-blockerを用いた心筋保護法の研究
　現在、心臓手術では心筋保護液を用いた心停止下手術が主流である
が、大動脈手術においては臓器保護、無遮断開放吻合が可能であると
いう点から心筋保護液を用いない、心室細動下の低体温循環停止法が
しばしば用いられる。しかし心筋代謝障害の回避において、心筋保護
液を用いた心停止法に比べて劣性が示されているため、何らかの付加
的な薬剤アプローチが必要である。
　近年の知見では、β-blocker の心筋保護効果が注目されており、そ
の有効性が報告されつつある。教室では、低体温心室細動下での新た
な心筋保護法として経静脈的β-blocker投与の有効性を期待し、同薬
剤を用いた薬剤治療介入実験が進行中である。
6．ヒト心臓周囲脂肪組織由来体性幹細胞の研究
　虚血性心筋症に対して、障害を受けて収縮力を持たない部位に心筋
細胞に分化した幹細胞を補充する細胞移植療法（再生医療）による新
規治療法の開発が進行中である。脂肪組織由来体性幹細胞は、拒絶反
応や倫理的問題、癌化の問題がなく、得られる細胞数が多く、細胞分離
にかかる時間も短いため、臨床応用が期待されている。教室では、この
うち、ヒト心臓周囲脂肪組織由来体性幹細胞を用いた研究に着手し、
患者背景による性質、機能の違いを明らかにし、さらに皮下脂肪組織
由来体性幹細胞との性質、機能の比較・検討を行っている。心筋梗塞モ
デルに脂肪組織由来体性幹細胞を移植し、その効果を検討している。
7．心臓虚血域を標的とした心不全治療薬の開発
　わが国において虚血性心不全による死亡患者数が増加の一途をた
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を合併する症例があり、これらは虚血性心筋症から心不全に進行する
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与で治療薬を虚血傷害部位で効果を発揮することが報告されている。
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基幹施設：大阪医科薬科大学病院　呼吸器外科、心臓血管外科、
　　　　 消化器外科、一般・乳腺・内分泌外科

プログラムに参加する医療機関

日本外科学会認定医、専門医
呼吸器外科専門医（日本呼吸器外科学会）
気管支鏡専門医（日本呼吸器内視鏡学会）
がん治療認定医（日本がん治療認定医機構）
各種指導医
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日本外科学会／日本胸部外科学会／日本呼吸器外科学会
日本呼吸器内視鏡学会／日本肺癌学会／日本臨床外科学会
日本がん治療学会／日本臨床腫瘍学会／日本呼吸器学
日本移植学会
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社会医療法人景岳会 南大阪病院
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主なる関連病院

　単なる学位取得をゴールとせず、生涯にわたって成長、自己研鑽
できる臨床医である外科医を育てるために、その基本的背景となる
アカデミックアプローチを研究の実践を通じて自己で獲得するこ
とを教育します。手術とその成績の解析を中心とする臨床研究、そ
して各種動物モデルを用いた病態解明や新しい治療を提案する実
験研究を展開し、独創的発想と論理的思考で解決していくステップ
を指導していきます。また得られた成果の学会発表および論文作成
を指導します。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

「実験研究」

下大静脈への絹基盤パッチ埋植の実際

シミュレーション回路を用いた実証実験サンプル

小口径人工血管の外周に装着された本装置



　研修内容と到達目標

＜１年目＞
　初めに脳神経疾患の病態生理を充分理解した上で、ベッドサイド

での神経学的診察・診断法を習得します。その後、術前術後の全身管

理や手術における切開、縫合、止血といった外科における基本的手

技を学び実践します。脳神経外科患者に対する初期治療や適切な対

処方法を学び、神経症候、画像診断の迅速かつ適切な判断力を身に

つけます。この能力は緊急性を求められる脳神経外科のみならず、

あらゆる診療科において必要不可欠です。

＜２年目＞
　研修1年目で修得した医師としての基本的知識および技能を基

に、脳神経外科各疾患に対する具体的治療方針を判断できるように

する必要があります。薬剤の選択、検査・手術への積極的な参加、指

導医の下、患者への治療の説明なども行います。特に脳血管撮影で

は上級医の監視下カテーテル操作を学び、手術においては皮膚切

開、穿頭術、開頭術の助手などを行います。

13 脳神経外科・脳血管内治療科
Neurosurgery and Neuroendovascular therapy

13  脳神経外科・脳血管内治療科

●教室（診療科）の特色● 卒後臨床研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当教室では、診療および臨床教育指針として二つの基本理念を定めています。一つは「患者様に安全で、より優しい最新の脳神経外科医療を提
供する」ことであり、もう一つは「神経学を基本に、脳神経外科の幅広い研修を通じて、社会的責任を果たせる外科医を育成する」ことです。大学病
院における教育、研究、臨床という3つの側面にこの二つの基本理念を取り入れ、バランスのよいシステムを作り上げてきました。それにより教育
面では、過去に数多くの脳神経外科医を育て、それぞれが各地域の基幹病院において重要な役割を果たしています。研究面では独創的な研究を世
に送り出し、臨床面では症例を丹念に探究することによって疾患の全体から細部までを十分に把握し、個々に応じた治療を行っています。このよ
うに、地域医療に貢献するのみならず、一方では国内外から高い評価を受ける治療法も開発し、日本全国から患者の紹介を頂く、わが国有数の脳
神経外科を標榜しております。

　脳神経外科の専門的知識・技能は勿論の事、神経学の基本と外科的手技および全身管理に至るまでを修得します。日常的に遭遇する脳神経

外科疾患に対する診断能力および初期治療を学ぶべく、それぞれの研修期間に合わせたプログラムを導入しました。

　当科は日本脳神経外科学会専門研修プログラムの基幹施設であり、また日本脳卒中学会研修教育病院に指定されているため、治療困難な脳腫
瘍、脳血管障害の急性期から慢性期、外傷、奇形など幅広く脳神経疾患患者を受け入れています。
　脳腫瘍においては髄膜腫や神経鞘腫といった頭蓋底外科手術に取り組んでおり、下垂体腫瘍に対する神経内視鏡手術も数多く行っています。
悪性神経膠腫の手術件数は例年関西トップクラスを誇っております。外科的には蛍光顕微鏡を用いた脳腫瘍摘出術により良好な成績を収めてお
り、その後の放射線および化学療法も精力的に行っています。悪性腫瘍におけるホウ素中性子捕捉療法（BNCT）は世界に先駆けた治療であり、今
後は大学敷地内に設立された関西BNCT共同医療センターを拠点として、その治療成績を世界に発信できると確信しています。
　脳血管障害においても外科的治療から血管内治療まで最先端の技術を駆使して治療を行っています。特に脳血管内治療は、学会認定研修施設
として最新の脳血管撮影装置を導入し、日本脳神経血管内治療学会指導医と専門医3名を擁して最新の血管内デバイスを用いて治療を行えるよ
うになっています。また顔面痙攣や三叉神経痛に対する微小血管減圧術なども数多く行っている他、水頭症、脊髄・脊椎、脳機能外科など幅広く脳
神経疾患に対して対応し、良好な治療成績を収めています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　脳神経外科学教室  TEL：072-683-1221・FAX：072-683-4064
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/neu/
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大阪医科大学附属病院　（内科、小児科、産婦人科、一般外科、麻酔

科、救急部）

連携施設群、関連施設群

研修病院群

　研修内容は指導にあたった上級レジデントおよびスタッフによ

り監督され臨床医として評価を受けます。特に長期研修コースで

は、その間に自身の臨床経験を学会発表します。最終的には大阪医

科大学臨床実習共通評価表に基づいた総合評価を指導責任者が行

い、指導医は研修医の到達目標達成を援助します。
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鰐渕昌彦（教　授）
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日本脳神経外科学会,他多数
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平松　亮（講　師）
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り監督され臨床医として評価を受けます。特に長期研修コースで

は、その間に自身の臨床経験を学会発表します。最終的には大阪医

科大学臨床実習共通評価表に基づいた総合評価を指導責任者が行

い、指導医は研修医の到達目標達成を援助します。

評価方法

脳血管内治療

鰐渕 昌彦（わにぶち まさひこ）教授
脳神経外科学　3代目教授

日本脳神経外科学会専門医、日本神経内視鏡学会 技術認定医
日本内分泌学会 内分泌代謝科（脳神経外科）専門医、日本脳卒中の外科 技術指導医

日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経血管内治療学会認定

鰐渕昌彦（教　授）

大村直己（助　教）

日本脳神経外科学会,他多数

日本脳神経外科学会専門医、日本脊髄外科学会認定医・指導医
脊椎脊髄外科専門医高見俊宏（特務教授） 日本脳神経外科学会,他多数

日本脳神経外科学会,他多数

亀田雅博（講　師） 日本脳神経外科学会専門医、日本小児脳神経外科学会認定医、脳卒中学会専門医
日本神経内視鏡学会技術認定医、日本内分泌学会 内分泌代謝科（脳神経外科）専門医 日本脳神経外科学会,他多数

矢木亮吉（講　師）

辻 雄一郎（助　教）

平松　亮（講　師）
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武田総合病院
多根総合病院
城山病院
畷生会脳神経外科病院
矢木脳神経外科病院
第一東和会病院
加納総合病院
西宮協立脳神経外科病院
みどりヶ丘病院
葛城病院
東住吉森本病院
田辺脳神経外科病院

翠清会　梶川病院
札幌禎会病院
大阪市立総合医療センター
網走の丘総合病院
市立ひらかた病院
清仁会　シミズ病院
おさか脳神経外科病院
大阪府三島救命救急センター
荒木脳神経外科病院
京都リハビリテーション病院
北大阪病院
松井病院
長久病院
東保脳神経外科
大阪医科薬科大学三島南病院
交野病院
大西脳神経外科病院
新百合ヶ丘総合病院

13  脳神経外科・脳血管内治療科

大学院における研究活動

　日本脳神経外科学会では脳神経外科専門医に対して、脳腫瘍、脳血管
障害、脳神経外傷に加え、てんかん、機能的神経疾患（三叉神経痛、顔面痙
攣、パーキンソン病など）、小児神経疾患、脊椎脊髄疾患と多くの分野に
関する専門的知識と診療技術を修得し、国民の健康、福祉の増進に貢献
することを要求しています。そこで、当科専門研修プログラムでは大学
附属病院で脳神経外科の基本的知識、技量を取得した後に、連携施設や
関連施設でさらなる専門的知識の修得を目指します。本プログラムでは
研究にも力をいれており、大阪医科大学大学院で脳神経外科領域に関わ
る基礎研究を行い、その成果を論文発表することを重要視しています。
卒後臨床研修終了後、最短4年間で脳神経外科領域すべての知識と経験
を修得するための充実したプログラムを作成しています。

【1年目】　初年度の6ヶ月から1年間は、脳神経外科の基本的知識の修
得と一般的検査や治療の研修を行います。具体的には、各脳神経外科疾
患における画像診断力を高め、脳血管撮影、脊髄穿刺などの手技を修得
します。さらに外科手術においては、穿頭術の術者として、そして開頭
術の助手としての技量を学びます。経験した症例を学会発表し、学術的
能力を養います。

【2̶3年目】　大学病院での研修後、各連携施設で研修を継続します。
大阪医科大学の地域性を考慮し、連携施設は大阪府下を中心とし京都
と阪神地域の施設としました。将来希望するサブスペシャリティの専
門資格を取得することを考慮して、各学会の訓練認定施設である連携
施設を選択することができます。地域医療や特定疾患の専門的知識を
修得するため、関連施設を含めています。各施設の研修期間は連携施設
が6ヶ月から1年、関連施設は3から6ヶ月とします。

【3̶4年目】　基礎研究の期間も1から2年間設けています。卒後臨床
研修あるいは専門研修期間に大阪医科大学大学院に入学して、基礎研
究の成果を論文にまとめ筆頭著者として発表します。

【4̶5年目】　その後、大学附属病院あるいは連携施設で高度な脳神経
外科臨床を研修します。外科的技能としては開頭手術や定位脳手術の
術者として、そして、顕微鏡手術、血管内治療、脊椎脊髄手術、内視鏡手
術の基本手技を修得します。小児脳神経、パーキンソン病等の機能的疾
患の外科治療も経験して、最短4年で専門医試験資格を取得します。
脳神経外科臨床研修の期間は最低3年以上必要ですので、基礎研究期間
に応じて専攻医期間は延長します。

後期レジデント（脳神経外科専門研修プログラム）の特徴

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内
治療学会指導医・認定医、がん治療認定医、日本神経内視鏡学会技術認定
医、脊髄外科認定医、日本小児神経外科学会認定医

取得できる認定医・専門医

日本脳神経外科学会／日本脳卒中学会／日本脳卒中の外科学会
日本脳神経外科コングレス／日本脳神経血管内治療学会
日本神経内視鏡学会／日本脳腫瘍学会／日本脳腫瘍病理学会
日本脳腫瘍の外科学会／日本小児神経外科学会
日本脳神経CI学会／日本脳神経外科救急学会　等

参加学会

研修内容

プログラムの組織図

研修の1例

到達目標
❶それぞれの症例を詳細に検討ことによって専門的な知識および技術

を習得する！
　※手術件数は400を超えるので、豊富な臨床経験を得る事ができる。
❷脳腫瘍および脳血管障害を主とした脳神経/脊椎・脊髄外科手術を経

験し、その中から脳神経外科領域のSubspecialityを持とう！
　※血管内治療専門医、脊髄外科専門医、脳卒中専門医、がん治療認定

医、神経内視鏡専門医、日本小児神経外科学会認定医などの資格を取
得できる。さらに、機能外科手術、定位放射線治療に携り、個々が脳神
経外科医としての特徴を身につける。

❸研修中に芽生えたアイデアや興味を、研究テーマとして取り上げる。
　※レジデント期間中に大学院医学研究課程への進学が可能である。

当科レジデントとしての脳神経外科の魅力
・穿頭、開頭の基本的技術：1年で習得
・脳血管撮影の基本：1年で習得
・全身管理の基本：1年で習得
・学会準備の基本：1年で習得

脳神経外科専門研修プログラムに参加する医療機関
連携施設
大阪医科大学附属病院での研修を補完するため、13の施設を配置しま
した。
武田総合病院／城山病院／矢木脳神経外科／畷生会脳神経外科病院／
西宮協立脳神経外科病院／加納総合病院／多根総合病院／みどりヶ丘
病院／葛城病院／第一東和会病院／東住吉森本病院／田辺脳神経外科
病院
関連施設
関連施設は、基幹施設および連携施設で不十分と判断した研修内容を
補うために配置しています。特に地域医療に関しては、北海道、香川、広
島、神奈川の施設を含めました。各施設、症例数は豊富で3～6ヶ月の研
修で十分な脳神外科症例を経験することが可能です。
大西脳神経外科病院／梶川病院／交野病院／北大阪病院／京都リハビ
リ病院／市立ひらかた病院／東保脳神経外科病院／三島救命救急セン
ター／大阪医科大学三島南病院／シミズ病院／札幌禎心会病院／おさ
か脳神経外科病院／長久病院／松井病院／荒木脳神経外科／網走の丘
総合病院／大阪市立総合医療センター／新百合ヶ丘総合病院

若手医師からのメッセージ

❶脳腫瘍
1）悪性脳腫瘍の遊走能に関する研究
2）蛍光色素を用いた悪性脳腫瘍手術における基礎研究 
3）脳実質内腫瘍に対するマルチモダリティ手術の臨床研究
4）硼素中性子捕捉療法（BNCT）の基礎および臨床研究 
5）脳腫瘍幹細胞を標的とした新規放射線増感治療法開発（基礎研究）
6）遅発性脳放射線壊死に対する研究と治療
7）脳腫瘍の画像診断における研究 
8）次世代型脳神経外科手術シミュレーション/ナビゲーションの開発
9）脳腫瘍における遺伝子解析研究
10）悪性脳腫瘍に対する光免疫療法の基礎研究 
❷水頭症 
1）理想的なシャントシステムの開発
2）特発性水頭症の治療方針
3）その他の分担研究
SINPHONI-3（特発性正常圧水頭症における症状改善のための臨床研究
̶アルツハイマー病理が疑われる患者に対するシャントの有効性・安全
性に関して̶）
❸脳血管内治療 
＜基礎研究＞
1）3D-立体画像の血管内治療における診断と治療方針決定への応用
2）血管撮影装置および画像のバーチャルリアリティによる操作（アスカ
ネット（株）との共同研究）
＜臨床研究＞
1）脳梗塞で抗血小板剤内服中の症例に対するVerifyNowおよびTEG 
6sを用いた血小板機能評価

2）抗血小板薬2剤併用療法中の脳血管内治療症例に対するVerifyNow
およびTEG 6sを用いた血小板機能評価
3）Flow diverter（パイプライン、FRED）を用いた頭蓋底部内頸動脈瘤
の治療
4）INVOSを用いたCAS患者の治療および予後の評価
5）血栓回収療法におけるデバイスごとの費用対効果の検討
6）特発性頭蓋内圧亢進症に対するsinusplastyの有用性
7）髄膜腫に対するNBCAを用いた塞栓術の有用性
8）その他の分担研究
・FLOWER Japan（Flow Diverterを用いた脳動脈瘤治療の効果と安

全性に関する多施設共同登録研究）
・DAPT- ACE（ステントアシストコイル塞栓術後のDAPTの継続期間

についてのRCT）
・ALVO（血栓回収療法後のDOACの再開時期についての前向き登録研

究）
・J-ASPECT（包括的脳卒中センターの構築についての分担研究）
❹脊椎・脊髄 
1）脊髄神経膠腫に対するホウ素中性子捕捉療法の確立に向けた基盤研究
2）難治性脊椎脊髄疾患に対する新規手術法の開発研究
3）高難度脊髄腫瘍手術の低侵襲化
❺小児脳神経外科 
1）低侵襲な頭蓋内圧評価法の開発
2）頭蓋骨縫合早期癒合症に対する最適な治療方針
3）その他の分担研究
Japan Cranio（大規模データベースを用いた頭蓋骨縫合早期癒合症の
日本における実態調査）

金光 拓也　卒後8年目

　脳神経外科は病棟管理、救急外来、手術が主な業
務です。患者さん毎に複数の主治医で担当するため
様々な上級医とチームを組み、診療および手術を行
います。また手術も開頭手術、脊椎脊髄手術、カテー
テル手術などバリエーションも豊富だと思います。
みなさんが持っている「難しい」「忙しい」といった

イメージは間違いではありませんが、手術に関しても様々な難易度があ
り、研修医の先生にやってもらえる手術から若手～中堅の医師が行う手
術、難易度の高い腫瘍の手術など段階的にステップアップできるところ
も魅力だと思います。専門医の取得は最短で卒後7年目になり、専門医取
得後は上級医指導の下でこれまでより難しい手術の執刀医を任せていた
だく機会も増え、また違う楽しさがありさらにやりがいを感じるように
なりました。また血管内治療、脊椎脊髄、小児、神経内視鏡などの専門分野
も多いですが、完全に独立することなく複数の分野を得意とされる先生
方も多くいます。脳神経外科医局は私も大学時代から見ていますが、鰐渕
教授を含め上級医の方々もすごく話しやすいですし、面白い先生も多く
仲が良い医局だと思います。手技的なことから全身管理まで色々なこと
が学べます！一度経験しておくだけでも良い経験になると思いますの
で、初期研修医の先生も気軽に選んでみてください。

高木 普賢　卒後3年目

　大阪医科大学を卒業後、大学病院と市中病院でタ
スキガケの初期研修をしたのち、大阪医科薬科大学
の脳神経外科教室に入局しました。10ヶ月間大学
病院で働いた後、現在は関連病院で勤務していま
す。弊医局の魅力としてはまず、雰囲気が誇張なし
にとてもいいことです。脳外科の仕事はよくキツ

イ、と言われますが「この先生たちとなら多少キツイことがあってもやっ
ていける！」、そういう雰囲気があり、まさに全員野球で一丸となって診
療にあたっています。それに昔と違って家に帰れないほど忙しいという
ことはなく休めますし、お給料もきちんともらえます（笑）。また、大学病
院では脳腫瘍の手術だけでなく脳血管障害や外傷、脊椎、小児といった症
例も数多く経験することができました。このように、幅広い症例を若手の
うちから経験でき、視野を広げることができることが弊医局の最大の魅
力だと感じました。さらに加えるなら、関連病院の多くが大阪府内にある
ため、遠方への移動が少ないことも個人的には良い点だと思っています。
　最後になりましたが、皆さんと一緒に働く日が来ることを楽しみにし
ています。

柏木 秀基　卒後6年目

　脳神経外科では、腰椎穿刺や中心静脈カテーテル
挿入、脳脊髄液ドレナージなどの処置や、脊髄・脳槽
造影検査や脳血管造影検査などの検査手技の習得
が必要です。手術についても、穿頭手術、開頭手術、
脊椎脊髄手術、神経内視鏡手術、血管内カテーテル
手術、機能外科手術、水頭症手術、小児手術など多岐

の分野に渡る修練が必要です。当教室では幅広く症例を経験できるた
め、専攻医資格取得に必要な知識と技術を早期に習得可能です。実際、

私は後期研修医1年目終了時点で多くの処置・検査手技は習得しており、
穿頭手術および開頭手術についても多数経験しました。当研修プログラ
ムでの研鑽を続けることが、手術手技習得・専攻医資格取得の近道であ
ると確信し、現在も日常診療に邁進しています。また後期研修期間中に
は、大学院医学研究科・医学専攻博士課程への進学が可能です。臨床医療
での疑問点について、指導医と共に研究を立案、実施、検証することで知
見を深め、またその内容を国内・国際学会において成果発表し、国内学会
発表では優秀賞を受賞することができました。当教室では臨床医療のみ
ならず、臨床研究、基礎研究のいずれにおいても指導医による教育が行
き届いており、時に厳しくも確実に、若き先生方を良き医療人へと導い
てくれることでしょう。全人的な医療が求められる昨今ですが、当教室
での研鑽を通して一医療人として、一社会人として共に成長できること
を楽しみにしています。



小
児
脳
神
経
外
科

脊
椎
脊
髄
疾
患

脳
血
管
障
害

脳
腫
瘍

研
修
内
容

基
礎
研
究

脳
神
経
外
科

地
域
医
療

神
経
外
傷

脳
血
管
障
害

研
修
内
容

神
経
救
急

脳
血
管
障
害

脊
椎
・
脊
髄
疾
患

研
修
内
容

機
能
疾
患

脳
血
管
障
害

脳
腫
瘍

研
修
内
容

基
礎
・
一
般

脳
神
経
外
科

研
修
内
容

武田総合病院
多根総合病院
城山病院
畷生会脳神経外科病院
矢木脳神経外科病院
第一東和会病院
加納総合病院
西宮協立脳神経外科病院
みどりヶ丘病院
葛城病院
東住吉森本病院
田辺脳神経外科病院

翠清会　梶川病院
札幌禎会病院
大阪市立総合医療センター
網走の丘総合病院
市立ひらかた病院
清仁会　シミズ病院
おさか脳神経外科病院
大阪府三島救命救急センター
荒木脳神経外科病院
京都リハビリテーション病院
北大阪病院
松井病院
長久病院
東保脳神経外科
大阪医科薬科大学三島南病院
交野病院
大西脳神経外科病院
新百合ヶ丘総合病院
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大学院における研究活動

　日本脳神経外科学会では脳神経外科専門医に対して、脳腫瘍、脳血管
障害、脳神経外傷に加え、てんかん、機能的神経疾患（三叉神経痛、顔面痙
攣、パーキンソン病など）、小児神経疾患、脊椎脊髄疾患と多くの分野に
関する専門的知識と診療技術を修得し、国民の健康、福祉の増進に貢献
することを要求しています。そこで、当科専門研修プログラムでは大学
附属病院で脳神経外科の基本的知識、技量を取得した後に、連携施設や
関連施設でさらなる専門的知識の修得を目指します。本プログラムでは
研究にも力をいれており、大阪医科大学大学院で脳神経外科領域に関わ
る基礎研究を行い、その成果を論文発表することを重要視しています。
卒後臨床研修終了後、最短4年間で脳神経外科領域すべての知識と経験
を修得するための充実したプログラムを作成しています。

【1年目】　初年度の6ヶ月から1年間は、脳神経外科の基本的知識の修
得と一般的検査や治療の研修を行います。具体的には、各脳神経外科疾
患における画像診断力を高め、脳血管撮影、脊髄穿刺などの手技を修得
します。さらに外科手術においては、穿頭術の術者として、そして開頭
術の助手としての技量を学びます。経験した症例を学会発表し、学術的
能力を養います。

【2̶3年目】　大学病院での研修後、各連携施設で研修を継続します。
大阪医科大学の地域性を考慮し、連携施設は大阪府下を中心とし京都
と阪神地域の施設としました。将来希望するサブスペシャリティの専
門資格を取得することを考慮して、各学会の訓練認定施設である連携
施設を選択することができます。地域医療や特定疾患の専門的知識を
修得するため、関連施設を含めています。各施設の研修期間は連携施設
が6ヶ月から1年、関連施設は3から6ヶ月とします。

【3̶4年目】　基礎研究の期間も1から2年間設けています。卒後臨床
研修あるいは専門研修期間に大阪医科大学大学院に入学して、基礎研
究の成果を論文にまとめ筆頭著者として発表します。

【4̶5年目】　その後、大学附属病院あるいは連携施設で高度な脳神経
外科臨床を研修します。外科的技能としては開頭手術や定位脳手術の
術者として、そして、顕微鏡手術、血管内治療、脊椎脊髄手術、内視鏡手
術の基本手技を修得します。小児脳神経、パーキンソン病等の機能的疾
患の外科治療も経験して、最短4年で専門医試験資格を取得します。
脳神経外科臨床研修の期間は最低3年以上必要ですので、基礎研究期間
に応じて専攻医期間は延長します。

後期レジデント（脳神経外科専門研修プログラム）の特徴

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内
治療学会指導医・認定医、がん治療認定医、日本神経内視鏡学会技術認定
医、脊髄外科認定医、日本小児神経外科学会認定医

取得できる認定医・専門医

日本脳神経外科学会／日本脳卒中学会／日本脳卒中の外科学会
日本脳神経外科コングレス／日本脳神経血管内治療学会
日本神経内視鏡学会／日本脳腫瘍学会／日本脳腫瘍病理学会
日本脳腫瘍の外科学会／日本小児神経外科学会
日本脳神経CI学会／日本脳神経外科救急学会　等

参加学会

研修内容

プログラムの組織図

研修の1例

到達目標
❶それぞれの症例を詳細に検討ことによって専門的な知識および技術

を習得する！
　※手術件数は400を超えるので、豊富な臨床経験を得る事ができる。
❷脳腫瘍および脳血管障害を主とした脳神経/脊椎・脊髄外科手術を経

験し、その中から脳神経外科領域のSubspecialityを持とう！
　※血管内治療専門医、脊髄外科専門医、脳卒中専門医、がん治療認定

医、神経内視鏡専門医、日本小児神経外科学会認定医などの資格を取
得できる。さらに、機能外科手術、定位放射線治療に携り、個々が脳神
経外科医としての特徴を身につける。

❸研修中に芽生えたアイデアや興味を、研究テーマとして取り上げる。
　※レジデント期間中に大学院医学研究課程への進学が可能である。

当科レジデントとしての脳神経外科の魅力
・穿頭、開頭の基本的技術：1年で習得
・脳血管撮影の基本：1年で習得
・全身管理の基本：1年で習得
・学会準備の基本：1年で習得

脳神経外科専門研修プログラムに参加する医療機関
連携施設
大阪医科大学附属病院での研修を補完するため、13の施設を配置しま
した。
武田総合病院／城山病院／矢木脳神経外科／畷生会脳神経外科病院／
西宮協立脳神経外科病院／加納総合病院／多根総合病院／みどりヶ丘
病院／葛城病院／第一東和会病院／東住吉森本病院／田辺脳神経外科
病院
関連施設
関連施設は、基幹施設および連携施設で不十分と判断した研修内容を
補うために配置しています。特に地域医療に関しては、北海道、香川、広
島、神奈川の施設を含めました。各施設、症例数は豊富で3～6ヶ月の研
修で十分な脳神外科症例を経験することが可能です。
大西脳神経外科病院／梶川病院／交野病院／北大阪病院／京都リハビ
リ病院／市立ひらかた病院／東保脳神経外科病院／三島救命救急セン
ター／大阪医科大学三島南病院／シミズ病院／札幌禎心会病院／おさ
か脳神経外科病院／長久病院／松井病院／荒木脳神経外科／網走の丘
総合病院／大阪市立総合医療センター／新百合ヶ丘総合病院

若手医師からのメッセージ

❶脳腫瘍
1）悪性脳腫瘍の遊走能に関する研究
2）蛍光色素を用いた悪性脳腫瘍手術における基礎研究 
3）脳実質内腫瘍に対するマルチモダリティ手術の臨床研究
4）硼素中性子捕捉療法（BNCT）の基礎および臨床研究 
5）脳腫瘍幹細胞を標的とした新規放射線増感治療法開発（基礎研究）
6）遅発性脳放射線壊死に対する研究と治療
7）脳腫瘍の画像診断における研究 
8）次世代型脳神経外科手術シミュレーション/ナビゲーションの開発
9）脳腫瘍における遺伝子解析研究
10）悪性脳腫瘍に対する光免疫療法の基礎研究 
❷水頭症 
1）理想的なシャントシステムの開発
2）特発性水頭症の治療方針
3）その他の分担研究
SINPHONI-3（特発性正常圧水頭症における症状改善のための臨床研究
̶アルツハイマー病理が疑われる患者に対するシャントの有効性・安全
性に関して̶）
❸脳血管内治療 
＜基礎研究＞
1）3D-立体画像の血管内治療における診断と治療方針決定への応用
2）血管撮影装置および画像のバーチャルリアリティによる操作（アスカ
ネット（株）との共同研究）
＜臨床研究＞
1）脳梗塞で抗血小板剤内服中の症例に対するVerifyNowおよびTEG 
6sを用いた血小板機能評価

2）抗血小板薬2剤併用療法中の脳血管内治療症例に対するVerifyNow
およびTEG 6sを用いた血小板機能評価
3）Flow diverter（パイプライン、FRED）を用いた頭蓋底部内頸動脈瘤
の治療
4）INVOSを用いたCAS患者の治療および予後の評価
5）血栓回収療法におけるデバイスごとの費用対効果の検討
6）特発性頭蓋内圧亢進症に対するsinusplastyの有用性
7）髄膜腫に対するNBCAを用いた塞栓術の有用性
8）その他の分担研究
・FLOWER Japan（Flow Diverterを用いた脳動脈瘤治療の効果と安

全性に関する多施設共同登録研究）
・DAPT- ACE（ステントアシストコイル塞栓術後のDAPTの継続期間

についてのRCT）
・ALVO（血栓回収療法後のDOACの再開時期についての前向き登録研

究）
・J-ASPECT（包括的脳卒中センターの構築についての分担研究）
❹脊椎・脊髄 
1）脊髄神経膠腫に対するホウ素中性子捕捉療法の確立に向けた基盤研究
2）難治性脊椎脊髄疾患に対する新規手術法の開発研究
3）高難度脊髄腫瘍手術の低侵襲化
❺小児脳神経外科 
1）低侵襲な頭蓋内圧評価法の開発
2）頭蓋骨縫合早期癒合症に対する最適な治療方針
3）その他の分担研究
Japan Cranio（大規模データベースを用いた頭蓋骨縫合早期癒合症の
日本における実態調査）

金光 拓也　卒後8年目

　脳神経外科は病棟管理、救急外来、手術が主な業
務です。患者さん毎に複数の主治医で担当するため
様々な上級医とチームを組み、診療および手術を行
います。また手術も開頭手術、脊椎脊髄手術、カテー
テル手術などバリエーションも豊富だと思います。
みなさんが持っている「難しい」「忙しい」といった

イメージは間違いではありませんが、手術に関しても様々な難易度があ
り、研修医の先生にやってもらえる手術から若手～中堅の医師が行う手
術、難易度の高い腫瘍の手術など段階的にステップアップできるところ
も魅力だと思います。専門医の取得は最短で卒後7年目になり、専門医取
得後は上級医指導の下でこれまでより難しい手術の執刀医を任せていた
だく機会も増え、また違う楽しさがありさらにやりがいを感じるように
なりました。また血管内治療、脊椎脊髄、小児、神経内視鏡などの専門分野
も多いですが、完全に独立することなく複数の分野を得意とされる先生
方も多くいます。脳神経外科医局は私も大学時代から見ていますが、鰐渕
教授を含め上級医の方々もすごく話しやすいですし、面白い先生も多く
仲が良い医局だと思います。手技的なことから全身管理まで色々なこと
が学べます！一度経験しておくだけでも良い経験になると思いますの
で、初期研修医の先生も気軽に選んでみてください。

高木 普賢　卒後3年目

　大阪医科大学を卒業後、大学病院と市中病院でタ
スキガケの初期研修をしたのち、大阪医科薬科大学
の脳神経外科教室に入局しました。10ヶ月間大学
病院で働いた後、現在は関連病院で勤務していま
す。弊医局の魅力としてはまず、雰囲気が誇張なし
にとてもいいことです。脳外科の仕事はよくキツ

イ、と言われますが「この先生たちとなら多少キツイことがあってもやっ
ていける！」、そういう雰囲気があり、まさに全員野球で一丸となって診
療にあたっています。それに昔と違って家に帰れないほど忙しいという
ことはなく休めますし、お給料もきちんともらえます（笑）。また、大学病
院では脳腫瘍の手術だけでなく脳血管障害や外傷、脊椎、小児といった症
例も数多く経験することができました。このように、幅広い症例を若手の
うちから経験でき、視野を広げることができることが弊医局の最大の魅
力だと感じました。さらに加えるなら、関連病院の多くが大阪府内にある
ため、遠方への移動が少ないことも個人的には良い点だと思っています。
　最後になりましたが、皆さんと一緒に働く日が来ることを楽しみにし
ています。

柏木 秀基　卒後6年目

　脳神経外科では、腰椎穿刺や中心静脈カテーテル
挿入、脳脊髄液ドレナージなどの処置や、脊髄・脳槽
造影検査や脳血管造影検査などの検査手技の習得
が必要です。手術についても、穿頭手術、開頭手術、
脊椎脊髄手術、神経内視鏡手術、血管内カテーテル
手術、機能外科手術、水頭症手術、小児手術など多岐

の分野に渡る修練が必要です。当教室では幅広く症例を経験できるた
め、専攻医資格取得に必要な知識と技術を早期に習得可能です。実際、

私は後期研修医1年目終了時点で多くの処置・検査手技は習得しており、
穿頭手術および開頭手術についても多数経験しました。当研修プログラ
ムでの研鑽を続けることが、手術手技習得・専攻医資格取得の近道であ
ると確信し、現在も日常診療に邁進しています。また後期研修期間中に
は、大学院医学研究科・医学専攻博士課程への進学が可能です。臨床医療
での疑問点について、指導医と共に研究を立案、実施、検証することで知
見を深め、またその内容を国内・国際学会において成果発表し、国内学会
発表では優秀賞を受賞することができました。当教室では臨床医療のみ
ならず、臨床研究、基礎研究のいずれにおいても指導医による教育が行
き届いており、時に厳しくも確実に、若き先生方を良き医療人へと導い
てくれることでしょう。全人的な医療が求められる昨今ですが、当教室
での研鑽を通して一医療人として、一社会人として共に成長できること
を楽しみにしています。
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●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　大阪医科薬科大学整形外科学教室は1952年に開講し、70年の歴史を持つ診療科です。整形外科は、頭部・内臓を除くほぼ全身を占める運動器
を扱う守備範囲の広い科です。サブスペシャリティは多岐にわたりますが、当教室では各専門領域のエキスパートが在籍し、大学病院ならではの
高度な医療を提供しています。1日平均外来患者数は約100名、年間入院患者数は約900名、年間手術数は約950件と多忙な診療科です。様々な
症例を、上級医と一緒に経験していく中で、基礎的な知識や手技を自然と身につけることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学整形外科学教室  TEL：072-683-1221（内線2364） 担当（宇佐美、大槻）
　　　　　　　　 e-mail：yoshitada.usami@ompu.ac.jp, shuhei.otsuki@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://ort-ompu.com/

氏 名（職 掌） 専 門 医 専 　門

根尾昌志（教　授）

三幡輝久（准教授）

馬場一郎（診療准教授）

横田淳司（講　師）

大槻周平（講　師）

嶋　洋明（講師准）

岡本純典（講師准）

長谷川彰彦（助　教）

中矢良治（助　教）

藤城高志（助　教）

羽山祥生（助　教）
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専門グループにおける最新治療を紹介します。
【脊椎・脊髄外科領域】　環軸関節亜脱臼などの上位頸椎疾患や胸椎後縦靭帯骨化症、脊髄腫瘍、高度な変形を伴う側弯症、後弯症など一般病院では対応
の難しい高難度の手術を主に行っています。また側方侵入腰椎前方固定手技（OLIFやXLIF）を用いて、低侵襲で合併症の軽減を目指した矯正固定手術を
行っています。さらに骨粗鬆性圧迫骨折偽関節による遅発性神経障害に対しては、無除圧固定術を施行して良好な成績をおさめています。ハイブリッド
CT手術室、ナビゲーションシステム、手術用顕微鏡、運動誘発電位を用いた術中脊髄モニタリング、術中超音波検査、内視鏡手術などを導入し、安全性を
向上させるとともに、効果的な手術を提供できるように努めています。今年から脊椎手術用ロボットも導入します。
【上肢の領域：肩関節外科、肘関節外科、手外科】　肩関節腱板広範囲断裂に対しては、独自の方法による鏡視下肩上方関節包再建術を行い、良好な治療成
績を得ています。またスポーツによる関節軟骨障害に対する骨軟骨移植術、麻痺に対する機能再建手術、先天性あるいは外傷性の関節変形や拘縮に対す
る矯正術や解離術、人工関節置換術などを行っています。
【股・膝関節外科】　膝のスポーツ損傷例に対しては、鏡視下に靭帯再建術や半月板縫合術を行い、膝蓋骨不安定症に対しても三次元脛骨粗面移動術によ
り良好な治療成績を得ています。早期変形性関節症に対しては、膝周囲骨切り術を行い、スポーツ復帰できている患者さんも多いです。変形性あるいは
リウマチ性関節症に対して人工関節置換手術を、また術後に緩みを生じた人工関節の再置換術も行っています。

【足の外科】　外反母趾に対しては近位中足骨回外骨切り術を行い、その併存症に対しても独自の術式により、良好な治療成績を得ています。足関節靭帯
損傷やインピンジメント症候群などスポーツ損傷例に対しては早期復帰を目指し、積極的に鏡視下手術を行っています。また陳旧性アキレス腱断裂に
対しては、自家腱を犠牲にしない独自の手術を行っています。
【その他】　重度の骨関節変形や脚長不等に対しては、創外固定器を用いた変形矯正術や仮骨延長による骨長調整術を行っています。骨軟部腫瘍領域や
先天性内反足などの小児整形外科領域の難治性疾患に対しても高度な治療を行い、良好な成績を得ています。

　皆さんが研修、レジデント生活を送るにあたって、「臨床」「研究」「教育」における当教室が掲げる理念は以下の3点です。
❶臨床：高度で先進的かつ安全な医療を提供すること
　多くの患者さんが大学病院に求めるものは高度な医療です。しかし最初から完成された高度な医療がある訳ではなく、自身で創出していかなければ
なりません。医学のレベルをさらに上げるために、理論的に成功する確率が高いと思われる新しいことを、特に安全面に注意して開拓していきたいと考
えています。一般的な治療を確実に行うことは言うまでもありませんが、高度医療を追求することが、結果的により多くの患者さんを救うことになると
思っています。その創出の現場に是非参加してください。
❷研究：医療の底上げをする理論を構築していくこと
　経験と勘に頼るのではなく、基礎研究、臨床研究を通し、理論に裏打ちされた誰もが安全に行える診断、治療を開発することが大学の使命だと考えて
います。通り一遍のことをするのではなく、新しいことを追求、実践することが「大学の仕事」です。自由な発想や実践の無いところに新しいことは生ま
れません。みなさんが自由に考え行動することを当教室では奨励したいと考えています。柔軟な発想と確かな実行力をもつ若い医師が、基礎・臨床にお
ける多くの新しい知見を世界へ発信していくことが出来る環境を整えていきたいと考えています。さらに、人間の基盤を成す「ものの考え方」や、価値観
の幅を広げるため大学院での研究生活や留学生活を積極的に勧めたいと思っています。
❸教育：疑問を持ち、合理的に考えることのできる整形外科医を育成すること
　教科書や先輩のやり方を深く考えずに鵜呑みにするのではなく、問題点を自分で見つけ出し、それに対して自分で合理的に考えて解決することので
きる人材を育てたいと思っています。このことは上記の①、②と密接に繋がっており、今後整形外科学を発展させていくためには非常に重要だと考えま
す。大学病院で自分たちが学んでいるのは最先端に近い事であるため、教科書の記載が必ずしも正しくないという事に若い先生方は早く気づかねばな
りません。当教室では、常に疑問を持ち問題点を見つけ出す態度、その解答を自分で見つけていく積極的な姿勢を身につけていただきたいと思います。

■専門分野
　脊椎脊髄外科学／人工材料学
■学歴、職歴
　昭和58年　京都大学医学部卒業
　平成4年　京都大学大学院医学研究科博士課程（外科系専攻）修了
　平成6年～8年　ベルリン自由大学ベンジャミン・フランクリン病院留学
　平成14年　京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座整形外科学講師
　平成20年　京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座整形外科学准教授
　平成24年　大阪医科大学生体管理再建医学講座整形外科学教授
■主な学会／専門医資格
　日本整形外科学会（代議員、専門医、脊椎脊髄病医）
　日本脊椎脊髄病学会（理事、評議員、脊椎脊髄外科専門医）
■学術雑誌編集
　Deputy editor of Spine Surgery and Related Research
　Editorial Board of Journal of Orthopaedic Science 
■研究課題
　頸椎インストゥルメンテーション、脊椎ロボット手術、生体活性材料の臨床応用

根尾 昌志（ねお まさし）教授

若い先生方へ

＜１ヵ月、２ヵ月、３ヵ月の短期研修の場合＞
　代表的な整形外科疾患の外来診察、入院から退院を経験することで、検査とその手技

（脊髄造影、関節造影、ストレスX線検査など）、画像診断（X線像、MRI,CT,シンチグラム
など）、身体診察（ROM,MMT,反射など）、術式選択、手術の実際、術後管理（創処置、関節
穿刺など）、リハビリ科との連携（装具処方など）、患者とのコミュニケーションについて
学んでいただきます。研修期間が短いので、全ての代表疾患を経験する事はできません
が到達目標としては以下のものを挙げています。
　運動器の救急疾患／外傷
　　骨折を始め感染症を含む項目です。経験すべき症例としては、成人四肢の骨折／脱

臼、小児の外傷、末梢神経損傷、膝・足の靱帯損傷があります。骨折などの外傷は研修
プログラム参加施設で主として学びます。

　骨軟部腫瘍の診断と治療
　　大阪医科薬科大学で主として学びます。画像診断に始まり、化学療法、生検（CTガイ

ド下）、手術的治療などを経験しましょう。
＜６ヵ月以上の長期研修の場合＞
　長期研修、または２年目の研修全てを整形外科とした場合は、より実践的な研修プ
ログラムとなります。また経験する疾患も増えて、ほぼ整形外科領域の全てが網羅で
きます。短期研修の疾患に加え、変形性関節症、関節リウマチ、筋・腱損傷、頸椎症、腰部
脊柱管狭窄症などを主に研修します。

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期研修（１年目、２年目）では、整形外科の基本的な診察能力の修得、外科の基本的手技の修得を目標としています。また、患者さんやコメ
ディカルと円滑なコミュニケーションがとれ、患者さんの立場に立った治療ができる思いやりのある良医の育成を目指しています。

研修内容と到達目標

食事、休憩、自学自習、抄読会が行われる多目的スペース（医局内）
整形外科関係の図書も豊富に揃っています。
指導医、レジデント、大学院生と学問のみではなく人生相談を含
め、色々な質問や話ができる自由な雰囲気の医局です。

入局希望の先生方の為のホームページです。
是非アクセスしてみてください。
https://ort-ompu.com
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●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　大阪医科薬科大学整形外科学教室は1952年に開講し、70年の歴史を持つ診療科です。整形外科は、頭部・内臓を除くほぼ全身を占める運動器
を扱う守備範囲の広い科です。サブスペシャリティは多岐にわたりますが、当教室では各専門領域のエキスパートが在籍し、大学病院ならではの
高度な医療を提供しています。1日平均外来患者数は約100名、年間入院患者数は約900名、年間手術数は約950件と多忙な診療科です。様々な
症例を、上級医と一緒に経験していく中で、基礎的な知識や手技を自然と身につけることができます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学整形外科学教室  TEL：072-683-1221（内線2364） 担当（宇佐美、大槻）
　　　　　　　　 e-mail：yoshitada.usami@ompu.ac.jp, shuhei.otsuki@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://ort-ompu.com/
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専門グループにおける最新治療を紹介します。
【脊椎・脊髄外科領域】　環軸関節亜脱臼などの上位頸椎疾患や胸椎後縦靭帯骨化症、脊髄腫瘍、高度な変形を伴う側弯症、後弯症など一般病院では対応
の難しい高難度の手術を主に行っています。また側方侵入腰椎前方固定手技（OLIFやXLIF）を用いて、低侵襲で合併症の軽減を目指した矯正固定手術を
行っています。さらに骨粗鬆性圧迫骨折偽関節による遅発性神経障害に対しては、無除圧固定術を施行して良好な成績をおさめています。ハイブリッド
CT手術室、ナビゲーションシステム、手術用顕微鏡、運動誘発電位を用いた術中脊髄モニタリング、術中超音波検査、内視鏡手術などを導入し、安全性を
向上させるとともに、効果的な手術を提供できるように努めています。今年から脊椎手術用ロボットも導入します。
【上肢の領域：肩関節外科、肘関節外科、手外科】　肩関節腱板広範囲断裂に対しては、独自の方法による鏡視下肩上方関節包再建術を行い、良好な治療成
績を得ています。またスポーツによる関節軟骨障害に対する骨軟骨移植術、麻痺に対する機能再建手術、先天性あるいは外傷性の関節変形や拘縮に対す
る矯正術や解離術、人工関節置換術などを行っています。
【股・膝関節外科】　膝のスポーツ損傷例に対しては、鏡視下に靭帯再建術や半月板縫合術を行い、膝蓋骨不安定症に対しても三次元脛骨粗面移動術によ
り良好な治療成績を得ています。早期変形性関節症に対しては、膝周囲骨切り術を行い、スポーツ復帰できている患者さんも多いです。変形性あるいは
リウマチ性関節症に対して人工関節置換手術を、また術後に緩みを生じた人工関節の再置換術も行っています。

【足の外科】　外反母趾に対しては近位中足骨回外骨切り術を行い、その併存症に対しても独自の術式により、良好な治療成績を得ています。足関節靭帯
損傷やインピンジメント症候群などスポーツ損傷例に対しては早期復帰を目指し、積極的に鏡視下手術を行っています。また陳旧性アキレス腱断裂に
対しては、自家腱を犠牲にしない独自の手術を行っています。
【その他】　重度の骨関節変形や脚長不等に対しては、創外固定器を用いた変形矯正術や仮骨延長による骨長調整術を行っています。骨軟部腫瘍領域や
先天性内反足などの小児整形外科領域の難治性疾患に対しても高度な治療を行い、良好な成績を得ています。

　皆さんが研修、レジデント生活を送るにあたって、「臨床」「研究」「教育」における当教室が掲げる理念は以下の3点です。
❶臨床：高度で先進的かつ安全な医療を提供すること
　多くの患者さんが大学病院に求めるものは高度な医療です。しかし最初から完成された高度な医療がある訳ではなく、自身で創出していかなければ
なりません。医学のレベルをさらに上げるために、理論的に成功する確率が高いと思われる新しいことを、特に安全面に注意して開拓していきたいと考
えています。一般的な治療を確実に行うことは言うまでもありませんが、高度医療を追求することが、結果的により多くの患者さんを救うことになると
思っています。その創出の現場に是非参加してください。
❷研究：医療の底上げをする理論を構築していくこと
　経験と勘に頼るのではなく、基礎研究、臨床研究を通し、理論に裏打ちされた誰もが安全に行える診断、治療を開発することが大学の使命だと考えて
います。通り一遍のことをするのではなく、新しいことを追求、実践することが「大学の仕事」です。自由な発想や実践の無いところに新しいことは生ま
れません。みなさんが自由に考え行動することを当教室では奨励したいと考えています。柔軟な発想と確かな実行力をもつ若い医師が、基礎・臨床にお
ける多くの新しい知見を世界へ発信していくことが出来る環境を整えていきたいと考えています。さらに、人間の基盤を成す「ものの考え方」や、価値観
の幅を広げるため大学院での研究生活や留学生活を積極的に勧めたいと思っています。
❸教育：疑問を持ち、合理的に考えることのできる整形外科医を育成すること
　教科書や先輩のやり方を深く考えずに鵜呑みにするのではなく、問題点を自分で見つけ出し、それに対して自分で合理的に考えて解決することので
きる人材を育てたいと思っています。このことは上記の①、②と密接に繋がっており、今後整形外科学を発展させていくためには非常に重要だと考えま
す。大学病院で自分たちが学んでいるのは最先端に近い事であるため、教科書の記載が必ずしも正しくないという事に若い先生方は早く気づかねばな
りません。当教室では、常に疑問を持ち問題点を見つけ出す態度、その解答を自分で見つけていく積極的な姿勢を身につけていただきたいと思います。

■専門分野
　脊椎脊髄外科学／人工材料学
■学歴、職歴
　昭和58年　京都大学医学部卒業
　平成4年　京都大学大学院医学研究科博士課程（外科系専攻）修了
　平成6年～8年　ベルリン自由大学ベンジャミン・フランクリン病院留学
　平成14年　京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座整形外科学講師
　平成20年　京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座整形外科学准教授
　平成24年　大阪医科大学生体管理再建医学講座整形外科学教授
■主な学会／専門医資格
　日本整形外科学会（代議員、専門医、脊椎脊髄病医）
　日本脊椎脊髄病学会（理事、評議員、脊椎脊髄外科専門医）
■学術雑誌編集
　Deputy editor of Spine Surgery and Related Research
　Editorial Board of Journal of Orthopaedic Science 
■研究課題
　頸椎インストゥルメンテーション、脊椎ロボット手術、生体活性材料の臨床応用

根尾 昌志（ねお まさし）教授

若い先生方へ

＜１ヵ月、２ヵ月、３ヵ月の短期研修の場合＞
　代表的な整形外科疾患の外来診察、入院から退院を経験することで、検査とその手技

（脊髄造影、関節造影、ストレスX線検査など）、画像診断（X線像、MRI,CT,シンチグラム
など）、身体診察（ROM,MMT,反射など）、術式選択、手術の実際、術後管理（創処置、関節
穿刺など）、リハビリ科との連携（装具処方など）、患者とのコミュニケーションについて
学んでいただきます。研修期間が短いので、全ての代表疾患を経験する事はできません
が到達目標としては以下のものを挙げています。
　運動器の救急疾患／外傷
　　骨折を始め感染症を含む項目です。経験すべき症例としては、成人四肢の骨折／脱

臼、小児の外傷、末梢神経損傷、膝・足の靱帯損傷があります。骨折などの外傷は研修
プログラム参加施設で主として学びます。

　骨軟部腫瘍の診断と治療
　　大阪医科薬科大学で主として学びます。画像診断に始まり、化学療法、生検（CTガイ

ド下）、手術的治療などを経験しましょう。
＜６ヵ月以上の長期研修の場合＞
　長期研修、または２年目の研修全てを整形外科とした場合は、より実践的な研修プ
ログラムとなります。また経験する疾患も増えて、ほぼ整形外科領域の全てが網羅で
きます。短期研修の疾患に加え、変形性関節症、関節リウマチ、筋・腱損傷、頸椎症、腰部
脊柱管狭窄症などを主に研修します。

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期研修（１年目、２年目）では、整形外科の基本的な診察能力の修得、外科の基本的手技の修得を目標としています。また、患者さんやコメ
ディカルと円滑なコミュニケーションがとれ、患者さんの立場に立った治療ができる思いやりのある良医の育成を目指しています。

研修内容と到達目標

食事、休憩、自学自習、抄読会が行われる多目的スペース（医局内）
整形外科関係の図書も豊富に揃っています。
指導医、レジデント、大学院生と学問のみではなく人生相談を含
め、色々な質問や話ができる自由な雰囲気の医局です。

入局希望の先生方の為のホームページです。
是非アクセスしてみてください。
https://ort-ompu.com



大阪医科薬科大学

A群：大型総合病院 B群：都市型総合病院

関西医科大学C群：地域医療研修病院

大阪医科薬科大学病院整形外科専門研修プログラムの特徴
　当教室では早くから専門研修プログラムの作成に取り組み、専攻医に対して魅力あるプログラムを提供しています。初期臨床研修を終了
した皆さんは、整形外科医として後期臨床研修を開始する訳ですが、この4年間は非常に重要な意味を持ちます。当教室の専門研修プログラ
ムは大学病院を中心とした太陽系形式の研修プログラムです。

整形外科14

　週間のスケジュールとしては毎日の外来診療に加えて回診、症例検討会、医局抄読会、週４日の手術日、特殊検査（脊髄造影／関節造影）日
が組まれています。 
　また各専門グループの抄読会にも参加が可能です。

大阪医科薬科大学病院整形外科専門研修プログラム

①１年目：大阪医科薬科大学整形外科（基礎的な手技と論理的思考を身につける）
　整形外科は運動器を扱う守備範囲の広い科であり、サブスペシャリティは多岐にわたりますが、当教室では各専門領域の指導医が在籍し、
大学病院としての高度な医療を提供しています。様々な症例を、上級医と一緒に経験していく中で、基礎的な知識や手技を自然と身につける
ことができます。また研究面においても各グループで独創性のある研究を行っており、研究成果を世界に向けて発信しています。また近隣の
関西医科大学と相互に連携しており、希望があれば3か月間、関西医科大学での研修も可能です。
②２年目以降：連携病院での研修（経験の蓄積とスキルアップ）
　大阪医科薬科大学整形外科での1年間の研修後は、基本的に1年毎に当教室の連携病院を3年間ローテーションします。連携病院において
は、骨折等の外傷の診断と治療だけでなく、専門分野に特化した外傷や疾病の診療の研修が可能です。大阪医科薬科大学の研修プログラムで
は、専門医試験の受験に必要な全領域の単位が確実に取得できるようにローテーションを組んでいます。この後期臨床研修期間を通して、将
来自分が進むべきサブスペシャリティを選択することも可能です。
③整形外科専門医の取得後
　専門医試験に合格後の進路としては、大きく分けて大学院へ進学するコースと、直接サブスペシャリティ領域の研修に進むコースがあり
ます。大学院へ進学する場合、研修終了の翌年度より整形外科に関連する大学院講座に入学し、主に基礎研究を行います。大学院卒業後はサ
ブスペシャリティ領域の研修に進み、各分野の臨床、研究に従事しますが、国内外への留学で、さらに研究の幅を深める選択肢もあります。一
方、研修プログラム終了後にサブスペシャリティ領域の研修に直接進む場合には、進みたい領域の専門診療班に所属し、大阪医科薬科大学整
形外科ならびに連携施設において臨床医として専門領域の研鑽を積みます。

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

午 　 前 午 　 後

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修 、手 術 研 修

朝 の 抄 読 会 　 手 術 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修

術 前 カ ン フ ァ レ ン ス 、手 術 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修 、手 術 研 修

カ ン フ ァ レ ン ス ／ 病 棟 回 診

手 術 研 修

手 術 研 修

手 術 研 修

日本整形外科学会が推奨する研修単位は3年9か月間で45単位 太陽系形式の専門研修プログラム

週間スケジュール 先輩レジデントのコメント

大学病院での研修内容
脊椎：4単位
上肢/手：2単位
下肢：2単位
小児：2単位
腫瘍：2単位

脊椎：4単位
上肢/手：5単位
下肢：6単位
外傷：6単位
リウマチ：3単位
リハビリ：3単位
スポーツ：3単位
地域医療：3単位

計12単位（1年間） 計33単位（2年9か月間）

連携病院での研修内容

　令和2年度入局の廣田宙自と申します。大阪医科薬科大学を卒業後、同大
学で研修し、洛西シミズ病院で1年間学んだ後に、大阪医科薬科大学で働い
ております。大学病院では、同期ではなく一個下の学年と共に働きました。
できれば同期と共に切磋琢磨しながら働きたかったのですが、一個下の学
年も非常にバラエティ豊かであり、今思えば充実した1年間を過ごせたと

思います。大学のカンファレンスでは、準備のためにその都度勉強でした。それだけ、整形外
科の分野は幅が広いのだと実感しました。整形外科は専門性が高く、まだまだ学ぶことが多
くあります。知識が増えればそれだけ、自分の視野も広がり整形外科としての楽しさを改め
て感じることができます。そんな充実した整形外科ライフに興味がある方は是非一度見学に
来てください、お待ちしております。

廣田 宙自

　令和3年入局の上山晋也です。大学を卒業後、市中病院で初期研修を行
い、直近4年間は市中病院で救急医療に従事してきました。扱う疾患は多彩
であり、中でも外傷診療に携わる機会が多くありました。救命は当然の事
ながら、救命の次を見据えた機能的予後の重要性を再認識と同時に、興味
を持ちましたので、この度母校である大阪医科薬科大学整形外科へ入局

し、一から学ぶことにしました。2021年度より大学病院で研修を開始しています。整形外科
は外傷や腫瘍、変性疾患などに対して手術や保存療法を行うことで運動器の機能再建に取り
組む診療科です。整形外科の魅力の一つは、手術を経て、入院前のADLが改善する機会を目の
当たりにできることです。診察や手術等の全てが勉強の毎日ですが、先生方の熱心なご指導
もあり、充実した研修を送ることができています。当院での研修、整形外科入局を考えておら
れる方は、見学などで雰囲気を感じていただくのが一番と思います。同じ志を持って一緒に
仕事ができるのを心待ちにしております。

上山 晋也

　令和3年入局の垣内崇です。大阪医科薬科大学（旧:大阪医科大学）を卒業
後、同大学で初期研修を2年間行い、同大学整形外科に入局しました。私は
元々整形外科に興味があり他大学への入局も迷っていましたが、再受験を
経たために年齢もネックとなっていました。決め手となったのは、他大学
出身のレジデントや大学院生も分け隔てなく指導されており、自分から発

信すれば意見を尊重してくれる、そんな懐の深い医局の雰囲気でした。この1年間は同期に
加えて、救急医から転科した先生や、1学年上の先輩レジデントと大学研修生活を共にしま
したが、楽しみながらも時折刺激も貰うような充実した研修生活を送れたのも、上記の雰囲
気があってこそだと思っています。この文章を読まれている先生は入局や見学を悩まれてい
ると思います。是非とも一度、いや二度でも三度でも見学に来て、雰囲気を感じ取って欲しい
と思います。先生と一緒に働けることを楽しみにしています。

垣内　崇

　令和3年度入局の田中敬です。私は大阪医科薬科大学を卒業し、初期研修
は同大学附属病院で行いました。レジデント生活一年を振り返ると、忙し
くもすごく楽しいものでした。同期や指導医の先生方に恵まれ、医局の雰
囲気もよく、毎日楽しく過ごせました。レジデントが担当する患者は一週
間に2～4人ほどですが、指導医の先生方から丁寧に指導いただき、自分で

勉強してもあまりよくわからないことなど、気兼ねなく教えていただけます。また週一回の
外勤務では外傷等の手術や外来業務などの業務を行いますが、こちらでも指導医の先生から
優しく指導いただきました。特に外来業務は悪戦苦闘しておりましたが、先生方や外来看護
師さんに支えられ、少しずつ形になってきたかと思います。この一年間は学びが多く、日々勉
強の毎日でしたが、楽しく過ごせました。整形外科を考えている先生は是非とも一度見学に
いらして下さい。

田中　敬

　令和3年に入局させていただきました永田大貴です。愛知県の藤田医科
大学を卒業後、同付属の名古屋市中川区のばんたね病院で2年間研修を行
っておりました。勧誘などで声をかけていただき、大阪医科薬科大学の整
形外科に入局しました。実家が整形外科で開業をしていることがきっかけ
で整形外科を選びましたが、入局してからは、慣れない環境に戸惑うこと

が多かったです。〇〇の所見は？、〇〇をオーダーしておいて、〇〇をどこそこに持って行っ
て、などと言われても目を白黒させるばかりで、先輩の先生方にはご迷惑をおかけしました。
カンファレンスでのプレゼンも最初は作法が全く分からず、ご指摘を多くもらいました。作
法のみならず、知識も未熟の極みで、医局の先生方の目を丸くさせてしまうことが、度々でし
た。しかしそんな中でも、一昔前の鉄拳制裁などを受けることは全くなく、時間をかけて丁寧
に様々なことを教えていただきました。そのおかげで、整形外科の知識は少しずつ身に付い
てきていると実感します。残念ながら、まだまだカンファレンス中に周りを驚かせてしまう
ことはありますが、よく耳を澄ませれば、成長したという声も聞こえてきます。それが本当だ

とすれば、それは各班のスタッフの先生と大学院生による丁寧なご指導、そして常に支えて
くれた同期のおかげだと思います。今後しばらくは市中病院にて外来診療や外傷の症例を中
心に整形外科を学び続けたいと考えております。このホームページを見て興味を持った全国
の学生さん、先生方は、出来るだけ早い段階で、一度見学に来られるといいと思います。きっ
と温かく迎えてもらえると思います。

永田 大貴

　私は大阪医科大学を卒業後、市中病院で2年間研修を行い、洛西シミズ病
院で1年働いた後に、大阪医科薬科大学で働いております。整形外科2年目
という立場でしたが、1年目のレジデントとはとても仲が良く、楽しい1年
間を過ごせました。また、整形外科にはたくさんの分野があり、その分勉強
することは多いですが、先生方はとても優しく、たくさんのことを教えてく

ださり、1つ1つの疾患を論理的に考えることができました。本当に優しく、面白い先生ばか
りなので、整形外科を考えている先生は、大阪医科薬科大学整形外科を選択肢の一つとして
考えてみてください。

神谷 一成

　日本整形外科学会の会員になって学会認定施設での研修が６年
を経過すれば専門医の試験資格が得られます（注：初期研修の２年
間は、会員でなくても研修期間に含む事ができます。後期研修開始
時に学会に入会すれば４年後には受験資格が得られます）。
　また、日本整形外科学会認定のスポーツ医、リウマチ医、脊椎脊髄
病医、脊椎内視鏡下手術・技術認定医、運動器リハビリテーション医
の資格も順次取得することが可能です。
　その他、日本リウマチ学会の専門医、脊椎脊髄病学会の脊椎脊髄
外科指導医、手の外科学会認定手の外科専門医など、より専門性の
高い専門医への道も開かれています。

取得できる認定医・専門医

　連携病院である高槻赤十字病院、洛西シミズ病院、第一東和会病
院、北摂総合病院、葛城病院、西宮協立脳神経外科病院、ベリタス病
院、済生会茨木病院、城山病院、南大阪病院、畷生会脳神経外科病院、
蒼生病院など、約25の関連病院があります。大学および各関連病院
間が有機的な関係を保つよう努力されており、関連病院談話会、各
グループの症例検討会（北摂脊椎外科研究会、北摂手の外科懇話会、
近畿足の外科症例検討会、三島リウマチフォーラム、新リバーサイ
ドカンファレンス）などが活発に行われています。

主たる関連病院および他施設との交流

参加学会等
　日本整形外科学会をはじめとして、各専門分野に独立した学会が
あります。興味のある学会に参加が可能です。

　スポーツやレクリエーションは盛んに行われており、サッカー、
フットサル、ゴルフコンペ、他大学とのテニスの交流試合などが、
年間のスケジュールに組み込まれ、医局関係者の楽しみとなって
います。

レクリエーション

　国際交流も積極的に行っており、外国からのビジターも多く、外
国施設との医師の交換研修も行っています。 
　アメリカ（Orthopaedic Biomechanics Laboratory、
Ker lan-Jobe Orthopaedic Cl in ic、スクリプス研究所、
University of Pennsylvania Mckay Orthopaedic Research 
Laboratory）、フランス（日仏交換留学生制度、Bordeaux 
University Hospital）などへの海外留学のチャンスがあります。

海外交流

三幡准教授のアメリカ留学時代　　三幡准教授は留学していたアメリカの
研究室を今でも時折訪ねて、屍体を用いた肩のバイオメカニクスの研究を続
けています。



大阪医科薬科大学

A群：大型総合病院 B群：都市型総合病院

関西医科大学C群：地域医療研修病院

大阪医科薬科大学病院整形外科専門研修プログラムの特徴
　当教室では早くから専門研修プログラムの作成に取り組み、専攻医に対して魅力あるプログラムを提供しています。初期臨床研修を終了
した皆さんは、整形外科医として後期臨床研修を開始する訳ですが、この4年間は非常に重要な意味を持ちます。当教室の専門研修プログラ
ムは大学病院を中心とした太陽系形式の研修プログラムです。
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　週間のスケジュールとしては毎日の外来診療に加えて回診、症例検討会、医局抄読会、週４日の手術日、特殊検査（脊髄造影／関節造影）日
が組まれています。 
　また各専門グループの抄読会にも参加が可能です。

大阪医科薬科大学病院整形外科専門研修プログラム

①１年目：大阪医科薬科大学整形外科（基礎的な手技と論理的思考を身につける）
　整形外科は運動器を扱う守備範囲の広い科であり、サブスペシャリティは多岐にわたりますが、当教室では各専門領域の指導医が在籍し、
大学病院としての高度な医療を提供しています。様々な症例を、上級医と一緒に経験していく中で、基礎的な知識や手技を自然と身につける
ことができます。また研究面においても各グループで独創性のある研究を行っており、研究成果を世界に向けて発信しています。また近隣の
関西医科大学と相互に連携しており、希望があれば3か月間、関西医科大学での研修も可能です。
②２年目以降：連携病院での研修（経験の蓄積とスキルアップ）
　大阪医科薬科大学整形外科での1年間の研修後は、基本的に1年毎に当教室の連携病院を3年間ローテーションします。連携病院において
は、骨折等の外傷の診断と治療だけでなく、専門分野に特化した外傷や疾病の診療の研修が可能です。大阪医科薬科大学の研修プログラムで
は、専門医試験の受験に必要な全領域の単位が確実に取得できるようにローテーションを組んでいます。この後期臨床研修期間を通して、将
来自分が進むべきサブスペシャリティを選択することも可能です。
③整形外科専門医の取得後
　専門医試験に合格後の進路としては、大きく分けて大学院へ進学するコースと、直接サブスペシャリティ領域の研修に進むコースがあり
ます。大学院へ進学する場合、研修終了の翌年度より整形外科に関連する大学院講座に入学し、主に基礎研究を行います。大学院卒業後はサ
ブスペシャリティ領域の研修に進み、各分野の臨床、研究に従事しますが、国内外への留学で、さらに研究の幅を深める選択肢もあります。一
方、研修プログラム終了後にサブスペシャリティ領域の研修に直接進む場合には、進みたい領域の専門診療班に所属し、大阪医科薬科大学整
形外科ならびに連携施設において臨床医として専門領域の研鑽を積みます。

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

午 　 前 午 　 後

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修 、手 術 研 修

朝 の 抄 読 会 　 手 術 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修

術 前 カ ン フ ァ レ ン ス 、手 術 研 修

病 棟 研 修 あ る い は 外 来 研 修 、手 術 研 修

カ ン フ ァ レ ン ス ／ 病 棟 回 診

手 術 研 修

手 術 研 修

手 術 研 修

日本整形外科学会が推奨する研修単位は3年9か月間で45単位 太陽系形式の専門研修プログラム

週間スケジュール 先輩レジデントのコメント

大学病院での研修内容
脊椎：4単位
上肢/手：2単位
下肢：2単位
小児：2単位
腫瘍：2単位

脊椎：4単位
上肢/手：5単位
下肢：6単位
外傷：6単位
リウマチ：3単位
リハビリ：3単位
スポーツ：3単位
地域医療：3単位

計12単位（1年間） 計33単位（2年9か月間）

連携病院での研修内容

　令和2年度入局の廣田宙自と申します。大阪医科薬科大学を卒業後、同大
学で研修し、洛西シミズ病院で1年間学んだ後に、大阪医科薬科大学で働い
ております。大学病院では、同期ではなく一個下の学年と共に働きました。
できれば同期と共に切磋琢磨しながら働きたかったのですが、一個下の学
年も非常にバラエティ豊かであり、今思えば充実した1年間を過ごせたと

思います。大学のカンファレンスでは、準備のためにその都度勉強でした。それだけ、整形外
科の分野は幅が広いのだと実感しました。整形外科は専門性が高く、まだまだ学ぶことが多
くあります。知識が増えればそれだけ、自分の視野も広がり整形外科としての楽しさを改め
て感じることができます。そんな充実した整形外科ライフに興味がある方は是非一度見学に
来てください、お待ちしております。

廣田 宙自

　令和3年入局の上山晋也です。大学を卒業後、市中病院で初期研修を行
い、直近4年間は市中病院で救急医療に従事してきました。扱う疾患は多彩
であり、中でも外傷診療に携わる機会が多くありました。救命は当然の事
ながら、救命の次を見据えた機能的予後の重要性を再認識と同時に、興味
を持ちましたので、この度母校である大阪医科薬科大学整形外科へ入局

し、一から学ぶことにしました。2021年度より大学病院で研修を開始しています。整形外科
は外傷や腫瘍、変性疾患などに対して手術や保存療法を行うことで運動器の機能再建に取り
組む診療科です。整形外科の魅力の一つは、手術を経て、入院前のADLが改善する機会を目の
当たりにできることです。診察や手術等の全てが勉強の毎日ですが、先生方の熱心なご指導
もあり、充実した研修を送ることができています。当院での研修、整形外科入局を考えておら
れる方は、見学などで雰囲気を感じていただくのが一番と思います。同じ志を持って一緒に
仕事ができるのを心待ちにしております。

上山 晋也

　令和3年入局の垣内崇です。大阪医科薬科大学（旧:大阪医科大学）を卒業
後、同大学で初期研修を2年間行い、同大学整形外科に入局しました。私は
元々整形外科に興味があり他大学への入局も迷っていましたが、再受験を
経たために年齢もネックとなっていました。決め手となったのは、他大学
出身のレジデントや大学院生も分け隔てなく指導されており、自分から発

信すれば意見を尊重してくれる、そんな懐の深い医局の雰囲気でした。この1年間は同期に
加えて、救急医から転科した先生や、1学年上の先輩レジデントと大学研修生活を共にしま
したが、楽しみながらも時折刺激も貰うような充実した研修生活を送れたのも、上記の雰囲
気があってこそだと思っています。この文章を読まれている先生は入局や見学を悩まれてい
ると思います。是非とも一度、いや二度でも三度でも見学に来て、雰囲気を感じ取って欲しい
と思います。先生と一緒に働けることを楽しみにしています。

垣内　崇

　令和3年度入局の田中敬です。私は大阪医科薬科大学を卒業し、初期研修
は同大学附属病院で行いました。レジデント生活一年を振り返ると、忙し
くもすごく楽しいものでした。同期や指導医の先生方に恵まれ、医局の雰
囲気もよく、毎日楽しく過ごせました。レジデントが担当する患者は一週
間に2～4人ほどですが、指導医の先生方から丁寧に指導いただき、自分で

勉強してもあまりよくわからないことなど、気兼ねなく教えていただけます。また週一回の
外勤務では外傷等の手術や外来業務などの業務を行いますが、こちらでも指導医の先生から
優しく指導いただきました。特に外来業務は悪戦苦闘しておりましたが、先生方や外来看護
師さんに支えられ、少しずつ形になってきたかと思います。この一年間は学びが多く、日々勉
強の毎日でしたが、楽しく過ごせました。整形外科を考えている先生は是非とも一度見学に
いらして下さい。

田中　敬

　令和3年に入局させていただきました永田大貴です。愛知県の藤田医科
大学を卒業後、同付属の名古屋市中川区のばんたね病院で2年間研修を行
っておりました。勧誘などで声をかけていただき、大阪医科薬科大学の整
形外科に入局しました。実家が整形外科で開業をしていることがきっかけ
で整形外科を選びましたが、入局してからは、慣れない環境に戸惑うこと

が多かったです。〇〇の所見は？、〇〇をオーダーしておいて、〇〇をどこそこに持って行っ
て、などと言われても目を白黒させるばかりで、先輩の先生方にはご迷惑をおかけしました。
カンファレンスでのプレゼンも最初は作法が全く分からず、ご指摘を多くもらいました。作
法のみならず、知識も未熟の極みで、医局の先生方の目を丸くさせてしまうことが、度々でし
た。しかしそんな中でも、一昔前の鉄拳制裁などを受けることは全くなく、時間をかけて丁寧
に様々なことを教えていただきました。そのおかげで、整形外科の知識は少しずつ身に付い
てきていると実感します。残念ながら、まだまだカンファレンス中に周りを驚かせてしまう
ことはありますが、よく耳を澄ませれば、成長したという声も聞こえてきます。それが本当だ

とすれば、それは各班のスタッフの先生と大学院生による丁寧なご指導、そして常に支えて
くれた同期のおかげだと思います。今後しばらくは市中病院にて外来診療や外傷の症例を中
心に整形外科を学び続けたいと考えております。このホームページを見て興味を持った全国
の学生さん、先生方は、出来るだけ早い段階で、一度見学に来られるといいと思います。きっ
と温かく迎えてもらえると思います。

永田 大貴

　私は大阪医科大学を卒業後、市中病院で2年間研修を行い、洛西シミズ病
院で1年働いた後に、大阪医科薬科大学で働いております。整形外科2年目
という立場でしたが、1年目のレジデントとはとても仲が良く、楽しい1年
間を過ごせました。また、整形外科にはたくさんの分野があり、その分勉強
することは多いですが、先生方はとても優しく、たくさんのことを教えてく

ださり、1つ1つの疾患を論理的に考えることができました。本当に優しく、面白い先生ばか
りなので、整形外科を考えている先生は、大阪医科薬科大学整形外科を選択肢の一つとして
考えてみてください。

神谷 一成

　日本整形外科学会の会員になって学会認定施設での研修が６年
を経過すれば専門医の試験資格が得られます（注：初期研修の２年
間は、会員でなくても研修期間に含む事ができます。後期研修開始
時に学会に入会すれば４年後には受験資格が得られます）。
　また、日本整形外科学会認定のスポーツ医、リウマチ医、脊椎脊髄
病医、脊椎内視鏡下手術・技術認定医、運動器リハビリテーション医
の資格も順次取得することが可能です。
　その他、日本リウマチ学会の専門医、脊椎脊髄病学会の脊椎脊髄
外科指導医、手の外科学会認定手の外科専門医など、より専門性の
高い専門医への道も開かれています。

取得できる認定医・専門医

　連携病院である高槻赤十字病院、洛西シミズ病院、第一東和会病
院、北摂総合病院、葛城病院、西宮協立脳神経外科病院、ベリタス病
院、済生会茨木病院、城山病院、南大阪病院、畷生会脳神経外科病院、
蒼生病院など、約25の関連病院があります。大学および各関連病院
間が有機的な関係を保つよう努力されており、関連病院談話会、各
グループの症例検討会（北摂脊椎外科研究会、北摂手の外科懇話会、
近畿足の外科症例検討会、三島リウマチフォーラム、新リバーサイ
ドカンファレンス）などが活発に行われています。

主たる関連病院および他施設との交流

参加学会等
　日本整形外科学会をはじめとして、各専門分野に独立した学会が
あります。興味のある学会に参加が可能です。

　スポーツやレクリエーションは盛んに行われており、サッカー、
フットサル、ゴルフコンペ、他大学とのテニスの交流試合などが、
年間のスケジュールに組み込まれ、医局関係者の楽しみとなって
います。

レクリエーション

　国際交流も積極的に行っており、外国からのビジターも多く、外
国施設との医師の交換研修も行っています。 
　アメリカ（Orthopaedic Biomechanics Laboratory、
Ker lan-Jobe Orthopaedic Cl in ic、スクリプス研究所、
University of Pennsylvania Mckay Orthopaedic Research 
Laboratory）、フランス（日仏交換留学生制度、Bordeaux 
University Hospital）などへの海外留学のチャンスがあります。

海外交流

三幡准教授のアメリカ留学時代　　三幡准教授は留学していたアメリカの
研究室を今でも時折訪ねて、屍体を用いた肩のバイオメカニクスの研究を続
けています。
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「C5麻痺の病態解明」
講師　横田 淳司（平成3年卒）
　圧迫性頚髄症に対する後方除圧術・椎弓形成術は広く行われている
手術ですが、未解明の合併症として、術後数日後に発症する上肢の運
動麻痺があります。第5頚神経（C5）支配筋の筋力低下が高頻度に認め
られることから、C5麻痺と呼ばれています。多くのC5麻痺は自然回
復しますが麻痺が後遺する例もあり、その病態解明は急務です。
2015年に帰学した私は、教授回診の際に初めてC5麻痺患者さんを
目の当たりにして、なぜこんな不思議なことが起こるのか解明したい
と考えました。C5麻痺の特徴は感覚障害は伴なわず、遅発性に発症
し、多くは片側性であることです。頚髄は後方除圧後、後方に移動する

（図1）ことから、頚髄後方移動により頚神経前根が牽引され麻痺が生
じるtethering theoryは遅発
性の運動麻痺発症が説明でき
る有力な仮説ですが、実証す
るには動物モデルによる研究
が必要です。また神経の周囲
には神経を制動し安定させる
軟部組織がありますが、ヒト
C5神経根ではその組織が他
の神経根より発達し、神経が
骨により強固に固着されてい
ることを証明すれば、なぜC5

支配筋に麻痺が生じやすいのか説明できると考えました。そこで①
C5麻痺の本態は頚髄後方移動に伴う頚神経前糸の牽引損傷である②
ヒトではC5神経根を骨に固着する組織は他の神経根よりtightなた
め、頚髄後方移動により受ける伸長ストレスが他の神経根より大き
い、の2つの仮説を立て、①を証明するために動物モデルを作成、②を
証明するために解剖実習用屍体を詳細に観察する方針としました。
C5麻痺の動物モデルは前例がなく、用いる動物種は過去の研究で用
いてきたラットを選択しましたが、ラットはサイズが小さく、安全に
椎弓切除を行うため顕微鏡下に行う練習から始めました。頚髄後方移
動の評価に脊髄造影後CT（CTM）を経時的に行うと、頚髄が後方除圧
後14日間で徐々に後方移動する事が証明できました（図2）。神経根の
伸長率の定量は、工業用ソフトウェアを用いて3D-CTMを作成する
と、神経根前糸が明瞭に描出され、計測出来ました（図3）。仮説①の通
り術後、頚髄が徐々に
後方に移動し、それに
伴い頚神経前糸が牽
引され、特にラットで
は三角筋を支配する
C6が最も伸長率が大
きいことが証明でき
ました。三角筋の機能
評価には電気生理学
的検討を行う事とし、
筋活動電位（MEP）で
C6支配である三角筋
の潜時は術後3日目よ
り有意に低下するが、
C7-T1支配である上
腕三頭筋の潜時は術
後14日時のみ低下す
ることを証明し、これ
らの結果を論文化し
ました（Yokota A, 

et al. Spine 2022）。この動物実験と並行して、脊椎班の宇佐美嘉正
先生と、深夜の解剖実習室に入室させて頂き系統解剖用ご遺体を伏臥
位とし、頸椎後面の神経周囲組織を観察しました。仮説②の通り後縦
靭帯の浅層が外側に伸び、C5神経根は下位の頚神経より強固に骨に
固着され、頚髄後方移動が起こると、C5に牽引力がよりダイレクトに
伝達されうることを突き止め、こちらは宇佐美先生が論文化しました

（Usami Y, et al. Spine J 2022）。
　日常診療における素朴な疑問から研究仮説を立て、それを実証する
ためにはどうすれば良いか熟考し、試行錯誤を繰り返してそれを具現
化し、新しい知見として世界に発信する。こうして世に問うた私達の
新知見が将来、教科書を少しだけ書き換えるかもしれない。そう考え
るとワクワクしませんか？このワクワク感こそ研究の醍醐味だと思
います。基礎研究の論文が採択された時の喜び、達成感は、他では味わ
えません。これからも大学院生の先生方と一緒に、大阪医科薬科大学
整形外科学教室オリジナルの基礎研究をここ高槻から世界中に発信
したい、そして若い先生方と一緒にワクワク感と達成感を味わいたい
と思い、今日も研究室で実験しています。

「フランスでの臨床留学」
助教　藤城 高志（平成18年卒）
　2016年から2年間、フランスのBordeaux University Spinal 
Unit 1に留学させていただきました。
　Bordeaux University Spinal Unit 1は、脊柱変形の診断治療に関
して世界的なオピニオンリーダー的存在です。またヨーロッパの脊椎
外科センターとしても名門中の名門で、1年間で約2500件の脊椎手
術が行われています。私は留学中の2年間、脊柱変形のChiefを務める
Ibrahim Obeidの第一助手を務め、その中で色々なことを教えてもら
うことができました。研究の面においては、多施設の大規模な臨床デ
ータを解析し世界的なトピックでもある“脊柱変形の手術適応”を作
るという仕事を任され、いくつかの論文を発表することができました
が、これも非常に貴重な経験となりました。しかし最も印象深いのは、
この2年間家族と一緒にヨーロッパ中を旅できたことです。
　2018年に帰国してからは、脊椎外科グループで診療と研究に従事
しています。当教室の脊椎外科グループスタッフは、それぞれが独自
の研究テーマに取り組んでいますが、私はフランスの経験を生かして
頚椎矢状面バランスの基礎と臨床研究を行っています。また大学院生
の研究のサポートにも注力していますが、後輩からも色々学ぶことが
多く、日々刺激を受けています。

　入局したレジデントの先生方には、チャンスがあれば希少症例や教
訓的症例のCase Reportを作成し、国際誌にチャレンジしてもらう
ようにしています。自らが論文を作成する中で、英語論文への理解が
深まり、論理的な思考が養われるだけでなく、新しい知見や情報を世
界に発信して医学の進歩に貢献することの重要性を若い時期から肌
身で感じてもらうことができると思います。整形外科、脊椎外科の世
界はまだまだ未知で解決しなければいけない問題が山積しています。
若い力がこの教室の次世代を担い、新しい世界をともに切り開いてく
れることを期待しています。

「大阪医科薬科大学から世界に発信する肩上方関節包再建術」
助教　長谷川 彰彦（平成14年卒）
　肩腱板断裂は中高年に多く発症する疾患であり、肩関節の機能障
害、運動時痛、夜間痛の原因となることが知られています。　肩腱板断
裂の治療は保存治療と手術治療に大別されますが、腱板断裂部の自然
修復は得られないため、手術治療が必要となることも少なくありませ
ん。肩腱板断裂に対する治療成績は関節鏡視下腱板修復術の普及に伴
い向上していますが、大・広範囲断裂における再断裂率は依然として
高く、修復腱板が再断裂すると再断裂のない症例と比べて術後成績が
劣ることが知られています。
　当教室の三幡は修復困難な大・広範囲腱板断裂に対する新しい治療
法として大腿筋膜を用いた肩上方関節包再建術を考案し、本術式の優
れた臨床成績について報告しました。近年、本術式は国内外で追試さ
れ、修復困難な腱板断裂に対する新しい治療法としてその地位を確立
しています。以降、我々は基礎研究により本術式の生体力学的特性や、
組織学的修復過程に関しても明らかにしてきました。
　さらに、我々の臨床研究の結果から、本術式は肉体労働やスポーツ活
動への復帰率も高く、これまで治療が困難とされていた偽性麻痺を有
する症例に対しても有用な術式であることが示されています。現在も
当教室主導で多施設共同研究を行うなどして本術式に関する新しい知
見を発信し続けており、今後もさらなる発展が期待されています。

臨床研究

「人工半月板の開発と臨床応用」
講師　大槻 周平（平成10年卒）
　整形外科学教室の研究は、実際に臨床現場で応用されることを目標
とし、日々の診療や手術で困っていることやわかっていないことが研
究、開発により少しでも明らかとなり、治療成績が向上することに喜
びがあります。
　私が担当している膝関節の領域では、半月板と軟骨を中心に研究に
取り組んでいます。半月板はひと昔前まで「傷んだものは切除」という
考え方でしたが、切除後の膝関節では特に変形性膝関節症が発症する
ことがわかってきました。半月板損傷部が縫合修復できればよいので
すが、加齢変化に伴った損傷の場合では縫合困難な場合もあり、現在
でも約6割の症例で部分切除という術式は残っています。そこで、自分
の組織に置き換わるような半月板scaffoldの開発を研究テーマとし、
2013年から大学院生と共に進めていきました。時間はだいぶかかり
ましたが、2021年5月、日本で初めてとなる半月板移植の治験がスタ
ート、少数例の探索的治験のエントリーは無事終了し、全国治験にむ
け準備中です。1回の手術で損傷した半月板がすべて自分の組織に置
き換わって治る、夢のような日本オリジナルの半月板開発を、大阪医
科薬科大学から発信すべく進めています。これが臨床応用されれば、
スポーツ選手から高齢者の方々まで多くの人々の QOL向上に寄与で
きると信じています。新しい半月板治
療を待っておられる世界中の患者さん
にできるだけ早くお届けできるよう、
日々頑張っています。

基礎から臨床応用へつながる
トランスレーショナルリサーチ

基礎研究

図1 ヒト頚椎椎弓形成術術前（A）、術後（B）
MRI 術後、脊髄は後方に移動している（白矢印）

図2.ラット頸椎除圧後の脊髄造影CT（a）術前（b,c,d）術後 
3,10,14日 頚髄は術後、徐々に後方に移動している

図3 ラット右C6前糸（白矢印）の3DCT（A）術前（B）術後
14日 頚髄後方移動に伴い前糸が伸長されている（黒矢印）

「アメリカでの腱に関する基礎研究」
助教　藤野 圭太郎（平成20年卒）
　2018年から約2年間アメリカのペンシルバニア州フィラデルフィ
アにある、University of Pennsylvania Mckay Orthopaedic 
Research Laboratoryにて基礎研究を学ぶために、留学をさせてい
ただきました。研究室長であるLouis J. Soslowsky教授は腱に関す
る研究においては、アメリカの第一人者であり、研究室には各国から
の留学生を含む100名を超えるメンバーが、14のチームに分かれて、
日々研究を行なっています。その中でも私はSoslowsky教授と 
Nathaniel Dyment先生の2つのチームに所属し、前十字靭帯再建後
の骨孔内における移植腱の癒合過程と腱損傷後の治癒過程をテーマ
に研究をしておりました。
　アメリカの整形外科研究部門のなかでも特に多くの対外資金を集
めている研究室だけあって、その施設の規模やできる手技の多様性
に、初めて来た時には度肝を抜かれました。当初は研究手技や理論を
習得していくのに、英語の壁もあり苦労をしていました。しかし、週2
回のミーティングを重ねるうちに、行なっている研究の面白さや、そ
の革新性について理解できるようになり、後半は他のチームとお互い
の研究について討論できるようになることで、さらに多くのことを学
ぶことができました。一度断裂した腱や靭帯を元の状態に再生するこ
とは現在でも難しい課題ですが、難問に対してバックグラウンドや専
門分野の異なる研究者が一堂に集まり議論を行い、多様な視点や考え
方を貪欲に取り入れながら新しいものを生み出していく流れや、たと
え失敗してもただの失敗では終わらせない姿勢や考えかたは、帰国後

も私の医師としてのあり方に大きな影響を与えてくれています。
　また、異国の土地で生活することは、留学の一つの醍醐味だと思い
ます。言語の違いはもちろんのこと、価値観の違いやアメリカに根付
く文化を肌で感じつつ、休日に家族と観光や買い物にでかけること
は、一生の思い出となります。治安が特に悪い地域を、水族館に行くた
めに家族で走ったことや、コロナウィルス感染流行のためにゴースト
タウンとなったフィラデルフィアで生活したことも、今ではなつかし
い思い出です。向こうでは数えるほどの日本人としか出会いませんで
したが、その分仲良くさせていただきました。特に仲の良かった友人
は、アメリカの研究室で自身のチームを立ちあげ、各国から集まる優
秀な研究者と肩を並べながら今も頑張っています。そういった方のお
話しを聞くことはとても刺激になりますし、私自身の研究やアメリカ
の生活で悩んだ際の強い味方になってくれました。もちろん帰国後も
良き相談相手となっていただいています。
　留学するために、必要な労力や費用は大きいですが、そこから得ら
れるものはさらに大きいです。当教室に入局し整形外科学を学ぶ若い
先生方には、是非とも留学をお勧めします。

Mackay Research Laboratory前

Dyment Labチームメンバー（中央）Nathaniel Dyment 先生、（左から2番目）筆者

腱損傷モデルを作成中

ブルス広場の水鏡にて手術中

Spinal Unit1の面々

半月板scaffold

日本初？人工半月板移植手術
（左から池田邦明先生、田中敬先生、
筆者）

大学院における教育・研究・海外留学
　大学院で現在行われている基礎／臨床研究の概要や海外留学の報告を紹介します。



整形外科14

「C5麻痺の病態解明」
講師　横田 淳司（平成3年卒）
　圧迫性頚髄症に対する後方除圧術・椎弓形成術は広く行われている
手術ですが、未解明の合併症として、術後数日後に発症する上肢の運
動麻痺があります。第5頚神経（C5）支配筋の筋力低下が高頻度に認め
られることから、C5麻痺と呼ばれています。多くのC5麻痺は自然回
復しますが麻痺が後遺する例もあり、その病態解明は急務です。
2015年に帰学した私は、教授回診の際に初めてC5麻痺患者さんを
目の当たりにして、なぜこんな不思議なことが起こるのか解明したい
と考えました。C5麻痺の特徴は感覚障害は伴なわず、遅発性に発症
し、多くは片側性であることです。頚髄は後方除圧後、後方に移動する

（図1）ことから、頚髄後方移動により頚神経前根が牽引され麻痺が生
じるtethering theoryは遅発
性の運動麻痺発症が説明でき
る有力な仮説ですが、実証す
るには動物モデルによる研究
が必要です。また神経の周囲
には神経を制動し安定させる
軟部組織がありますが、ヒト
C5神経根ではその組織が他
の神経根より発達し、神経が
骨により強固に固着されてい
ることを証明すれば、なぜC5

支配筋に麻痺が生じやすいのか説明できると考えました。そこで①
C5麻痺の本態は頚髄後方移動に伴う頚神経前糸の牽引損傷である②
ヒトではC5神経根を骨に固着する組織は他の神経根よりtightなた
め、頚髄後方移動により受ける伸長ストレスが他の神経根より大き
い、の2つの仮説を立て、①を証明するために動物モデルを作成、②を
証明するために解剖実習用屍体を詳細に観察する方針としました。
C5麻痺の動物モデルは前例がなく、用いる動物種は過去の研究で用
いてきたラットを選択しましたが、ラットはサイズが小さく、安全に
椎弓切除を行うため顕微鏡下に行う練習から始めました。頚髄後方移
動の評価に脊髄造影後CT（CTM）を経時的に行うと、頚髄が後方除圧
後14日間で徐々に後方移動する事が証明できました（図2）。神経根の
伸長率の定量は、工業用ソフトウェアを用いて3D-CTMを作成する
と、神経根前糸が明瞭に描出され、計測出来ました（図3）。仮説①の通
り術後、頚髄が徐々に
後方に移動し、それに
伴い頚神経前糸が牽
引され、特にラットで
は三角筋を支配する
C6が最も伸長率が大
きいことが証明でき
ました。三角筋の機能
評価には電気生理学
的検討を行う事とし、
筋活動電位（MEP）で
C6支配である三角筋
の潜時は術後3日目よ
り有意に低下するが、
C7-T1支配である上
腕三頭筋の潜時は術
後14日時のみ低下す
ることを証明し、これ
らの結果を論文化し
ました（Yokota A, 

et al. Spine 2022）。この動物実験と並行して、脊椎班の宇佐美嘉正
先生と、深夜の解剖実習室に入室させて頂き系統解剖用ご遺体を伏臥
位とし、頸椎後面の神経周囲組織を観察しました。仮説②の通り後縦
靭帯の浅層が外側に伸び、C5神経根は下位の頚神経より強固に骨に
固着され、頚髄後方移動が起こると、C5に牽引力がよりダイレクトに
伝達されうることを突き止め、こちらは宇佐美先生が論文化しました

（Usami Y, et al. Spine J 2022）。
　日常診療における素朴な疑問から研究仮説を立て、それを実証する
ためにはどうすれば良いか熟考し、試行錯誤を繰り返してそれを具現
化し、新しい知見として世界に発信する。こうして世に問うた私達の
新知見が将来、教科書を少しだけ書き換えるかもしれない。そう考え
るとワクワクしませんか？このワクワク感こそ研究の醍醐味だと思
います。基礎研究の論文が採択された時の喜び、達成感は、他では味わ
えません。これからも大学院生の先生方と一緒に、大阪医科薬科大学
整形外科学教室オリジナルの基礎研究をここ高槻から世界中に発信
したい、そして若い先生方と一緒にワクワク感と達成感を味わいたい
と思い、今日も研究室で実験しています。

「フランスでの臨床留学」
助教　藤城 高志（平成18年卒）
　2016年から2年間、フランスのBordeaux University Spinal 
Unit 1に留学させていただきました。
　Bordeaux University Spinal Unit 1は、脊柱変形の診断治療に関
して世界的なオピニオンリーダー的存在です。またヨーロッパの脊椎
外科センターとしても名門中の名門で、1年間で約2500件の脊椎手
術が行われています。私は留学中の2年間、脊柱変形のChiefを務める
Ibrahim Obeidの第一助手を務め、その中で色々なことを教えてもら
うことができました。研究の面においては、多施設の大規模な臨床デ
ータを解析し世界的なトピックでもある“脊柱変形の手術適応”を作
るという仕事を任され、いくつかの論文を発表することができました
が、これも非常に貴重な経験となりました。しかし最も印象深いのは、
この2年間家族と一緒にヨーロッパ中を旅できたことです。
　2018年に帰国してからは、脊椎外科グループで診療と研究に従事
しています。当教室の脊椎外科グループスタッフは、それぞれが独自
の研究テーマに取り組んでいますが、私はフランスの経験を生かして
頚椎矢状面バランスの基礎と臨床研究を行っています。また大学院生
の研究のサポートにも注力していますが、後輩からも色々学ぶことが
多く、日々刺激を受けています。

　入局したレジデントの先生方には、チャンスがあれば希少症例や教
訓的症例のCase Reportを作成し、国際誌にチャレンジしてもらう
ようにしています。自らが論文を作成する中で、英語論文への理解が
深まり、論理的な思考が養われるだけでなく、新しい知見や情報を世
界に発信して医学の進歩に貢献することの重要性を若い時期から肌
身で感じてもらうことができると思います。整形外科、脊椎外科の世
界はまだまだ未知で解決しなければいけない問題が山積しています。
若い力がこの教室の次世代を担い、新しい世界をともに切り開いてく
れることを期待しています。

「大阪医科薬科大学から世界に発信する肩上方関節包再建術」
助教　長谷川 彰彦（平成14年卒）
　肩腱板断裂は中高年に多く発症する疾患であり、肩関節の機能障
害、運動時痛、夜間痛の原因となることが知られています。　肩腱板断
裂の治療は保存治療と手術治療に大別されますが、腱板断裂部の自然
修復は得られないため、手術治療が必要となることも少なくありませ
ん。肩腱板断裂に対する治療成績は関節鏡視下腱板修復術の普及に伴
い向上していますが、大・広範囲断裂における再断裂率は依然として
高く、修復腱板が再断裂すると再断裂のない症例と比べて術後成績が
劣ることが知られています。
　当教室の三幡は修復困難な大・広範囲腱板断裂に対する新しい治療
法として大腿筋膜を用いた肩上方関節包再建術を考案し、本術式の優
れた臨床成績について報告しました。近年、本術式は国内外で追試さ
れ、修復困難な腱板断裂に対する新しい治療法としてその地位を確立
しています。以降、我々は基礎研究により本術式の生体力学的特性や、
組織学的修復過程に関しても明らかにしてきました。
　さらに、我々の臨床研究の結果から、本術式は肉体労働やスポーツ活
動への復帰率も高く、これまで治療が困難とされていた偽性麻痺を有
する症例に対しても有用な術式であることが示されています。現在も
当教室主導で多施設共同研究を行うなどして本術式に関する新しい知
見を発信し続けており、今後もさらなる発展が期待されています。

臨床研究

「人工半月板の開発と臨床応用」
講師　大槻 周平（平成10年卒）
　整形外科学教室の研究は、実際に臨床現場で応用されることを目標
とし、日々の診療や手術で困っていることやわかっていないことが研
究、開発により少しでも明らかとなり、治療成績が向上することに喜
びがあります。
　私が担当している膝関節の領域では、半月板と軟骨を中心に研究に
取り組んでいます。半月板はひと昔前まで「傷んだものは切除」という
考え方でしたが、切除後の膝関節では特に変形性膝関節症が発症する
ことがわかってきました。半月板損傷部が縫合修復できればよいので
すが、加齢変化に伴った損傷の場合では縫合困難な場合もあり、現在
でも約6割の症例で部分切除という術式は残っています。そこで、自分
の組織に置き換わるような半月板scaffoldの開発を研究テーマとし、
2013年から大学院生と共に進めていきました。時間はだいぶかかり
ましたが、2021年5月、日本で初めてとなる半月板移植の治験がスタ
ート、少数例の探索的治験のエントリーは無事終了し、全国治験にむ
け準備中です。1回の手術で損傷した半月板がすべて自分の組織に置
き換わって治る、夢のような日本オリジナルの半月板開発を、大阪医
科薬科大学から発信すべく進めています。これが臨床応用されれば、
スポーツ選手から高齢者の方々まで多くの人々の QOL向上に寄与で
きると信じています。新しい半月板治
療を待っておられる世界中の患者さん
にできるだけ早くお届けできるよう、
日々頑張っています。

基礎から臨床応用へつながる
トランスレーショナルリサーチ

基礎研究

図1 ヒト頚椎椎弓形成術術前（A）、術後（B）
MRI 術後、脊髄は後方に移動している（白矢印）

図2.ラット頸椎除圧後の脊髄造影CT（a）術前（b,c,d）術後 
3,10,14日 頚髄は術後、徐々に後方に移動している

図3 ラット右C6前糸（白矢印）の3DCT（A）術前（B）術後
14日 頚髄後方移動に伴い前糸が伸長されている（黒矢印）

「アメリカでの腱に関する基礎研究」
助教　藤野 圭太郎（平成20年卒）
　2018年から約2年間アメリカのペンシルバニア州フィラデルフィ
アにある、University of Pennsylvania Mckay Orthopaedic 
Research Laboratoryにて基礎研究を学ぶために、留学をさせてい
ただきました。研究室長であるLouis J. Soslowsky教授は腱に関す
る研究においては、アメリカの第一人者であり、研究室には各国から
の留学生を含む100名を超えるメンバーが、14のチームに分かれて、
日々研究を行なっています。その中でも私はSoslowsky教授と 
Nathaniel Dyment先生の2つのチームに所属し、前十字靭帯再建後
の骨孔内における移植腱の癒合過程と腱損傷後の治癒過程をテーマ
に研究をしておりました。
　アメリカの整形外科研究部門のなかでも特に多くの対外資金を集
めている研究室だけあって、その施設の規模やできる手技の多様性
に、初めて来た時には度肝を抜かれました。当初は研究手技や理論を
習得していくのに、英語の壁もあり苦労をしていました。しかし、週2
回のミーティングを重ねるうちに、行なっている研究の面白さや、そ
の革新性について理解できるようになり、後半は他のチームとお互い
の研究について討論できるようになることで、さらに多くのことを学
ぶことができました。一度断裂した腱や靭帯を元の状態に再生するこ
とは現在でも難しい課題ですが、難問に対してバックグラウンドや専
門分野の異なる研究者が一堂に集まり議論を行い、多様な視点や考え
方を貪欲に取り入れながら新しいものを生み出していく流れや、たと
え失敗してもただの失敗では終わらせない姿勢や考えかたは、帰国後

も私の医師としてのあり方に大きな影響を与えてくれています。
　また、異国の土地で生活することは、留学の一つの醍醐味だと思い
ます。言語の違いはもちろんのこと、価値観の違いやアメリカに根付
く文化を肌で感じつつ、休日に家族と観光や買い物にでかけること
は、一生の思い出となります。治安が特に悪い地域を、水族館に行くた
めに家族で走ったことや、コロナウィルス感染流行のためにゴースト
タウンとなったフィラデルフィアで生活したことも、今ではなつかし
い思い出です。向こうでは数えるほどの日本人としか出会いませんで
したが、その分仲良くさせていただきました。特に仲の良かった友人
は、アメリカの研究室で自身のチームを立ちあげ、各国から集まる優
秀な研究者と肩を並べながら今も頑張っています。そういった方のお
話しを聞くことはとても刺激になりますし、私自身の研究やアメリカ
の生活で悩んだ際の強い味方になってくれました。もちろん帰国後も
良き相談相手となっていただいています。
　留学するために、必要な労力や費用は大きいですが、そこから得ら
れるものはさらに大きいです。当教室に入局し整形外科学を学ぶ若い
先生方には、是非とも留学をお勧めします。

Mackay Research Laboratory前

Dyment Labチームメンバー（中央）Nathaniel Dyment 先生、（左から2番目）筆者

腱損傷モデルを作成中

ブルス広場の水鏡にて手術中

Spinal Unit1の面々

半月板scaffold

日本初？人工半月板移植手術
（左から池田邦明先生、田中敬先生、
筆者）

大学院における教育・研究・海外留学
　大学院で現在行われている基礎／臨床研究の概要や海外留学の報告を紹介します。



小児科専門医／指導医、 小児神経専門医／指導医
日本てんかん臨床専門医／指導医 日本小児科学会、日本小児神経学会、日本てんかん学会

　小児科重点臨床研修プログラムでは2年目にNICU、大学病院に
おいて9か月にわたって研修するコースを設定している。また、こ
れとは別に小児科臨床研修プログラムでは2年目に9か月あるいは
6か月間、2か月間のコースも設定していて、個人のニーズに配慮さ
れている。

研修内容
❶入院患者の診察と治療法・基本処置手技の習得
❷外来患者の診察・診断能力の習得
❸画像診断の理解と基本手技の習得
❹症例発表（症例検討会、研究会・学会発表）
❺抄読会発表

到達目標
❶周産期から思春期までの各年齢の特殊性を考慮した診断能力を

身につける
　小児薬用量、食事療法、心身医学的治療法を理解する

15 小児科、新生児科
Pediatrics and Neonatology

15 小児科、新生児科

●教室（診療科）の特色●

初期研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　新生児／低出生体重児を扱うNICUではハイリスク分娩にも立ち会い、急変すれば直ちに蘇生処置等を行う周産期医療の中心的役割を担って
います。さらに循環器疾患、神経疾患／発達障害、内分泌疾患、アレルギー／膠原病、腎臓疾患、血液／悪性腫瘍疾患、消化器疾患、心身症など「子ど
ものすべて」を扱う体制を整えているのが特色です。また、それぞれのユニットは協力して感染症等のプライマリケアと救急対応を実践すること
を通して、大学病院の高度な総合医療を地域に還元することを目指しています。

　新生児から成人になるまで（思春期）の年齢特性をもつ小児において、すべての内科的疾患を網羅しているのが小児科であり、総合医です。
すなわちプライマリーケアから小児救急、そして大学病院らしい特化した専門領域までを研修できるようにプログラムが構成されていま
す。一般小児科と新生児科の2つの診療科に分かれていますが、プログラムは合同で作成し運営しています。

　新生児から成人になるまで（思春期）のダイナミックに変化するライフステージを対象にしていますが、小児科医の基本的視点を養成するため
に、新生児／乳児からの正常な身体的／心理的な発達過程を理解することを重視しています。入院は、一般病棟（65病棟）は34床ですが、複数の
他病棟の個室を使用しています。その他、NICU9床、GCU6床を有しています。外来はすべての専門領域をカバーし1日平均患者数100-120名
です。関連施設としてLDセンターを有し、連携して学習障害児などに対して学習支援方法の提案を行っています。

■連 絡 先 ： 小児科（小児科学教室）  TEL：072-683-1221
　　　　　　　　 e-mail：akira.ashida@ompu.ac.jp（芦田　明）／kimitaka.takitani@ompu.ac.jp（瀧谷 公隆）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ped/

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

❷基本的検査・処置手技を実践できる
　乳幼児の採血・点滴、髄液検査、骨髄検査、超音波検査などを実践
❸特殊検査の理解と実践
　腹部エコー検査、心臓エコー検査、ビデオ脳波、心理発達検査、

食物アレルギー負荷テストなど
❹診療能力を向上させる
　発疹性疾患の診断、けいれん時の処置、腹痛に対する診断と対応、

先天性心疾患の診断と対応、超低出生体重児、極低出生体重児の
評価と対応、小児救急疾患に対する診断と小児蘇生手技（PALS
受講）の習得、小児膠原病・喘息の診断と管理、急性、慢性腎不全の
管理、不定愁訴と心身症の診断と対応、小児糖尿病、肥満等の内分
泌疾患の診断と管理、血液疾患、固形腫瘍などの診断と移植管理
など

❺社会医学・保健医療制度を理解する

芦田 明（あしだ あきら）教授（科長）
■専門分野
　小児腎臓病学

■職歴
　昭和63年　大阪医科大学附属病院研修（現 大阪医科薬科大学病院）
　平成  7年　同　助手
　平成16年　同　講師
　平成31年　同　教授

■主な学会／専門医資格

　小児科専門医／指導医、日本腎臓学会専門医／指導医

■研究課題

　ネフローゼ症候群における酸化ストレスの関与の解明、各種腎疾患におけるミトコンドリア障害の関与

　重症ロタウイルス感染症における腎結石形成機序の解明、溶血性尿毒症症候群の臨床重症度の解析

　小児末期腎不全の疫学

研修内容と到達目標

　担当医となった受持患者について退院時要約、研修態度、診療技
能について各ユニット長が各コース終了時に評価する。

評価方法

吉田誠司（助　教）

瀧谷公隆（専門教授）

新田雅彦
（講師／救急医療部兼担）

岸　勘太（講師（准））
（救急医療部兼務）

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本小児胎児心臓病学会
日本超音波医学会、日本Pediatric Interventional Cardiology学会、
日本小児循環動態学会、日本心エコー図学会、日本小児感染症学会

小児科専門医／指導医、血液専門医／指導医
日本小児栄養消化器肝臓学会認定医

小児科専門医／指導医、救急科専門医 日本小児科学会、日本小児救急医学会

日本小児科学会、日本小児血液・がん学会
日本小児臨床薬理学会

小児科専門医／指導医、漢方専門医
子どもの心専門医、心身医学専門医

篠原　潤（助　教） 小児科専門医

卜部馨介（助教（准）） 小児科専門医

河村佑太朗（助教（准）） 小児科専門医

藤井裕子（助教（准）） 小児科専門医

日本小児科学会、日本小児心身学会

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

小児科専門医 日本小児科学会、日本小児神経学会、日本てんかん学会

小田中豊（助　教） 小児科専門医・小児循環器学会専門医
胎児エコー認定医

蘆田温子（助教（准）） 小児科専門医

日本小児科学会、日本小児腎臓病学会、日本腎臓学会
日本小児腎不全学会、日本臨床腎移植学会

日本小児科学会、日本血液学会、日本小児血液学会
日本小児血液・がん学会、日本造血細胞移植学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会
日本循環器学会、日本成人先天性心疾患学会

大関ゆか（助教（時短）） 小児科専門医／指導医、アレルギー専門医 日本小児科学会、日本アレルギー学会
日本小児アレルギー学会、日本小児感染症学会

杉田侑子（助教（時短）） 小児科専門医 日本小児科学会、日本アレルギー学会
日本リウマチ学会日本小児リウマチ学会

島川修一
（診療准教授）

黒柳裕一（講師（准）） 小児科専門医／指導医
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児領域）

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会
日本小児内分泌学会

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

山岡繁夫（助　教） 小児科専門医
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児領域）

小児科専門医／指導医
日本小児循環器学会専門医／指導医

日本小児科学会
日本周産期・新生児医学会

日本小児科学会、日本小児栄養消化器肝臓学
会日本超音波医学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本循環器学会
日本川崎病学会

尾崎智康（助　教）

安井昌子（助　教）

松村英樹（講　師）
日本小児科学会、日本小児腎臓病学会、日本腎臓学会
日本小児腎不全学会、日本臨床腎移植学会
日本小児感染症学会、日本透析医学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本循環器学会
日本不整脈学会、日本小児カテーテルインターベンション学会
日本川崎病学会、日本成人先天性心疾患学会

小児科専門医／指導医、腎臓専門医／指導医
日本臨床腎移植学会認定医、 日本小児感染症学会ICD

小児科専門医／指導医
小児循環器学会専門医、不整脈専門医

小児科専門医／指導医

梶恵美里（助　教） 小児科専門医／指導医

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

北原　光
（助教／中検兼担）



小児科専門医／指導医、 小児神経専門医／指導医
日本てんかん臨床専門医／指導医 日本小児科学会、日本小児神経学会、日本てんかん学会

　小児科重点臨床研修プログラムでは2年目にNICU、大学病院に
おいて9か月にわたって研修するコースを設定している。また、こ
れとは別に小児科臨床研修プログラムでは2年目に9か月あるいは
6か月間、2か月間のコースも設定していて、個人のニーズに配慮さ
れている。

研修内容
❶入院患者の診察と治療法・基本処置手技の習得
❷外来患者の診察・診断能力の習得
❸画像診断の理解と基本手技の習得
❹症例発表（症例検討会、研究会・学会発表）
❺抄読会発表

到達目標
❶周産期から思春期までの各年齢の特殊性を考慮した診断能力を

身につける
　小児薬用量、食事療法、心身医学的治療法を理解する

15 小児科、新生児科
Pediatrics and Neonatology

15 小児科、新生児科

●教室（診療科）の特色●

初期研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　新生児／低出生体重児を扱うNICUではハイリスク分娩にも立ち会い、急変すれば直ちに蘇生処置等を行う周産期医療の中心的役割を担って
います。さらに循環器疾患、神経疾患／発達障害、内分泌疾患、アレルギー／膠原病、腎臓疾患、血液／悪性腫瘍疾患、消化器疾患、心身症など「子ど
ものすべて」を扱う体制を整えているのが特色です。また、それぞれのユニットは協力して感染症等のプライマリケアと救急対応を実践すること
を通して、大学病院の高度な総合医療を地域に還元することを目指しています。

　新生児から成人になるまで（思春期）の年齢特性をもつ小児において、すべての内科的疾患を網羅しているのが小児科であり、総合医です。
すなわちプライマリーケアから小児救急、そして大学病院らしい特化した専門領域までを研修できるようにプログラムが構成されていま
す。一般小児科と新生児科の2つの診療科に分かれていますが、プログラムは合同で作成し運営しています。

　新生児から成人になるまで（思春期）のダイナミックに変化するライフステージを対象にしていますが、小児科医の基本的視点を養成するため
に、新生児／乳児からの正常な身体的／心理的な発達過程を理解することを重視しています。入院は、一般病棟（65病棟）は34床ですが、複数の
他病棟の個室を使用しています。その他、NICU9床、GCU6床を有しています。外来はすべての専門領域をカバーし1日平均患者数100-120名
です。関連施設としてLDセンターを有し、連携して学習障害児などに対して学習支援方法の提案を行っています。

■連 絡 先 ： 小児科（小児科学教室）  TEL：072-683-1221
　　　　　　　　 e-mail：akira.ashida@ompu.ac.jp（芦田　明）／kimitaka.takitani@ompu.ac.jp（瀧谷 公隆）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ped/

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

❷基本的検査・処置手技を実践できる
　乳幼児の採血・点滴、髄液検査、骨髄検査、超音波検査などを実践
❸特殊検査の理解と実践
　腹部エコー検査、心臓エコー検査、ビデオ脳波、心理発達検査、

食物アレルギー負荷テストなど
❹診療能力を向上させる
　発疹性疾患の診断、けいれん時の処置、腹痛に対する診断と対応、

先天性心疾患の診断と対応、超低出生体重児、極低出生体重児の
評価と対応、小児救急疾患に対する診断と小児蘇生手技（PALS
受講）の習得、小児膠原病・喘息の診断と管理、急性、慢性腎不全の
管理、不定愁訴と心身症の診断と対応、小児糖尿病、肥満等の内分
泌疾患の診断と管理、血液疾患、固形腫瘍などの診断と移植管理
など

❺社会医学・保健医療制度を理解する

芦田 明（あしだ あきら）教授（科長）
■専門分野
　小児腎臓病学

■職歴
　昭和63年　大阪医科大学附属病院研修（現 大阪医科薬科大学病院）
　平成  7年　同　助手
　平成16年　同　講師
　平成31年　同　教授

■主な学会／専門医資格

　小児科専門医／指導医、日本腎臓学会専門医／指導医

■研究課題

　ネフローゼ症候群における酸化ストレスの関与の解明、各種腎疾患におけるミトコンドリア障害の関与

　重症ロタウイルス感染症における腎結石形成機序の解明、溶血性尿毒症症候群の臨床重症度の解析

　小児末期腎不全の疫学

研修内容と到達目標

　担当医となった受持患者について退院時要約、研修態度、診療技
能について各ユニット長が各コース終了時に評価する。

評価方法

吉田誠司（助　教）

瀧谷公隆（専門教授）

新田雅彦
（講師／救急医療部兼担）

岸　勘太（講師（准））
（救急医療部兼務）

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本小児胎児心臓病学会
日本超音波医学会、日本Pediatric Interventional Cardiology学会、
日本小児循環動態学会、日本心エコー図学会、日本小児感染症学会

小児科専門医／指導医、血液専門医／指導医
日本小児栄養消化器肝臓学会認定医

小児科専門医／指導医、救急科専門医 日本小児科学会、日本小児救急医学会

日本小児科学会、日本小児血液・がん学会
日本小児臨床薬理学会

小児科専門医／指導医、漢方専門医
子どもの心専門医、心身医学専門医

篠原　潤（助　教） 小児科専門医

卜部馨介（助教（准）） 小児科専門医

河村佑太朗（助教（准）） 小児科専門医

藤井裕子（助教（准）） 小児科専門医

日本小児科学会、日本小児心身学会

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

小児科専門医 日本小児科学会、日本小児神経学会、日本てんかん学会

小田中豊（助　教） 小児科専門医・小児循環器学会専門医
胎児エコー認定医

蘆田温子（助教（准）） 小児科専門医

日本小児科学会、日本小児腎臓病学会、日本腎臓学会
日本小児腎不全学会、日本臨床腎移植学会

日本小児科学会、日本血液学会、日本小児血液学会
日本小児血液・がん学会、日本造血細胞移植学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会
日本循環器学会、日本成人先天性心疾患学会

大関ゆか（助教（時短）） 小児科専門医／指導医、アレルギー専門医 日本小児科学会、日本アレルギー学会
日本小児アレルギー学会、日本小児感染症学会

杉田侑子（助教（時短）） 小児科専門医 日本小児科学会、日本アレルギー学会
日本リウマチ学会日本小児リウマチ学会

島川修一
（診療准教授）

黒柳裕一（講師（准）） 小児科専門医／指導医
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児領域）

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会
日本小児内分泌学会

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

山岡繁夫（助　教） 小児科専門医
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児領域）

小児科専門医／指導医
日本小児循環器学会専門医／指導医

日本小児科学会
日本周産期・新生児医学会

日本小児科学会、日本小児栄養消化器肝臓学
会日本超音波医学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本循環器学会
日本川崎病学会

尾崎智康（助　教）

安井昌子（助　教）

松村英樹（講　師）
日本小児科学会、日本小児腎臓病学会、日本腎臓学会
日本小児腎不全学会、日本臨床腎移植学会
日本小児感染症学会、日本透析医学会

日本小児科学会、日本小児循環器学会、日本循環器学会
日本不整脈学会、日本小児カテーテルインターベンション学会
日本川崎病学会、日本成人先天性心疾患学会

小児科専門医／指導医、腎臓専門医／指導医
日本臨床腎移植学会認定医、 日本小児感染症学会ICD

小児科専門医／指導医
小児循環器学会専門医、不整脈専門医

小児科専門医／指導医

梶恵美里（助　教） 小児科専門医／指導医

日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会

北原　光
（助教／中検兼担）



消化管造影検査 腎生検 NICUの風景

15 小児科、新生児科

　本プログラムは小児科（科長：芦田明）および新生児科（科長：荻原享）の合同プログラムであり、「小児医療の水準向上・進歩発展を図り、小
児の健康増進および福祉の充実に寄与する優れた小児科専門医を育成する」ことを目的とし、一定の専門領域に偏ることなく、幅広く研修し
ます。専攻医は「小児科医は子どもの総合医である」という基本的姿勢に基づいて３年間の研修を行い、「子どもの総合診療医」「育児・健康支
援者」「子どもの代弁者」「学識・研究者」「医療のプロフェッショナル」の５つの資質を備えた小児科専門医となることをめざします。また、日
本小児科学会の定めた「小児科医の到達目標」の獲得を目指して研修を行います。到達度の自己評価と指導医からのアドバイスを受けるため
に、「小児科専門研修手帳」を常に携帯し、定期的に振り返りながら研修を進めます。
　専門研修３年間のうち２年は大阪医科薬科大学病院一般病棟で感染症・呼吸器疾患・内分泌代謝疾患・心身症・血液腫瘍疾患・アレルギー疾
患・膠原病・消化器疾患・腎泌尿器疾患・循環器疾患・神経疾患を担当医として研修し、周産期センターNICUで新生児疾患・先天異常疾患を６
か月研修します。残る１年間は連携病院でそれぞれ担当医として研修します。３年間を通じ、外来での乳児健康診査と予防接種などの小児保
健・社会医学の研修と救急疾患の対応を担当医として研修します。なお、重症心身障害児医療は、大学附属病院研修期間中に高槻市立療育園、
西宮市立わかば園、藍野療育園で学ぶことができます。これらの研修を通じ、新生児から幼児期、学童期、思春期に至る小児および小児期から
の疾患でキャリーオーバーした成人に至るまでを対象に健康小児の検診健康診査から小児救急医療にわたる小児に関する総合診療を習得
することを目的にしています。
　また、日常の臨床から得られる様々な疑問を深く掘り下げ、臨床研究が可能なレベルまで指導を受けることができます。具体的には、学会
報告や症例報告、臨床研究から論文作成を積極的に行います。小児科専門医は初期研修修了後３年の研修で受験可能であり、その到達目標を
達成することを目的としています。

　週間スケジュール
月

病棟 病棟 一般外来 病棟

8:00～9:00

9:00～12:00

12:00～13:00

13:00～17:00

17:00～17:30
17:30～19:00

火

抄読会

医局会

水

受け持ち患者の把握（8:30～9:00）

木

総回診 チーム回診 チーム回診
患者申し送り

各専門グループカンファレンス（下記参照）、 指導医とともにふりかえり（1／月）
当直（1／週）

チーム回診

金 土・日

症例検討会

入退院報告

一般外来
学生の指導

週末日直
（2／月）

第2・4土および
日・祝日は休診

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

チーム回診

病棟
学生の指導

合同勉強会（年3回）
各種研究会

各専門グループカンファレンス
新生児G　周産期カンファレンス（月曜日17:00～）
血液G　小児血液・腫瘍グループカンファレンス（火曜日17:30～）
　　　　幹細胞移植カンファレンス（金曜日　15:30～）
循環器G　小児循環器合同カンファレンス（木曜日18:00～）
　　　　   心臓カテーテルカンファレンス（木曜日19:00～）

神経G　神経病棟カンファレンス（月曜日17:00～）
消化器G　消化器カンファレンス（月曜日17:00～）
膠原病・アレルギーG　膠原病・アレルギーカンファレンス
　　　　　　　　　　（水曜日18:00～）
心身症G　心身症カンファレンス（隔週月曜日17:00～）
腎臓G　腎臓グループカンファレンス（火曜日17:00～）

血液・腫瘍グループカンファレンス風景 膠原病グループカンファレンス風景小児循環器合同カンファレンス風景

後期研修プログラムの概要・特徴・研修方法・研修内容

NICUを含めた複数のユニットをローテートすることができる。
•大阪医科薬科大学周産期センターは新生児医療黎明期の開設以

来30年を越える歴史があり、現在では、400g未満の症例を含め
て、在胎週数28週未満、出生体重1000g未満の超早産超低出生
体重児の生存退院率は95％近くに達し、大学病院付属の周産期
センターとしては、全国屈指の施設の一つである。日本周産期新
生児医学会の新生児専門医基幹施設であると共に、OGCS（大阪
産婦人科相互援助システム）の基幹病院でもあり、胎児診断症例
の母体搬送も数多い。対象疾患は、新生児外科症例を含めほぼ全
てを網羅し、幅広い症例を経験できる。

•循環器疾患領域では、年間100件以上の先天性心疾患の手術件
数があり、小児心臓血管外科医とともに周術期管理を行ってい
る。また胎児心臓病超音波検査施設に認定されており、数少ない
小児カテーテルアブレーション治療が可能な施設でもある。先天
性心疾患の診断、病態把握、治療、周術期管理、川崎病の診断と急
性期治療、小児心不全治療、小児不整脈の診断と治療を理解・習得
し、川崎病の冠動脈エコー検査、先天性心疾患 のエコー検査、心
臓カテーテル検査などについて習得することができる。 

•消化器領域では腹部疾患全般において、腹部X線、超音波、CTな
どによる画像診断の学習ができる。また、乳児肥厚性幽門狭窄症
の診断と治療や、腸重積の診断と超音波整復は古くから当施設で
は実施している。同時に急性腹症に対する診断と治療、炎症性腸
疾患や慢性肝疾患に対する超音波、消化管内視鏡、肝生検なども
施行していて、炎症性腸疾患、硬化性胆管炎、代謝疾患を含めた慢
性肝胆膵疾患についても経験することができる。人工補助肝療法
や血球除去療法などの浄化療法も必要に応じて施行している。　
また、当科では超音波、消化管内視鏡、肝生検なども小児消化器医
自身が全例施行し、現在も超音波専門医、指導医、小児消化器病専
門医が診療に従事しており、種々の疾患が経験でき、画像診断な
どの手技についても修練できる。

•血液・腫瘍領域では、白血病・悪性リンパ腫を含む各種血液疾患か
ら固形がん全般にわたる小児血液腫瘍領域すべての疾患につい
て診療を行っており、小児血液腫瘍医としての総合的な研修が行
える。日本小児がん研究グループ（JCCG）に属し、最新の治療研
究を行うように努めている。また血液内科と共に非血縁者間造血
幹細胞移植施設・骨髄採取施設に認定されている。日々の診療に
より、骨髄穿刺、骨髄生検、腰椎穿刺、髄腔内注射、中心静脈カテー
テル挿入などの基本手技を習得すること、輸血療法、抗がん剤治
療、造血幹細胞移植、免疫低下時の感染症治療などの知識を習得
することが可能である。

•神経疾患領域では、小児期に発症する神経疾患全般、発達遅延を
きたす症例、学校や日常生活に困難をきたす発達障害の症例を診
療しており、広い領域を網羅している。小児神経専門医認定施設・

てんかん学会認定研修施設でありスタンダードな診療技術を習
得できる。特にけいれん性疾患においては、ビデオ脳波同時モニ
タリングを用いた脳波分析による診断法を習得できる。またLD
センターでは学習障害の診断や診療を10余年にわたって行って
おり、小児の高次機能分析の最先端を学べる。研修で経験した症
例を論文化することにも重点をおいており、アカデミックな研修
環境を目指している。

•アレルギー疾患領域では小児気管支喘息や、食物アレルギー、ア
トピー性皮膚炎等を診療している。小児科診療においてアレルギ
ー性疾患は感染症についで多いcommonな疾患である。気管支
喘息ではモストグラフを含む呼吸機能検査を、食物アレルギーで
は食物負荷試験や緩徐型免疫寛容誘導（いわゆる経口減感作療
法）を施行しており、診療ガイドラインに基づき、精密かつ個々の
状況に合った診療・管理指導を取得できる。

•小児リウマチ性疾患（若年性特発性関節炎・SLE・若年性皮膚筋
炎など）領域では、希少疾患であり成人とは異なった病態生理を
示すため、基点病院として専門診療を行っている。慢性の全身疾
患かつ思春期発症が多く、内科・眼科・皮膚科・整形外科・リハビリ
テーション科等他科および心理士・ソーシャルワーカー等と連携
した綿密な診療を習得できる。小児の関節エコーは専門医指導の
もと読影・実技を行う事ができる。

•腎臓疾患領域では、検尿沈査の見方から腎生検に至るまで、正確
な診断を下すための検査ツール（検尿沈査の読み方、腎臓を観察
するための腹部超音波検査、MRIやVCUG、DIP、CT、などレント
ゲン検査、DMSAシンチやレノグラムなどの核医学検査、腎生
検、生検組織標本の病理診断など）を的確に選択、実践し、結果を
正確に判読する。この検査結果に基づく正確な診断をもとにエビ
デンスに基づく治療法を選択している。末期腎不全患児に対して
は在宅腹膜透析管理や腎移植など各関連科と協調し腎代替療法
を導入している。これらの手技、診断のアルゴリズム、治療法選択
が習得できる。

•心身症疾患領域では、起立性調節障害の診断に必要なフィナプレ
ス起立試験検査法や、自律神経機能評価法を習得できる。臨床心
理士による治療介入もしており、心理テストの解釈や心理療法の
習得もできる。また、軽度発達障害の診療および治療法について
も習得できる。他に関西医大とともに野外キャンプによる不登校
への治療介入も行っており参加もできる。

•内分泌代謝疾患領域では、間脳・下垂体疾患、甲状腺疾患、副腎疾
患や1型および2型糖尿病、肥満症、拒食症、夜尿症などの診療を
行っている。生活習慣病に関しては行政と連携し検診事業に参加
できる。また、1型糖尿病のサマーキャンプに参加でき、病態の理
解に加え、患者家族、学校関係者、多職種医療関係者との交流を経
験し、全人的医療を学ぶことができる。糖尿病、肥満症については
小児科では数少ない学会認定教育施設となっている。

研修内容



消化管造影検査 腎生検 NICUの風景

15 小児科、新生児科

　本プログラムは小児科（科長：芦田明）および新生児科（科長：荻原享）の合同プログラムであり、「小児医療の水準向上・進歩発展を図り、小
児の健康増進および福祉の充実に寄与する優れた小児科専門医を育成する」ことを目的とし、一定の専門領域に偏ることなく、幅広く研修し
ます。専攻医は「小児科医は子どもの総合医である」という基本的姿勢に基づいて３年間の研修を行い、「子どもの総合診療医」「育児・健康支
援者」「子どもの代弁者」「学識・研究者」「医療のプロフェッショナル」の５つの資質を備えた小児科専門医となることをめざします。また、日
本小児科学会の定めた「小児科医の到達目標」の獲得を目指して研修を行います。到達度の自己評価と指導医からのアドバイスを受けるため
に、「小児科専門研修手帳」を常に携帯し、定期的に振り返りながら研修を進めます。
　専門研修３年間のうち２年は大阪医科薬科大学病院一般病棟で感染症・呼吸器疾患・内分泌代謝疾患・心身症・血液腫瘍疾患・アレルギー疾
患・膠原病・消化器疾患・腎泌尿器疾患・循環器疾患・神経疾患を担当医として研修し、周産期センターNICUで新生児疾患・先天異常疾患を６
か月研修します。残る１年間は連携病院でそれぞれ担当医として研修します。３年間を通じ、外来での乳児健康診査と予防接種などの小児保
健・社会医学の研修と救急疾患の対応を担当医として研修します。なお、重症心身障害児医療は、大学附属病院研修期間中に高槻市立療育園、
西宮市立わかば園、藍野療育園で学ぶことができます。これらの研修を通じ、新生児から幼児期、学童期、思春期に至る小児および小児期から
の疾患でキャリーオーバーした成人に至るまでを対象に健康小児の検診健康診査から小児救急医療にわたる小児に関する総合診療を習得
することを目的にしています。
　また、日常の臨床から得られる様々な疑問を深く掘り下げ、臨床研究が可能なレベルまで指導を受けることができます。具体的には、学会
報告や症例報告、臨床研究から論文作成を積極的に行います。小児科専門医は初期研修修了後３年の研修で受験可能であり、その到達目標を
達成することを目的としています。

　週間スケジュール
月

病棟 病棟 一般外来 病棟

8:00～9:00

9:00～12:00

12:00～13:00

13:00～17:00

17:00～17:30
17:30～19:00

火

抄読会

医局会

水

受け持ち患者の把握（8:30～9:00）

木

総回診 チーム回診 チーム回診
患者申し送り

各専門グループカンファレンス（下記参照）、 指導医とともにふりかえり（1／月）
当直（1／週）

チーム回診

金 土・日

症例検討会

入退院報告

一般外来
学生の指導

週末日直
（2／月）

第2・4土および
日・祝日は休診

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

病棟
学生の指導

チーム回診

病棟
学生の指導

合同勉強会（年3回）
各種研究会

各専門グループカンファレンス
新生児G　周産期カンファレンス（月曜日17:00～）
血液G　小児血液・腫瘍グループカンファレンス（火曜日17:30～）
　　　　幹細胞移植カンファレンス（金曜日　15:30～）
循環器G　小児循環器合同カンファレンス（木曜日18:00～）
　　　　   心臓カテーテルカンファレンス（木曜日19:00～）

神経G　神経病棟カンファレンス（月曜日17:00～）
消化器G　消化器カンファレンス（月曜日17:00～）
膠原病・アレルギーG　膠原病・アレルギーカンファレンス
　　　　　　　　　　（水曜日18:00～）
心身症G　心身症カンファレンス（隔週月曜日17:00～）
腎臓G　腎臓グループカンファレンス（火曜日17:00～）

血液・腫瘍グループカンファレンス風景 膠原病グループカンファレンス風景小児循環器合同カンファレンス風景

後期研修プログラムの概要・特徴・研修方法・研修内容

NICUを含めた複数のユニットをローテートすることができる。
•大阪医科薬科大学周産期センターは新生児医療黎明期の開設以

来30年を越える歴史があり、現在では、400g未満の症例を含め
て、在胎週数28週未満、出生体重1000g未満の超早産超低出生
体重児の生存退院率は95％近くに達し、大学病院付属の周産期
センターとしては、全国屈指の施設の一つである。日本周産期新
生児医学会の新生児専門医基幹施設であると共に、OGCS（大阪
産婦人科相互援助システム）の基幹病院でもあり、胎児診断症例
の母体搬送も数多い。対象疾患は、新生児外科症例を含めほぼ全
てを網羅し、幅広い症例を経験できる。

•循環器疾患領域では、年間100件以上の先天性心疾患の手術件
数があり、小児心臓血管外科医とともに周術期管理を行ってい
る。また胎児心臓病超音波検査施設に認定されており、数少ない
小児カテーテルアブレーション治療が可能な施設でもある。先天
性心疾患の診断、病態把握、治療、周術期管理、川崎病の診断と急
性期治療、小児心不全治療、小児不整脈の診断と治療を理解・習得
し、川崎病の冠動脈エコー検査、先天性心疾患 のエコー検査、心
臓カテーテル検査などについて習得することができる。 

•消化器領域では腹部疾患全般において、腹部X線、超音波、CTな
どによる画像診断の学習ができる。また、乳児肥厚性幽門狭窄症
の診断と治療や、腸重積の診断と超音波整復は古くから当施設で
は実施している。同時に急性腹症に対する診断と治療、炎症性腸
疾患や慢性肝疾患に対する超音波、消化管内視鏡、肝生検なども
施行していて、炎症性腸疾患、硬化性胆管炎、代謝疾患を含めた慢
性肝胆膵疾患についても経験することができる。人工補助肝療法
や血球除去療法などの浄化療法も必要に応じて施行している。　
また、当科では超音波、消化管内視鏡、肝生検なども小児消化器医
自身が全例施行し、現在も超音波専門医、指導医、小児消化器病専
門医が診療に従事しており、種々の疾患が経験でき、画像診断な
どの手技についても修練できる。

•血液・腫瘍領域では、白血病・悪性リンパ腫を含む各種血液疾患か
ら固形がん全般にわたる小児血液腫瘍領域すべての疾患につい
て診療を行っており、小児血液腫瘍医としての総合的な研修が行
える。日本小児がん研究グループ（JCCG）に属し、最新の治療研
究を行うように努めている。また血液内科と共に非血縁者間造血
幹細胞移植施設・骨髄採取施設に認定されている。日々の診療に
より、骨髄穿刺、骨髄生検、腰椎穿刺、髄腔内注射、中心静脈カテー
テル挿入などの基本手技を習得すること、輸血療法、抗がん剤治
療、造血幹細胞移植、免疫低下時の感染症治療などの知識を習得
することが可能である。

•神経疾患領域では、小児期に発症する神経疾患全般、発達遅延を
きたす症例、学校や日常生活に困難をきたす発達障害の症例を診
療しており、広い領域を網羅している。小児神経専門医認定施設・

てんかん学会認定研修施設でありスタンダードな診療技術を習
得できる。特にけいれん性疾患においては、ビデオ脳波同時モニ
タリングを用いた脳波分析による診断法を習得できる。またLD
センターでは学習障害の診断や診療を10余年にわたって行って
おり、小児の高次機能分析の最先端を学べる。研修で経験した症
例を論文化することにも重点をおいており、アカデミックな研修
環境を目指している。

•アレルギー疾患領域では小児気管支喘息や、食物アレルギー、ア
トピー性皮膚炎等を診療している。小児科診療においてアレルギ
ー性疾患は感染症についで多いcommonな疾患である。気管支
喘息ではモストグラフを含む呼吸機能検査を、食物アレルギーで
は食物負荷試験や緩徐型免疫寛容誘導（いわゆる経口減感作療
法）を施行しており、診療ガイドラインに基づき、精密かつ個々の
状況に合った診療・管理指導を取得できる。

•小児リウマチ性疾患（若年性特発性関節炎・SLE・若年性皮膚筋
炎など）領域では、希少疾患であり成人とは異なった病態生理を
示すため、基点病院として専門診療を行っている。慢性の全身疾
患かつ思春期発症が多く、内科・眼科・皮膚科・整形外科・リハビリ
テーション科等他科および心理士・ソーシャルワーカー等と連携
した綿密な診療を習得できる。小児の関節エコーは専門医指導の
もと読影・実技を行う事ができる。

•腎臓疾患領域では、検尿沈査の見方から腎生検に至るまで、正確
な診断を下すための検査ツール（検尿沈査の読み方、腎臓を観察
するための腹部超音波検査、MRIやVCUG、DIP、CT、などレント
ゲン検査、DMSAシンチやレノグラムなどの核医学検査、腎生
検、生検組織標本の病理診断など）を的確に選択、実践し、結果を
正確に判読する。この検査結果に基づく正確な診断をもとにエビ
デンスに基づく治療法を選択している。末期腎不全患児に対して
は在宅腹膜透析管理や腎移植など各関連科と協調し腎代替療法
を導入している。これらの手技、診断のアルゴリズム、治療法選択
が習得できる。

•心身症疾患領域では、起立性調節障害の診断に必要なフィナプレ
ス起立試験検査法や、自律神経機能評価法を習得できる。臨床心
理士による治療介入もしており、心理テストの解釈や心理療法の
習得もできる。また、軽度発達障害の診療および治療法について
も習得できる。他に関西医大とともに野外キャンプによる不登校
への治療介入も行っており参加もできる。

•内分泌代謝疾患領域では、間脳・下垂体疾患、甲状腺疾患、副腎疾
患や1型および2型糖尿病、肥満症、拒食症、夜尿症などの診療を
行っている。生活習慣病に関しては行政と連携し検診事業に参加
できる。また、1型糖尿病のサマーキャンプに参加でき、病態の理
解に加え、患者家族、学校関係者、多職種医療関係者との交流を経
験し、全人的医療を学ぶことができる。糖尿病、肥満症については
小児科では数少ない学会認定教育施設となっている。

研修内容



私の夢は小児科医になること
　私は、小児科医になると学生の時から決めてい
たため、大阪医科薬科大学の小児重点コースで初
期研修をさせていただきました。大阪医科薬科大
学の小児科は腎臓班、循環器班、血液斑、神経斑、
消化器班、心身症・内分泌斑、膠原病班、新生児新
生児の８のグループで構成されています。初期研
修の期間にこれらのグループを順に回ることで、

大学病院でしか経験できないような珍しい症例を専門分野に偏りなく経験
することができました。また、平日の午後に予約時間外の患者の外来診療を
上級医の指導の下でさせていただく機会もあり、大変勉強になりました。
ほとんどの初期研修医は外来診療をする機会は少ないため、後期研修に進
むに当たり外来診療の経験は貴重であると考えます。
　初期研修を終え、後期研修医として大阪医科薬科大学の小児科医局に入
局を決めた理由は、専門グループが多いことの他、医局の先生方や病棟・外
来看護師さんたちの雰囲気がとても良く働きやすく感じたことも大きいで
す。スタッフ同士とても仲が良く、グループを越えて診療内容の相談をした
り、入院中の子どもの様子を看護師さんから報告を受けたりなど情報共有
をしやすい環境となっています。
　小児科が大変そう、病気の子どもを見るのは辛いと敬遠されがちですが、
病気で苦しそうにしていた子供が元気になって退院していく姿を見ること
はとてもやりがいを感じることができます。入院中の子どもも明るく治療
に励んでいるため、医療者側が元気をもらうこともたびたびあります。小児
科に少しでも興味のある方は一度見学にいらしてください。

大学院における研究活動

15 小児科、新生児科

　臨床的現象に即した問題提起と、基礎的根拠に立脚した問題解決
への挑戦。
　小児科には内科と同じようにほぼすべての領域を、しかも単独の
科でカバーしている上に、特殊な新生児の領域も含んでいる。発達
期にみられる臨床課題をテーマにして、指導医のもとに研究計画立
案し、実行するように指導している。発展すれば国内外の研究施設
との交流も行なっている。

❶芦田 明、松村 英樹、藤井 裕子／小児腎臓学研究
フリーラジカル関連腎臓疾患の病態解明
　ネフローゼモデルラットや急性腎不全モデルラットを作成し、各
種酸化ストレスマーカーの測定やミトコンドリアの質的障害の比
較し、発症機序を解明している。
❷瀧谷 公隆／小児栄養学、ビタミン学研究
ⓐ脂溶性ビタミンの生体内濃度調節の解明
ⓑ母乳分泌の調節機構
　授乳時期により母乳成分構成は異なるが、乳腺細胞における脂
質、タンパク質合成機構は不明である。我々は乳腺組織において、母
乳分泌に関与する遺伝子群を同定した。現在、その遺伝子群の発現
機構を検討中である。
❸島川 修一、北原 光／小児神経学研究
　学修困難をきたす小児の病態解明：読み書き困難、漢字書字困難、
計算困難、板書が困難、書字の乱れなど学修困難状態は様々あるが、
これらを認知的に病態解明している。
　超早産児の認知機能：超早産児は知的水準に問題がなくても、一
般と比べ認知機能に特徴を有し、学修困難をきたす児が多い。これ
らを認知的に病態解明している。
　痙攣性疾患の長期経過観察研究：熱誠痙攣など予後の良いと考え
られる疾患でも、実際の経年的な経過はよくわかっていないことが
多い。痙攣性疾患をきたした児の経年的な経過を調査する多施設共
同研究を行っている。
❹荻原 享、山岡 繁夫、安井 昌子／新生児学研究
　早産児の主要な死亡原因の一つである新生児慢性肺疾患を対象
として、多方面から研究を続けている。これまでの成果はNelsonの
小児科学、Averyの新生児学などの教科書やLancet等の総説に数多
く引用されている。最近は、細胞内活性酸素発生源として最も重要な
NADPH oxidase、炎症収束性脂質メディエーター、非ステロイド
性レセプター修飾物質およびprostagrandin F2 a receptor阻害
剤などの効果を検討している。また、早産と腎機能、早産児の運動発
達についても研究を進行中である。

❺梶 恵美里、余田 篤／小児消化器病学研究
ⓐ小児炎症性腸疾患の病態と治療法
ⓑ小児消化管の粘膜免疫と炎症
ⓒ小児炎症性腸疾患の超音波機器を使った早期診断と機能評価
ⓓ超音波機器を使った消化管粘膜の機能解析
❻吉田 誠司／心身症・自律神経研究
　心身症・自律神経グループは、子どものこころの診療方法の開発
について心身両面から研究している。とくに、ハイテク装置を導入
した脳循環、体循環のリアルタイム解析と生体リズムや生体ゆらぎ
を用いて、子どものこころの状態との関係を明らかにしている。
❼卜部 馨介、瀧谷 公隆／小児血液腫瘍学研究
腫瘍細胞における細胞死誘導機序解析
　急性前骨髄球性白血病患者におけるレチノイン酸薬物動態、白血
病及び神経芽腫細胞株における新規レチノイド化合物のアポトー
シス誘導機序やエピジェネティクス機構の解明などを中心に臨床
研究／基礎研究を進めている。
❽岸 勘太、尾崎 智康、小田中 豊／小児循環器学研究
ⓐ小児肺高血圧症に対する薬物治療の効果（高肺血流型肺高血圧、

慢性肺疾患、Down症候群）
ⓑ小児起立性低血圧、肥満児、川崎病患者における血管内皮機能の

検討
ⓒ川崎病罹患患者の動脈硬化の検討およびビタミンEの内服効果

の検討
ⓓ小児心不全患者におけるビタミンDの測定
ⓔ川崎病急性期におけるバイオマーカー測定およびその臨床的意

義の検討
ⓕ川崎病急性期における心筋機能障害の心エコーによる評価
　（2D speckletrackingをメインに）
ⓖ小児肺高血圧症に対する左室機能の心エコーによる評価
❾大関 ゆか、杉田 侑子／小児膠原病・アレルギー学研究                   
ⓐ小児リウマチ性疾患および小児アレルギー性疾患における心理

社会的因子が及ぼす影響とストレスマネージメントの有用性
ⓑ小児リウマチ性疾患における関節エコーの有用性
ⓒ小児リウマチ性疾患における新たなバイオマーカーの検討
ⓓ小児食物アレルギー患者における免疫寛容のメカニズムと治療

への応用
黒柳裕一、高谷 竜三／小児内分泌・糖尿病研究
ⓐ小児肥満症の疫学
ⓑ肥満小児のbody image
ⓒ身長による肥満度の補正
ⓓ超音波による高尿酸血症の関節評価
ⓔ肥満・糖尿病に対する効果的な医療面接（動機付け面接）

先輩医師のコメント

幹細胞移植カンファレンス（毎週金曜日　15:30～）参加者：
小児科医師、血液内科医師、リハビリ科医師、口腔外科医師、病
棟薬剤師、理学・作業療法士、病棟看護師、リエゾン看護師
キャンサーボード（毎月第1木曜日　18:00～、症例に合わ
せて）参加者：小児科医師、化学療法科医師、呼吸器内科医師、
消化器内科医師、関連各外科医師、放射線科医師、病理部医師、
がん専門薬剤師
小児循環器合同カンファレンス（毎週木曜日18:00～）参加
者：小児科医師、小児心臓外科医、麻酔科医、臨床工学士、ICU,
病棟看護師、高槻病院小児科医、関西医科大学小児科医
神経カンファレンス　参加者：大阪医科薬科大学小児科研修
連携施設
膠原病抄読会（2回／月、火曜日夕方）　 リウマチ・膠原病内
科と小児科医師の合同抄読会
免疫・アレルギーカンファレンス（第4火曜日19:00～）参加
者：大阪医科薬科大学関連病院小児科医師、呼吸器内科医師、
耳鼻科医師
心身症自律神経カンファレンス（1回／年）参加者：大阪医科
薬科大学小児科関連施設医師、臨床心理士

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

　NICUを含むすべてのユニットをローテートして、総合医である
小児科医としての診療技術を向上させる。小児科専門医を取得でき
る症例を経験するだけではなく、症例発表を行い、論文作成を行う。

研修内容と到達目標

　小児科専門医、小児神経専門医、てんかん専門医、消化器病専門
医、内分泌専門医、リウマチ専門医、血液専門医、小児血液・がん専門
医、腎臓専門医、感染症専門医、アレルギー専門医、新生児専門医、臨
床遺伝専門医、小児循環器専門医、漢方専門医、心身医学会専門医、
超音波専門医、内視鏡専門医、救急専門医

取得できる専門医

　日本小児科学会／日本未熟児新生児学会／日本小児循環器学会
／日本小児神経学会／日本小児血液・がん学会／日本小児アレルギ
ー学会／日本小児腎臓病学会／日本小児内分泌学会／日本小児感
染症学会／日本小児栄養消化器肝臓学会／日本小児心身医学会／
日本小児臨床薬理学会／日本小児精神神経学会／日本小児救急医
学会／日本小児リウマチ学会／日本小児放射線学会／日本周産期・
新生児学会／日本てんかん学会／日本肥満学会など

参加学会
　大阪労災病院／市立ひらかた病院／済生会吹田病院／済生会茨
木病院／高槻赤十字病院／清恵会病院／北摂総合病院／八尾徳州
会病院／第2協立病院／第1東和会病院／田中病院／サンタマリア
病院／西宮市立わかば園

主なる関連病院関連診療科との定期的な症例検討会など

腹部超音波検査、消化管内視鏡検査、心臓超音波検査、心臓カテーテ
ル検査、アレルギー負荷試験、関節超音波検査、骨髄穿刺、腎生検、腰
椎穿刺、内分泌負荷試験、起立負荷試験、周波数解析による自律神経
機能評価

ハンズオンセミナー

久保 敦子　2020年度レジデント

指導体制や専門分野の広さ
医局の雰囲気の良さ
　私は初期研修中に血液内科か小児科のどちら
に進むか迷っていましたが、疾患だけでなく発
達も見ることができることに興味を持ち小児科
を選択しました。また、実際に当院小児科での初
期研修を経験し、大きな魅力を感じたため入局
いたしました。当科は専門分野ごとに8つのグ

ループがあり、グループごとに専門性の高い症例を見ることができます。
その一方で、一般的な症例も多くどのグループを回っていても一般小児も
学ぶことができました。最近は一般小児の初期対応を行える時間外当番制
度が始まり、上級医から細やかなフィードバックがあるため、どのように
診療を行うべきなのか非常に勉強になりました。また、診療業務とは別に
研修医やレジデントのための各グループの先生が勉強会を開いてくださ
ることがあり、外してはいけないポイントや注意すべきことなどを教えて
いただけます。
　医局に関して言えば、出身がさまざまで個性豊かな先生方が多いお陰で
雰囲気が非常によく、仕事のことは勿論、それ以外のことでも気軽に相談
できると思います。複雑な病態や珍しい疾患でディスカッションが必要で
あっても医局内で完結できることが多く、フットワークが非常に軽いため
迅速に対応されています。上級医の先生方のこういった姿を見ていると、
そうなれるように精進していかないといけないと意欲が湧いてきます。
　ほかにも当科の魅力はありますが、紙面には書ききれません。是非一度
見学に来てください。来ていただければ魅力を感じていただけると思いま
す。お待ちしております。

萱谷 理秀　2020年度レジデント

多彩な専門グループで学べる
環境が決め手でした
　私が当院小児科での研修を希望した1番の理
由はたくさんの専門グループがあることです。
この1年間はそれぞれの専門グループを2か月
ずつローテートし、様々な疾患をもつ子供たち
の診療に携わることができました。大学病院な
らではの希少な疾患も多く小児科を始めたばか

りの私にとって難しい経験もありましたが、上級医の先生方にいつでも相
談できる環境で、日々学ぶことがたくさんあります。専門グループが多い
当院小児科ですが、グループ間で意見交換する機会も多く、診断がまだわ
からない疾患に対して、専門家の先生方が異なった側面から原因を突き止
めるためのアプローチをしている場面を肌で感じることができます。私自
身は1年間のローテートを経て、消化器疾患に興味を持ち、専門グループと
しては消化器グループに進むことに決めました。

　また、大学病院としては珍しく、感染症など小児科の一般的な疾患につい
ても診療の機会が多いことも当院小児科の特色だと思います。これらの疾
患の子どもたちを診療できることは、小児科医として歩み始めたばかりの
私たちにとって、救急対応や普段の診察に直結していることが実感できる
貴重な場面だと思います。
　当院小児科での研修を開始しまだ1年ですが、医局や病棟の雰囲気はと
ても暖かく、毎日楽しく研修しています。みなさん、大阪医科薬科大学小児
科でこどもたちのために一緒に働きましょう。

西本 聡美　2019年度レジデント

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望



私の夢は小児科医になること
　私は、小児科医になると学生の時から決めてい
たため、大阪医科薬科大学の小児重点コースで初
期研修をさせていただきました。大阪医科薬科大
学の小児科は腎臓班、循環器班、血液斑、神経斑、
消化器班、心身症・内分泌斑、膠原病班、新生児新
生児の８のグループで構成されています。初期研
修の期間にこれらのグループを順に回ることで、

大学病院でしか経験できないような珍しい症例を専門分野に偏りなく経験
することができました。また、平日の午後に予約時間外の患者の外来診療を
上級医の指導の下でさせていただく機会もあり、大変勉強になりました。
ほとんどの初期研修医は外来診療をする機会は少ないため、後期研修に進
むに当たり外来診療の経験は貴重であると考えます。
　初期研修を終え、後期研修医として大阪医科薬科大学の小児科医局に入
局を決めた理由は、専門グループが多いことの他、医局の先生方や病棟・外
来看護師さんたちの雰囲気がとても良く働きやすく感じたことも大きいで
す。スタッフ同士とても仲が良く、グループを越えて診療内容の相談をした
り、入院中の子どもの様子を看護師さんから報告を受けたりなど情報共有
をしやすい環境となっています。
　小児科が大変そう、病気の子どもを見るのは辛いと敬遠されがちですが、
病気で苦しそうにしていた子供が元気になって退院していく姿を見ること
はとてもやりがいを感じることができます。入院中の子どもも明るく治療
に励んでいるため、医療者側が元気をもらうこともたびたびあります。小児
科に少しでも興味のある方は一度見学にいらしてください。

大学院における研究活動

15 小児科、新生児科

　臨床的現象に即した問題提起と、基礎的根拠に立脚した問題解決
への挑戦。
　小児科には内科と同じようにほぼすべての領域を、しかも単独の
科でカバーしている上に、特殊な新生児の領域も含んでいる。発達
期にみられる臨床課題をテーマにして、指導医のもとに研究計画立
案し、実行するように指導している。発展すれば国内外の研究施設
との交流も行なっている。

❶芦田 明、松村 英樹、藤井 裕子／小児腎臓学研究
フリーラジカル関連腎臓疾患の病態解明
　ネフローゼモデルラットや急性腎不全モデルラットを作成し、各
種酸化ストレスマーカーの測定やミトコンドリアの質的障害の比
較し、発症機序を解明している。
❷瀧谷 公隆／小児栄養学、ビタミン学研究
ⓐ脂溶性ビタミンの生体内濃度調節の解明
ⓑ母乳分泌の調節機構
　授乳時期により母乳成分構成は異なるが、乳腺細胞における脂
質、タンパク質合成機構は不明である。我々は乳腺組織において、母
乳分泌に関与する遺伝子群を同定した。現在、その遺伝子群の発現
機構を検討中である。
❸島川 修一、北原 光／小児神経学研究
　学修困難をきたす小児の病態解明：読み書き困難、漢字書字困難、
計算困難、板書が困難、書字の乱れなど学修困難状態は様々あるが、
これらを認知的に病態解明している。
　超早産児の認知機能：超早産児は知的水準に問題がなくても、一
般と比べ認知機能に特徴を有し、学修困難をきたす児が多い。これ
らを認知的に病態解明している。
　痙攣性疾患の長期経過観察研究：熱誠痙攣など予後の良いと考え
られる疾患でも、実際の経年的な経過はよくわかっていないことが
多い。痙攣性疾患をきたした児の経年的な経過を調査する多施設共
同研究を行っている。
❹荻原 享、山岡 繁夫、安井 昌子／新生児学研究
　早産児の主要な死亡原因の一つである新生児慢性肺疾患を対象
として、多方面から研究を続けている。これまでの成果はNelsonの
小児科学、Averyの新生児学などの教科書やLancet等の総説に数多
く引用されている。最近は、細胞内活性酸素発生源として最も重要な
NADPH oxidase、炎症収束性脂質メディエーター、非ステロイド
性レセプター修飾物質およびprostagrandin F2 a receptor阻害
剤などの効果を検討している。また、早産と腎機能、早産児の運動発
達についても研究を進行中である。

❺梶 恵美里、余田 篤／小児消化器病学研究
ⓐ小児炎症性腸疾患の病態と治療法
ⓑ小児消化管の粘膜免疫と炎症
ⓒ小児炎症性腸疾患の超音波機器を使った早期診断と機能評価
ⓓ超音波機器を使った消化管粘膜の機能解析
❻吉田 誠司／心身症・自律神経研究
　心身症・自律神経グループは、子どものこころの診療方法の開発
について心身両面から研究している。とくに、ハイテク装置を導入
した脳循環、体循環のリアルタイム解析と生体リズムや生体ゆらぎ
を用いて、子どものこころの状態との関係を明らかにしている。
❼卜部 馨介、瀧谷 公隆／小児血液腫瘍学研究
腫瘍細胞における細胞死誘導機序解析
　急性前骨髄球性白血病患者におけるレチノイン酸薬物動態、白血
病及び神経芽腫細胞株における新規レチノイド化合物のアポトー
シス誘導機序やエピジェネティクス機構の解明などを中心に臨床
研究／基礎研究を進めている。
❽岸 勘太、尾崎 智康、小田中 豊／小児循環器学研究
ⓐ小児肺高血圧症に対する薬物治療の効果（高肺血流型肺高血圧、

慢性肺疾患、Down症候群）
ⓑ小児起立性低血圧、肥満児、川崎病患者における血管内皮機能の

検討
ⓒ川崎病罹患患者の動脈硬化の検討およびビタミンEの内服効果

の検討
ⓓ小児心不全患者におけるビタミンDの測定
ⓔ川崎病急性期におけるバイオマーカー測定およびその臨床的意

義の検討
ⓕ川崎病急性期における心筋機能障害の心エコーによる評価
　（2D speckletrackingをメインに）
ⓖ小児肺高血圧症に対する左室機能の心エコーによる評価
❾大関 ゆか、杉田 侑子／小児膠原病・アレルギー学研究                   
ⓐ小児リウマチ性疾患および小児アレルギー性疾患における心理

社会的因子が及ぼす影響とストレスマネージメントの有用性
ⓑ小児リウマチ性疾患における関節エコーの有用性
ⓒ小児リウマチ性疾患における新たなバイオマーカーの検討
ⓓ小児食物アレルギー患者における免疫寛容のメカニズムと治療

への応用
黒柳裕一、高谷 竜三／小児内分泌・糖尿病研究
ⓐ小児肥満症の疫学
ⓑ肥満小児のbody image
ⓒ身長による肥満度の補正
ⓓ超音波による高尿酸血症の関節評価
ⓔ肥満・糖尿病に対する効果的な医療面接（動機付け面接）

先輩医師のコメント

幹細胞移植カンファレンス（毎週金曜日　15:30～）参加者：
小児科医師、血液内科医師、リハビリ科医師、口腔外科医師、病
棟薬剤師、理学・作業療法士、病棟看護師、リエゾン看護師
キャンサーボード（毎月第1木曜日　18:00～、症例に合わ
せて）参加者：小児科医師、化学療法科医師、呼吸器内科医師、
消化器内科医師、関連各外科医師、放射線科医師、病理部医師、
がん専門薬剤師
小児循環器合同カンファレンス（毎週木曜日18:00～）参加
者：小児科医師、小児心臓外科医、麻酔科医、臨床工学士、ICU,
病棟看護師、高槻病院小児科医、関西医科大学小児科医
神経カンファレンス　参加者：大阪医科薬科大学小児科研修
連携施設
膠原病抄読会（2回／月、火曜日夕方）　 リウマチ・膠原病内
科と小児科医師の合同抄読会
免疫・アレルギーカンファレンス（第4火曜日19:00～）参加
者：大阪医科薬科大学関連病院小児科医師、呼吸器内科医師、
耳鼻科医師
心身症自律神経カンファレンス（1回／年）参加者：大阪医科
薬科大学小児科関連施設医師、臨床心理士

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

　NICUを含むすべてのユニットをローテートして、総合医である
小児科医としての診療技術を向上させる。小児科専門医を取得でき
る症例を経験するだけではなく、症例発表を行い、論文作成を行う。

研修内容と到達目標

　小児科専門医、小児神経専門医、てんかん専門医、消化器病専門
医、内分泌専門医、リウマチ専門医、血液専門医、小児血液・がん専門
医、腎臓専門医、感染症専門医、アレルギー専門医、新生児専門医、臨
床遺伝専門医、小児循環器専門医、漢方専門医、心身医学会専門医、
超音波専門医、内視鏡専門医、救急専門医

取得できる専門医

　日本小児科学会／日本未熟児新生児学会／日本小児循環器学会
／日本小児神経学会／日本小児血液・がん学会／日本小児アレルギ
ー学会／日本小児腎臓病学会／日本小児内分泌学会／日本小児感
染症学会／日本小児栄養消化器肝臓学会／日本小児心身医学会／
日本小児臨床薬理学会／日本小児精神神経学会／日本小児救急医
学会／日本小児リウマチ学会／日本小児放射線学会／日本周産期・
新生児学会／日本てんかん学会／日本肥満学会など

参加学会
　大阪労災病院／市立ひらかた病院／済生会吹田病院／済生会茨
木病院／高槻赤十字病院／清恵会病院／北摂総合病院／八尾徳州
会病院／第2協立病院／第1東和会病院／田中病院／サンタマリア
病院／西宮市立わかば園

主なる関連病院関連診療科との定期的な症例検討会など

腹部超音波検査、消化管内視鏡検査、心臓超音波検査、心臓カテーテ
ル検査、アレルギー負荷試験、関節超音波検査、骨髄穿刺、腎生検、腰
椎穿刺、内分泌負荷試験、起立負荷試験、周波数解析による自律神経
機能評価

ハンズオンセミナー

久保 敦子　2020年度レジデント

指導体制や専門分野の広さ
医局の雰囲気の良さ
　私は初期研修中に血液内科か小児科のどちら
に進むか迷っていましたが、疾患だけでなく発
達も見ることができることに興味を持ち小児科
を選択しました。また、実際に当院小児科での初
期研修を経験し、大きな魅力を感じたため入局
いたしました。当科は専門分野ごとに8つのグ

ループがあり、グループごとに専門性の高い症例を見ることができます。
その一方で、一般的な症例も多くどのグループを回っていても一般小児も
学ぶことができました。最近は一般小児の初期対応を行える時間外当番制
度が始まり、上級医から細やかなフィードバックがあるため、どのように
診療を行うべきなのか非常に勉強になりました。また、診療業務とは別に
研修医やレジデントのための各グループの先生が勉強会を開いてくださ
ることがあり、外してはいけないポイントや注意すべきことなどを教えて
いただけます。
　医局に関して言えば、出身がさまざまで個性豊かな先生方が多いお陰で
雰囲気が非常によく、仕事のことは勿論、それ以外のことでも気軽に相談
できると思います。複雑な病態や珍しい疾患でディスカッションが必要で
あっても医局内で完結できることが多く、フットワークが非常に軽いため
迅速に対応されています。上級医の先生方のこういった姿を見ていると、
そうなれるように精進していかないといけないと意欲が湧いてきます。
　ほかにも当科の魅力はありますが、紙面には書ききれません。是非一度
見学に来てください。来ていただければ魅力を感じていただけると思いま
す。お待ちしております。

萱谷 理秀　2020年度レジデント

多彩な専門グループで学べる
環境が決め手でした
　私が当院小児科での研修を希望した1番の理
由はたくさんの専門グループがあることです。
この1年間はそれぞれの専門グループを2か月
ずつローテートし、様々な疾患をもつ子供たち
の診療に携わることができました。大学病院な
らではの希少な疾患も多く小児科を始めたばか

りの私にとって難しい経験もありましたが、上級医の先生方にいつでも相
談できる環境で、日々学ぶことがたくさんあります。専門グループが多い
当院小児科ですが、グループ間で意見交換する機会も多く、診断がまだわ
からない疾患に対して、専門家の先生方が異なった側面から原因を突き止
めるためのアプローチをしている場面を肌で感じることができます。私自
身は1年間のローテートを経て、消化器疾患に興味を持ち、専門グループと
しては消化器グループに進むことに決めました。

　また、大学病院としては珍しく、感染症など小児科の一般的な疾患につい
ても診療の機会が多いことも当院小児科の特色だと思います。これらの疾
患の子どもたちを診療できることは、小児科医として歩み始めたばかりの
私たちにとって、救急対応や普段の診察に直結していることが実感できる
貴重な場面だと思います。
　当院小児科での研修を開始しまだ1年ですが、医局や病棟の雰囲気はと
ても暖かく、毎日楽しく研修しています。みなさん、大阪医科薬科大学小児
科でこどもたちのために一緒に働きましょう。

西本 聡美　2019年度レジデント

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望



氏 名（職 掌） 専 門 医 専門分野

16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科
Obstetrics and Gynecology

16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科

●教室（診療科）の特色●

初期研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

　産婦人科必修研修では臨床医に必要な全般的な医療知識・技能を学びます。そして産婦人科診療の基礎と産婦人科救急の対応など下記到
達目標を達成するために、各領域での担当医として治療に関わってもらうことで、基本的な産婦人科の知識を学びます。また、必修研修に加
えて産婦人科研修を選択（2か月以上）した場合や産婦人科重点コースでは基本的な産科的技術・知識習得に加えて、より実践的な手技を習得
することにより後期研修（産婦人科専門医）へつながる研修を行います。

　産婦人科学教室では、不妊、周産期、内視鏡、腫瘍、女性予防医学／排尿・骨盤再建のグループに分けているのが特徴です。それぞれの分野の講師以
上のスタッフの管理のもと、グループ毎にカンファレンスを行い診療・研究に切磋琢磨しています。研究の進捗状況は、毎月開かれる教室員全体の
リサーチカンファレンスで、グループ毎に発表し議論しています。また、各グループ間の垣根をなくし、興味のあるグループの研究やカンファレン
スにも参加できるようにし、様々な分野に対し興味を持ってもらえるようにしています。そして、それぞれの分野のサブスペシャリティーの育成も
大変重要で、生殖医療専門医、周産期専門医、腹腔鏡技術認定医、婦人科腫瘍専門医、臨床細胞学会指導医等の専門医が指導医として、後輩の指導を
行っています。また、教室の雰囲気は明るく、全体が家庭的です。毎週行われる症例検討会では、時々厳しい質問や意見が飛びますが、教室員全員が
各症例に対して活発に議論しています。

●産婦人科の最近の取り組み●
婦人科・腫瘍科
　当科の取り組みとして低侵襲悪性腫瘍手術を目的とした子宮体癌、子宮頚癌に対して腹
腔鏡下手術を行っています。全国の大学病院の中でもトップクラスの症例数があります。さ
らに2016年からは子宮悪性腫瘍に対してダヴィンチによるロボット支援下手術も行って
います。さらに様々な臨床研究を行っており日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG ）など全国
的な臨床研究グループにも参加しています。
産科生殖医学科
　ハイリスク妊娠（合併症妊娠、多胎妊娠、切迫早産、前期破水、妊娠高血圧症候群、前置胎盤
など）やハイリスク分娩・産褥に対応するため、分娩監視装置、超音波診断装置、呼吸循環モ
ニター、人工呼吸器などの機器を備え、主として産科のスタッフが 24時間体制で治療を行
う設備であるMFICU（母体胎児集中治療室）を平成23年に新規開設しました。それにより安全・安心で充実した受け入れ体制が整ったことから、
今後も更に母体搬送依頼が増えると予想されますが、出来る限り受け入れる事ができる様、カンファレンスを随時行い、スタッフ一同連携し頑張
っています。不妊症患者の不妊治療では、高度生殖補助医療まで行っています。また、若年男女がん患者の妊孕能温存治療として、男性がん患者で
は精子凍結保存、女性がん患者では卵子・胚凍結保存も積極的に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学産婦人科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/gyn/

●教室（診療科）指導医・上級医●
　女性のトータルサポートを目指して、不妊をはじめとする生殖内分泌学から正常妊娠・様々な合併症を伴うHigh risk妊娠・分娩を取り扱う周
産期学、子宮筋腫・卵巣嚢腫や初期子宮癌に対する内視鏡下手術、子宮癌・卵巣癌をはじめとする婦人科腫瘍学、更年期障害、骨粗鬆症、動脈硬化、
尿失禁など女性予防医学／排尿・骨盤再建学と多岐にわたる分野を幅広く、そして深く臨床、研究に取り組んでいる教室です。
　当院では、MFICU6床、産科15床、婦人科40床の計61床を有しています。また周産期センター開設以来、地域周辺医療機関の搬送病院（大阪府
母体救急搬送システム：OGCS）として年間約170件と大阪府下でもトップクラスの緊急母体搬送を受けており、様々な合併症を伴うハイリス
ク妊娠・分娩の症例の管理・治療を学ぶことができます。婦人科においては、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍など良性腫瘍の約9割の年間約200
例を内視鏡下手術（腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術）で対応しています。また、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌など婦人科悪性腫瘍では、年間200例を超
える全国上位の症例数を誇り、骨盤外科医としての解剖や知識、技術を習得でき、婦人科腫瘍の特徴である、診断から手術療法、抗癌剤治療や放射
線治療などを組み合わせる集学的治療を学ぶことができます。

＜１年目＞
　臨床医として必要なプライマリケアとして、点滴挿入や静脈内注
射、全身の理学的診察、血液検査データの判読、術前検査、術後管理
などを担当医として、指導医の下で学ぶことが出来ます。さらに、産
婦人科領域のプライマリケアとして、女性特有の月経周期に関わる
症状の問診、内診の仕方、経腟超音波の使い方を学び、婦人科診察の
技能を習得出来る。また、分娩に関わる介助や産科救急への対応に
ついて、担当医として指導医のもとで研修します。また、当直を指導
医のもとで行うことで、産婦人科の救急対応についても研修するこ
とが出来ます。生殖医療においては、正常女性の内分泌的ホルモン
環境の基本知識を身につけ、不妊症例の診断と各種検査（子宮卵管
造影、内視鏡検査、精液検査、卵巣機能検査）の基礎を学びます。産科
ではPrimary careとしての分娩介助の習得および産科救急疾患の

知識と対応を習得します。婦人科良性腫瘍、良性疾患（子宮外妊娠、
付属器炎、内膜症、不妊症）においては、当科では約9割の症例で内
視鏡下手術を行っています。実際の内視鏡下手術として、腹腔鏡下
手術、子宮鏡下手術を経験することが出来ます。これらの手術手技
を学ぶために、教室には腹腔鏡下手術シュミレーション機器を置
き、常時手術の練習を行っています。腹部手術の基本手技から解剖
に則った骨盤外科手技を習得します。子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌に
おける、術前化学療法、手術療法（先進医療として認可された腹腔鏡
下子宮癌手術、広汎子宮全摘出術、傍大動脈リンパ節郭看術など）、
術後化学療法、放射線療法など集学的治療を学び、癌治療における
全般的な知識と治療経験を積むことが出来ます。症例検討会では、
担当した手術症例の報告と、新規症例のプレゼンテーション、CT、
MRIの読影、病理標本のプレゼンテーションを行います。

豊富な婦人科悪性腫瘍手術を経験することができる 指導風景

MFICU（母体胎児集中治療室）

大道 正英（おおみち まさひで）教授（科長）
■専門分野
　婦人科腫瘍学、婦人科内分泌学

■主な学会／専門医資格

　日本産科婦人科学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門医、癌治療認定医

■研究課題

　・ 人工エクソソームによる新たな子宮頚がん治療法の開発

　・ 卵巣静脈血中のエクソソーム測定による癌微小環境制御機構の解明

　・ 子宮癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関する研究

　・ 体性幹細胞を用いた新しい女性生殖器癌治療法及び組織再生治療法の開発

　・ 妊婦高血圧症妊婦、および妊娠高血圧腎症妊婦における血管内皮機能異常と治療による改善効果の検討

　・ 正常妊婦と周産期合併症を有する妊婦における、生活習慣の違いと多価不飽和脂肪酸の値の変化につい

　　ての検討

　・ 子宮内膜症および子宮内膜症関連卵巣癌の病態解明を目的とした遺伝子発現解析

　・ 卵巣機能低下不妊患者における経皮テストステロン前処置療法の有用性に関する検討

　・ 婦人科悪性腫瘍に対する治療がおよぼす生活習慣病・骨密度への影響に関する疫学研究

林　正美（准教授）

藤田太輔（講　師）

恒遠啓示（講　師）

佐々木 浩（講　師）

田中良道（講師（准））

田中智人（講師（准））

藤原聡枝（講師（准））

他助教7名

産婦人科専門医、生殖医療専門医

産婦人科専門医、周産期専門医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、癌治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、女性ヘルスケア専門医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

生殖内分泌学

周産期医学

婦人科腫瘍学

女性ヘルスケア、婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

研修内容と到達目標



氏 名（職 掌） 専 門 医 専門分野

16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科
Obstetrics and Gynecology

16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科

●教室（診療科）の特色●

初期研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

　産婦人科必修研修では臨床医に必要な全般的な医療知識・技能を学びます。そして産婦人科診療の基礎と産婦人科救急の対応など下記到
達目標を達成するために、各領域での担当医として治療に関わってもらうことで、基本的な産婦人科の知識を学びます。また、必修研修に加
えて産婦人科研修を選択（2か月以上）した場合や産婦人科重点コースでは基本的な産科的技術・知識習得に加えて、より実践的な手技を習得
することにより後期研修（産婦人科専門医）へつながる研修を行います。

　産婦人科学教室では、不妊、周産期、内視鏡、腫瘍、女性予防医学／排尿・骨盤再建のグループに分けているのが特徴です。それぞれの分野の講師以
上のスタッフの管理のもと、グループ毎にカンファレンスを行い診療・研究に切磋琢磨しています。研究の進捗状況は、毎月開かれる教室員全体の
リサーチカンファレンスで、グループ毎に発表し議論しています。また、各グループ間の垣根をなくし、興味のあるグループの研究やカンファレン
スにも参加できるようにし、様々な分野に対し興味を持ってもらえるようにしています。そして、それぞれの分野のサブスペシャリティーの育成も
大変重要で、生殖医療専門医、周産期専門医、腹腔鏡技術認定医、婦人科腫瘍専門医、臨床細胞学会指導医等の専門医が指導医として、後輩の指導を
行っています。また、教室の雰囲気は明るく、全体が家庭的です。毎週行われる症例検討会では、時々厳しい質問や意見が飛びますが、教室員全員が
各症例に対して活発に議論しています。

●産婦人科の最近の取り組み●
婦人科・腫瘍科
　当科の取り組みとして低侵襲悪性腫瘍手術を目的とした子宮体癌、子宮頚癌に対して腹
腔鏡下手術を行っています。全国の大学病院の中でもトップクラスの症例数があります。さ
らに2016年からは子宮悪性腫瘍に対してダヴィンチによるロボット支援下手術も行って
います。さらに様々な臨床研究を行っており日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG ）など全国
的な臨床研究グループにも参加しています。
産科生殖医学科
　ハイリスク妊娠（合併症妊娠、多胎妊娠、切迫早産、前期破水、妊娠高血圧症候群、前置胎盤
など）やハイリスク分娩・産褥に対応するため、分娩監視装置、超音波診断装置、呼吸循環モ
ニター、人工呼吸器などの機器を備え、主として産科のスタッフが 24時間体制で治療を行
う設備であるMFICU（母体胎児集中治療室）を平成23年に新規開設しました。それにより安全・安心で充実した受け入れ体制が整ったことから、
今後も更に母体搬送依頼が増えると予想されますが、出来る限り受け入れる事ができる様、カンファレンスを随時行い、スタッフ一同連携し頑張
っています。不妊症患者の不妊治療では、高度生殖補助医療まで行っています。また、若年男女がん患者の妊孕能温存治療として、男性がん患者で
は精子凍結保存、女性がん患者では卵子・胚凍結保存も積極的に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学産婦人科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/gyn/

●教室（診療科）指導医・上級医●
　女性のトータルサポートを目指して、不妊をはじめとする生殖内分泌学から正常妊娠・様々な合併症を伴うHigh risk妊娠・分娩を取り扱う周
産期学、子宮筋腫・卵巣嚢腫や初期子宮癌に対する内視鏡下手術、子宮癌・卵巣癌をはじめとする婦人科腫瘍学、更年期障害、骨粗鬆症、動脈硬化、
尿失禁など女性予防医学／排尿・骨盤再建学と多岐にわたる分野を幅広く、そして深く臨床、研究に取り組んでいる教室です。
　当院では、MFICU6床、産科15床、婦人科40床の計61床を有しています。また周産期センター開設以来、地域周辺医療機関の搬送病院（大阪府
母体救急搬送システム：OGCS）として年間約170件と大阪府下でもトップクラスの緊急母体搬送を受けており、様々な合併症を伴うハイリス
ク妊娠・分娩の症例の管理・治療を学ぶことができます。婦人科においては、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍など良性腫瘍の約9割の年間約200
例を内視鏡下手術（腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術）で対応しています。また、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌など婦人科悪性腫瘍では、年間200例を超
える全国上位の症例数を誇り、骨盤外科医としての解剖や知識、技術を習得でき、婦人科腫瘍の特徴である、診断から手術療法、抗癌剤治療や放射
線治療などを組み合わせる集学的治療を学ぶことができます。

＜１年目＞
　臨床医として必要なプライマリケアとして、点滴挿入や静脈内注
射、全身の理学的診察、血液検査データの判読、術前検査、術後管理
などを担当医として、指導医の下で学ぶことが出来ます。さらに、産
婦人科領域のプライマリケアとして、女性特有の月経周期に関わる
症状の問診、内診の仕方、経腟超音波の使い方を学び、婦人科診察の
技能を習得出来る。また、分娩に関わる介助や産科救急への対応に
ついて、担当医として指導医のもとで研修します。また、当直を指導
医のもとで行うことで、産婦人科の救急対応についても研修するこ
とが出来ます。生殖医療においては、正常女性の内分泌的ホルモン
環境の基本知識を身につけ、不妊症例の診断と各種検査（子宮卵管
造影、内視鏡検査、精液検査、卵巣機能検査）の基礎を学びます。産科
ではPrimary careとしての分娩介助の習得および産科救急疾患の

知識と対応を習得します。婦人科良性腫瘍、良性疾患（子宮外妊娠、
付属器炎、内膜症、不妊症）においては、当科では約9割の症例で内
視鏡下手術を行っています。実際の内視鏡下手術として、腹腔鏡下
手術、子宮鏡下手術を経験することが出来ます。これらの手術手技
を学ぶために、教室には腹腔鏡下手術シュミレーション機器を置
き、常時手術の練習を行っています。腹部手術の基本手技から解剖
に則った骨盤外科手技を習得します。子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌に
おける、術前化学療法、手術療法（先進医療として認可された腹腔鏡
下子宮癌手術、広汎子宮全摘出術、傍大動脈リンパ節郭看術など）、
術後化学療法、放射線療法など集学的治療を学び、癌治療における
全般的な知識と治療経験を積むことが出来ます。症例検討会では、
担当した手術症例の報告と、新規症例のプレゼンテーション、CT、
MRIの読影、病理標本のプレゼンテーションを行います。

豊富な婦人科悪性腫瘍手術を経験することができる 指導風景

MFICU（母体胎児集中治療室）

大道 正英（おおみち まさひで）教授（科長）
■専門分野
　婦人科腫瘍学、婦人科内分泌学

■主な学会／専門医資格

　日本産科婦人科学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門医、癌治療認定医

■研究課題

　・ 人工エクソソームによる新たな子宮頚がん治療法の開発

　・ 卵巣静脈血中のエクソソーム測定による癌微小環境制御機構の解明

　・ 子宮癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関する研究

　・ 体性幹細胞を用いた新しい女性生殖器癌治療法及び組織再生治療法の開発

　・ 妊婦高血圧症妊婦、および妊娠高血圧腎症妊婦における血管内皮機能異常と治療による改善効果の検討

　・ 正常妊婦と周産期合併症を有する妊婦における、生活習慣の違いと多価不飽和脂肪酸の値の変化につい

　　ての検討

　・ 子宮内膜症および子宮内膜症関連卵巣癌の病態解明を目的とした遺伝子発現解析

　・ 卵巣機能低下不妊患者における経皮テストステロン前処置療法の有用性に関する検討

　・ 婦人科悪性腫瘍に対する治療がおよぼす生活習慣病・骨密度への影響に関する疫学研究

林　正美（准教授）

藤田太輔（講　師）

恒遠啓示（講　師）

佐々木 浩（講　師）

田中良道（講師（准））

田中智人（講師（准））

藤原聡枝（講師（准））

他助教7名

産婦人科専門医、生殖医療専門医

産婦人科専門医、周産期専門医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、癌治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、女性ヘルスケア専門医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、内視鏡技術認定医

生殖内分泌学

周産期医学

婦人科腫瘍学

女性ヘルスケア、婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

婦人科腫瘍学

研修内容と到達目標



専門研修施設群

16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科

　大阪医科薬科大学専門研修コースでは大阪医科薬科大学医学部

附属病院産科婦人科を基幹施設とし、連携指導施設とともに医療圏

を形成して専攻医の指導にあたります。これは専門医養成のみなら

ず、地域の安定した医療体制をも実現するものである。さらに、指導

医の一部も施設を移る循環型の医師キャリア形成システムとする

ことで、地域医療圏全体での医療レベルの向上と均一化を図ること

ができ、これがまた、専攻医に対する高度かつ安定した研修システ

ムを提供することにつながります。

　研修は、原則として、大阪医科薬科大学病院およびその連携病院

によって構成され、専攻医指導施設群において行います。研修の順

序、期間等については、個々の産科婦人科専攻医の希望と研修進捗

状況、各病院の状況、地域の医療体制を勘案して、大阪医科薬科大学

産科婦人科研修プログラム管理委員会が決定します。

　週間スケジュール

　大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラムの概要

産婦人科専門医養成コース：大阪医科薬科大学病院1年間と専攻医

指導施設において2年間の合計3年間で専門医取得を目指すプログ

ラムであります。基幹施設研修を開始する研修コースを基本とし、

周産期重点コース、婦人科腫瘍重点コース、生殖医学重点コースな

どは個々の専攻医に希望に基づいて変更することが可能です。ま

た、大阪医科薬科大学病院産科婦人科専門研修プログラムでは、連

携施設から研修を開始する研修コースを設けており、個々の専攻医

の希望に応じたきめ細かい研修プログラムを作成することが可能

です。

産婦人科専門医大学院研修コース：大阪医科薬科大学病院で研修を

しながら、大学院にも在籍し、専門医取得と同時に医学博士号を取

得するためのプログラムです。

女性医師支援研修コース：女性医師で結婚しているために研修に十

分時間がとれない場合のプログラムであり女性医師の子育て支援

のため、院内保育利用しながら、日勤帯を基本とした研修プログラ

ムを個々の女性医師専攻医の希望に合わせて作成します。研修期間

は、3年を基本としますが、研修進捗状況に合わせて延長も考慮し

て変更することが可能です。

復帰支援研修コース：妊娠・出産などで一時的に職場を離れた場合

の復帰を支援するプログラムです。女性医師支援研修コースと同様

に日勤帯を基本とした研修プログラムを個々の女性医師専攻医の

希望に合わせて作成します。研修期間は、3年を基本としますが、研

修進捗状況に合わせて延長も考慮して変更することが可能です。

　大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラムの具体例

腫瘍カンファレンス・外来・病棟

周産期カンファレンス、 外来・病棟（緊急搬送、分娩、
化学療法）、 周産期・婦人科レビュー、ミニレクチャー

（腫瘍・不妊・内視鏡・周産期・骨盤外科／更年期女性予
防）、総回診

大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラム（新専門医制度）

＜２年目＞
❶臨床医として必要な女性診療科における臨床的知識・技能を修得

し、全年齢通した女性の精神・身体両面からの健康管理を学びます。

❷当院では、年間170数例の大阪府下でもトップクラスの母胎緊急

搬送症例があり、研修中には連日多くの合併症妊娠や産科救急疾患

を経験することが出来、これらの知識の習得と、管理、診療の実際を

学ぶことができます。

❸胎児期からの診断と管理のために、胎児スクリーニングを取り入れ

ています。これらの専門的知識を学ぶことができ、また関連施設（国

立循環器病センター周産期治療部）との連携による新生児管理も学

ぶことができます。

❹不妊疾患として、女性の内分泌的ホルモン環境を理解し、不妊治療

の実践として、人工授精、体外受精や顕微授精など最先端の生殖医

療の技術を学ぶことができます。

❺婦人科腫瘍では、現在では良性腫瘍9割に対しては、低侵襲の手術

として年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術をおこなって

おり、内視鏡下手術の知識と技術の習得ができます。

❻悪性腫瘍においては、年間200例を越える全国トップレベルの症例

数を誇り、悪性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に則

った手術手技を習得できます。また婦人科腫瘍の特徴である、手術

療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合わせる集学的治療を学

べ、実際の受け持ち医として治療に関わることができます。

❼女性のトータルヘルスケアを全般的に学ぶことができ、更年期障

害、高血圧、高脂血症、動脈硬化、骨粗鬆症、排尿障害、尿失禁、性器脱

などに対して、動脈硬化を予防することや骨粗鬆症による骨折を予

防することに重点をおくことで、各種症状に応じた治療アルゴニズ

ムに基づいた薬物療法や骨盤再建における手術療法など女性予防

医学／排尿・骨盤再建学を学ぶことができます。

❽重点コースでは、①不妊 ②周産期 ③内視鏡 ④腫瘍 ⑤女性予防医

学／排尿・骨盤再建学 ⑥産婦人科全般 の6コースより、個々の研

修医とのマッチングの上研修します。さらにより専門的な分野を

進めたい場合には、2年目研修医から大学院へ入学することがで

きます。

カンファレンス記録集

術前・術後症例検討会

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

外来・病棟、抄読会、不妊カンファレンス、
術前・術後症例検討会、

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

大阪医科
薬科大学

大阪医科薬科大学大学院

大阪医科薬科
大学病院

大阪医科薬科
大学病院

大阪医科薬科
大学病院

大阪医科薬科
大学病院 大阪医科薬科

大学病院

大阪医科薬科
大学病院
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　大阪医科薬科大学専門研修コースでは大阪医科薬科大学医学部

附属病院産科婦人科を基幹施設とし、連携指導施設とともに医療圏

を形成して専攻医の指導にあたります。これは専門医養成のみなら

ず、地域の安定した医療体制をも実現するものである。さらに、指導

医の一部も施設を移る循環型の医師キャリア形成システムとする

ことで、地域医療圏全体での医療レベルの向上と均一化を図ること

ができ、これがまた、専攻医に対する高度かつ安定した研修システ

ムを提供することにつながります。

　研修は、原則として、大阪医科薬科大学病院およびその連携病院

によって構成され、専攻医指導施設群において行います。研修の順

序、期間等については、個々の産科婦人科専攻医の希望と研修進捗

状況、各病院の状況、地域の医療体制を勘案して、大阪医科薬科大学

産科婦人科研修プログラム管理委員会が決定します。

　週間スケジュール

　大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラムの概要

産婦人科専門医養成コース：大阪医科薬科大学病院1年間と専攻医

指導施設において2年間の合計3年間で専門医取得を目指すプログ

ラムであります。基幹施設研修を開始する研修コースを基本とし、

周産期重点コース、婦人科腫瘍重点コース、生殖医学重点コースな

どは個々の専攻医に希望に基づいて変更することが可能です。ま

た、大阪医科薬科大学病院産科婦人科専門研修プログラムでは、連

携施設から研修を開始する研修コースを設けており、個々の専攻医

の希望に応じたきめ細かい研修プログラムを作成することが可能

です。

産婦人科専門医大学院研修コース：大阪医科薬科大学病院で研修を

しながら、大学院にも在籍し、専門医取得と同時に医学博士号を取

得するためのプログラムです。

女性医師支援研修コース：女性医師で結婚しているために研修に十

分時間がとれない場合のプログラムであり女性医師の子育て支援

のため、院内保育利用しながら、日勤帯を基本とした研修プログラ

ムを個々の女性医師専攻医の希望に合わせて作成します。研修期間

は、3年を基本としますが、研修進捗状況に合わせて延長も考慮し

て変更することが可能です。

復帰支援研修コース：妊娠・出産などで一時的に職場を離れた場合

の復帰を支援するプログラムです。女性医師支援研修コースと同様

に日勤帯を基本とした研修プログラムを個々の女性医師専攻医の

希望に合わせて作成します。研修期間は、3年を基本としますが、研

修進捗状況に合わせて延長も考慮して変更することが可能です。

　大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラムの具体例

腫瘍カンファレンス・外来・病棟

周産期カンファレンス、 外来・病棟（緊急搬送、分娩、
化学療法）、 周産期・婦人科レビュー、ミニレクチャー

（腫瘍・不妊・内視鏡・周産期・骨盤外科／更年期女性予
防）、総回診

大阪医科薬科大学産婦人科研修プログラム（新専門医制度）

＜２年目＞
❶臨床医として必要な女性診療科における臨床的知識・技能を修得

し、全年齢通した女性の精神・身体両面からの健康管理を学びます。

❷当院では、年間170数例の大阪府下でもトップクラスの母胎緊急

搬送症例があり、研修中には連日多くの合併症妊娠や産科救急疾患

を経験することが出来、これらの知識の習得と、管理、診療の実際を

学ぶことができます。

❸胎児期からの診断と管理のために、胎児スクリーニングを取り入れ

ています。これらの専門的知識を学ぶことができ、また関連施設（国

立循環器病センター周産期治療部）との連携による新生児管理も学

ぶことができます。

❹不妊疾患として、女性の内分泌的ホルモン環境を理解し、不妊治療

の実践として、人工授精、体外受精や顕微授精など最先端の生殖医

療の技術を学ぶことができます。

❺婦人科腫瘍では、現在では良性腫瘍9割に対しては、低侵襲の手術

として年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術をおこなって

おり、内視鏡下手術の知識と技術の習得ができます。

❻悪性腫瘍においては、年間200例を越える全国トップレベルの症例

数を誇り、悪性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に則

った手術手技を習得できます。また婦人科腫瘍の特徴である、手術

療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合わせる集学的治療を学

べ、実際の受け持ち医として治療に関わることができます。

❼女性のトータルヘルスケアを全般的に学ぶことができ、更年期障

害、高血圧、高脂血症、動脈硬化、骨粗鬆症、排尿障害、尿失禁、性器脱

などに対して、動脈硬化を予防することや骨粗鬆症による骨折を予

防することに重点をおくことで、各種症状に応じた治療アルゴニズ

ムに基づいた薬物療法や骨盤再建における手術療法など女性予防

医学／排尿・骨盤再建学を学ぶことができます。

❽重点コースでは、①不妊 ②周産期 ③内視鏡 ④腫瘍 ⑤女性予防医

学／排尿・骨盤再建学 ⑥産婦人科全般 の6コースより、個々の研

修医とのマッチングの上研修します。さらにより専門的な分野を

進めたい場合には、2年目研修医から大学院へ入学することがで

きます。

カンファレンス記録集

術前・術後症例検討会

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

外来・病棟、抄読会、不妊カンファレンス、
術前・術後症例検討会、

手術、外来・病棟（緊急搬送、分娩、化学療法）

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

大阪医科
薬科大学

大阪医科薬科大学大学院

大阪医科薬科
大学病院

大阪医科薬科
大学病院

大阪医科薬科
大学病院
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大学病院 大阪医科薬科

大学病院

大阪医科薬科
大学病院
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　後期研修医の期間内でも、また終了後でもsubspecialityへの道
に進むため、専門分野における臨床研究・基礎研究を行います。研究
コースには、臨床をしながら自分のペースで博士号の取得を目指す
研究生と4年間での取得を目指す大学院コースがあります。研究
は、各専門分野のベテランスタッフの指導の下で進めていきます。
研究内容によっては基礎の教室との共同研究も行っています。さら
に基礎研究のみならず臨床研究にも力を入れており、各領域におい
て、他施設との共同研究や新規開発薬剤の臨床試験にも数多く関わ
っています。また、この時期には、研究内容に応じて、他の国内施設
での研究、臨床研修や海外留学を行っています。

大学院における研究活動

教室員一同

研究生・大学院生（4年間）
各領域での基礎・臨床研究

博士号の取得
留　学

若手スタッフ
サブスペシャリティー
（周産期・腫瘍・生殖）

後期研修医（3年間）
前半：産婦人科臨床の基礎
後半：専門病院での研修　

臨床分野
専門医取得、臨床研究

研究分野
基礎研究・トランスレーショナルリサーチ

前半：
産婦人科の臨床と基礎研究
専門医取得
後半：
各領域での基礎・臨床研究
博士号の取得
留　学

大学院後期研修医（7年間）

ベテランスタッフ
各診療分野およびそれに関連する研究チームのリーダー

レジデント修了式

リサーチカンファレンス

　研修では多くの症例を幅広く経験することが重要です。当院では、

正常分娩を始め、府下トップクラスの母胎搬送症例から合併症妊娠・

分娩の管理などを経験することが出来ます。

　さらに、悪性腫瘍においては、全国トップレベルの症例数を誇り、悪

性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に則った手術手技を

習得し、専門医に必要な手術症例の助手や執刀を行います。また婦人

科腫瘍の特徴である、手術療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合

わせる集学的治療を学ぶことが出来、実際の受け持ち医として治療を

行います。

　良性腫瘍においては、年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術

を行っており、内視鏡下手術の知識と技術の習得を行います。中高年

女性のトータルヘルスケアを目指した診療を全般的に学ぶことが出

来、動脈硬化や骨粗鬆症による骨折などを防ぐための薬物療法や骨盤

再建における手術療法を習得します。不妊疾患として、女性の内分泌

的ホルモン環境を理解し、不妊治療の実践として、人工授精、体外受精

や顕微授精など最先端の生殖医療の技術を学ぶことができます。

 ・臨床医として必要な女性診療科における臨床的知識・技能を修

得し、全年齢通した女性の精神・身体両面からの健康管理を学び

ます。

 ・当院では、年間170数例の大阪府下でもトップクラスの母胎緊急

搬送症例があり、研修中には連日多くの合併症妊娠や産科救急疾患

を経験することが出来、これらの知識の習得と、管理、診療の実際を

学ぶことができます。

 ・胎児期からの診断と管理のために、胎児スクリーニングを取り入れ

ています。これらの専門的知識を学ぶことができ、また関連施設（国

立循環器病センター周産期治療部）との連携による新生児管理も学

ぶことができます。

 ・不妊疾患として、女性の内分泌的ホルモン環境を理解し、不妊治療

の実践として、人工授精、体外受精、顕微授精など最先端の生殖医療

の技術を学ぶことができます。

 ・婦人科腫瘍では、現在では良性腫瘍9割に対しては、低侵襲の手術

として年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術をおこなって

おり、内視鏡下手術の知識と技術の習得ができます。

 ・悪性腫瘍においては、年間200例を越える全国トップレベルの症

例数を誇り、悪性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に

則った手術手技を習得できる。また婦人科腫瘍の特徴である、手術

療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合わせる集学的治療を

学ぶことができ、実際の受け持ち医として治療に関わることがで

きます。

 ・女性のトータルヘルスケアを担う産婦人科医として、中高年女性の

トータルヘルスケアを全般的に学ぶことができ、更年期障害、高血

圧、高脂血症、動脈硬化、骨粗鬆症、排尿障害、尿失禁、性器脱などに

対して、動脈硬化を予防することや骨粗鬆症による骨折を予防する

ことに重点をおくことで、各種症状に応じた治療アルゴニズムに基

づいた薬物療法や骨盤再建における手術療法など様々な治療を学

ぶことができます。

研修内容と到達目標

┃巨大筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘出術
┃卵巣嚢腫に対するreduced port surgery
┃子宮内膜症に対する卵巣予備能温存手術

内視鏡グループ

┃婦人科悪性腫瘍治療における骨密度、動脈硬化のリスクに対する
検討として、抗癌剤、放射線治療前後での骨密度、血管内皮機能障
害への影響などを検討しています。

┃子宮内膜症治療におけるGnRH analog、ディナゲストによる血
管内皮障害への影響を検討し、女性のトータルサポートを目指し
た予防内科の確立を目指した研究を進めています。

┃性器脱、OAB、排尿障害、尿失禁患者における症状に応じた治療
アルゴニズムを作成し治療効果について検討しています。

女性予防医学／排尿・骨盤再建グループ

┃卵巣静脈血中のエクソソームについて調査し、癌微小環境制御
機構の制御機構について研究している。

┃子宮頚癌の放射線感受性におけるmicroRNA意義について検討
し、さらに人工エクソソームを作成することにより、放射線の感
受性を高める研究をしています。

┃体性幹細胞を用いた新しい女性生殖器癌治療法及び組織再生治
療法の開発

┃婦人科癌の中で最も予後が悪い卵巣癌の key drug であるシス 
プラチンの薬剤耐性に注目し、その解明を細胞内シグナルレベ 
ルまで深めて進めています。 

┃癌幹細胞をターゲットとした薬剤耐性、分子標的治療の可能性 
について検討しています

腫瘍グループ

┃不育症モデルマウスを用いた難治性不育症に対する新たな治療
戦略

   ー骨髄由来血管内皮前駆細胞導入と新しい抗凝固療法の研究ー

┃妊娠・分娩・産褥における心機能の検討
┃異常胎盤における骨髄由来血管前駆細胞の関与の解析：PE発症

メカニズムを胎盤形成異常の側面から探索するため、胎盤形成
過程における血管新生に対する骨髄由来EPC (Endothelial 
Progenitor Cells) の関与を組織学的及び分子生物学的に解析。 

┃妊娠高血圧腎症における血管内皮障害の検討について

周産期グループ

┃妊娠成立における絨毛細胞の機能とその制御について研究を行
っています。

┃不妊症患者および抗癌剤治療をうける前の若年女性に対するテ
ストステロンを用いた体外受精治療成績向上および卵巣機能保
護に関する研究を行っています。

不妊グループ
日本産科婦人科専門医（日本産科婦人科学会）

がん治療認定医（日本癌治療学会）

婦人科腫瘍専門医（日本婦人科腫瘍学会）

母体・胎児専門医（日本周産期・新生児医学会）

生殖医療専門医（日本生殖医学会）

細胞診専門医（日本臨床細胞学会）

女性ヘルスケア専門医（日本女性医学学会）

内視鏡技術認定医（日本産科婦人科内視鏡学会）

母体保護法指定医（日本産婦人科医会）

臨床遺伝専門医（日本人類遺伝学会）

取得できる認定医・専門医

日本産科婦人科学会／日本癌治療学会／日本婦人科腫瘍学会

日本周産期新生児学会／日本生殖医学会／日本臨床細胞学会

日本産科婦人科内視鏡学会／日本更年期学会／日本産婦人科医会

日本女性医学学会

参加学会等

国立循環器病研究センター病院／大阪母子医療センター

大阪府済生会吹田病院／国立大阪南医療センター病院

市立池田病院／高槻赤十字病院／公立宍粟市民病院

市立ひらかた病院／大阪鉄道病院／済生会茨木病院

北摂総合病院／奈良県総合医療センター

主たる教育機関病院
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16 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科

　後期研修医の期間内でも、また終了後でもsubspecialityへの道
に進むため、専門分野における臨床研究・基礎研究を行います。研究
コースには、臨床をしながら自分のペースで博士号の取得を目指す
研究生と4年間での取得を目指す大学院コースがあります。研究
は、各専門分野のベテランスタッフの指導の下で進めていきます。
研究内容によっては基礎の教室との共同研究も行っています。さら
に基礎研究のみならず臨床研究にも力を入れており、各領域におい
て、他施設との共同研究や新規開発薬剤の臨床試験にも数多く関わ
っています。また、この時期には、研究内容に応じて、他の国内施設
での研究、臨床研修や海外留学を行っています。

大学院における研究活動

教室員一同

研究生・大学院生（4年間）
各領域での基礎・臨床研究

博士号の取得
留　学

若手スタッフ
サブスペシャリティー
（周産期・腫瘍・生殖）

後期研修医（3年間）
前半：産婦人科臨床の基礎
後半：専門病院での研修　

臨床分野
専門医取得、臨床研究

研究分野
基礎研究・トランスレーショナルリサーチ

前半：
産婦人科の臨床と基礎研究
専門医取得
後半：
各領域での基礎・臨床研究
博士号の取得
留　学

大学院後期研修医（7年間）

ベテランスタッフ
各診療分野およびそれに関連する研究チームのリーダー

レジデント修了式

リサーチカンファレンス

　研修では多くの症例を幅広く経験することが重要です。当院では、

正常分娩を始め、府下トップクラスの母胎搬送症例から合併症妊娠・

分娩の管理などを経験することが出来ます。

　さらに、悪性腫瘍においては、全国トップレベルの症例数を誇り、悪

性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に則った手術手技を

習得し、専門医に必要な手術症例の助手や執刀を行います。また婦人

科腫瘍の特徴である、手術療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合

わせる集学的治療を学ぶことが出来、実際の受け持ち医として治療を

行います。

　良性腫瘍においては、年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術

を行っており、内視鏡下手術の知識と技術の習得を行います。中高年

女性のトータルヘルスケアを目指した診療を全般的に学ぶことが出

来、動脈硬化や骨粗鬆症による骨折などを防ぐための薬物療法や骨盤

再建における手術療法を習得します。不妊疾患として、女性の内分泌

的ホルモン環境を理解し、不妊治療の実践として、人工授精、体外受精

や顕微授精など最先端の生殖医療の技術を学ぶことができます。

 ・臨床医として必要な女性診療科における臨床的知識・技能を修

得し、全年齢通した女性の精神・身体両面からの健康管理を学び

ます。

 ・当院では、年間170数例の大阪府下でもトップクラスの母胎緊急

搬送症例があり、研修中には連日多くの合併症妊娠や産科救急疾患

を経験することが出来、これらの知識の習得と、管理、診療の実際を

学ぶことができます。

 ・胎児期からの診断と管理のために、胎児スクリーニングを取り入れ

ています。これらの専門的知識を学ぶことができ、また関連施設（国

立循環器病センター周産期治療部）との連携による新生児管理も学

ぶことができます。

 ・不妊疾患として、女性の内分泌的ホルモン環境を理解し、不妊治療

の実践として、人工授精、体外受精、顕微授精など最先端の生殖医療

の技術を学ぶことができます。

 ・婦人科腫瘍では、現在では良性腫瘍9割に対しては、低侵襲の手術

として年間約200例の腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術をおこなって

おり、内視鏡下手術の知識と技術の習得ができます。

 ・悪性腫瘍においては、年間200例を越える全国トップレベルの症

例数を誇り、悪性腫瘍手術における骨盤外科医として、その解剖に

則った手術手技を習得できる。また婦人科腫瘍の特徴である、手術

療法、抗癌剤治療、放射線治療などを組み合わせる集学的治療を

学ぶことができ、実際の受け持ち医として治療に関わることがで

きます。

 ・女性のトータルヘルスケアを担う産婦人科医として、中高年女性の

トータルヘルスケアを全般的に学ぶことができ、更年期障害、高血

圧、高脂血症、動脈硬化、骨粗鬆症、排尿障害、尿失禁、性器脱などに

対して、動脈硬化を予防することや骨粗鬆症による骨折を予防する

ことに重点をおくことで、各種症状に応じた治療アルゴニズムに基

づいた薬物療法や骨盤再建における手術療法など様々な治療を学

ぶことができます。

研修内容と到達目標

┃巨大筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘出術
┃卵巣嚢腫に対するreduced port surgery
┃子宮内膜症に対する卵巣予備能温存手術

内視鏡グループ

┃婦人科悪性腫瘍治療における骨密度、動脈硬化のリスクに対する
検討として、抗癌剤、放射線治療前後での骨密度、血管内皮機能障
害への影響などを検討しています。

┃子宮内膜症治療におけるGnRH analog、ディナゲストによる血
管内皮障害への影響を検討し、女性のトータルサポートを目指し
た予防内科の確立を目指した研究を進めています。

┃性器脱、OAB、排尿障害、尿失禁患者における症状に応じた治療
アルゴニズムを作成し治療効果について検討しています。

女性予防医学／排尿・骨盤再建グループ

┃卵巣静脈血中のエクソソームについて調査し、癌微小環境制御
機構の制御機構について研究している。

┃子宮頚癌の放射線感受性におけるmicroRNA意義について検討
し、さらに人工エクソソームを作成することにより、放射線の感
受性を高める研究をしています。

┃体性幹細胞を用いた新しい女性生殖器癌治療法及び組織再生治
療法の開発

┃婦人科癌の中で最も予後が悪い卵巣癌の key drug であるシス 
プラチンの薬剤耐性に注目し、その解明を細胞内シグナルレベ 
ルまで深めて進めています。 

┃癌幹細胞をターゲットとした薬剤耐性、分子標的治療の可能性 
について検討しています

腫瘍グループ

┃不育症モデルマウスを用いた難治性不育症に対する新たな治療
戦略

   ー骨髄由来血管内皮前駆細胞導入と新しい抗凝固療法の研究ー

┃妊娠・分娩・産褥における心機能の検討
┃異常胎盤における骨髄由来血管前駆細胞の関与の解析：PE発症

メカニズムを胎盤形成異常の側面から探索するため、胎盤形成
過程における血管新生に対する骨髄由来EPC (Endothelial 
Progenitor Cells) の関与を組織学的及び分子生物学的に解析。 

┃妊娠高血圧腎症における血管内皮障害の検討について

周産期グループ

┃妊娠成立における絨毛細胞の機能とその制御について研究を行
っています。

┃不妊症患者および抗癌剤治療をうける前の若年女性に対するテ
ストステロンを用いた体外受精治療成績向上および卵巣機能保
護に関する研究を行っています。

不妊グループ
日本産科婦人科専門医（日本産科婦人科学会）

がん治療認定医（日本癌治療学会）

婦人科腫瘍専門医（日本婦人科腫瘍学会）

母体・胎児専門医（日本周産期・新生児医学会）

生殖医療専門医（日本生殖医学会）

細胞診専門医（日本臨床細胞学会）

女性ヘルスケア専門医（日本女性医学学会）

内視鏡技術認定医（日本産科婦人科内視鏡学会）

母体保護法指定医（日本産婦人科医会）

臨床遺伝専門医（日本人類遺伝学会）

取得できる認定医・専門医

日本産科婦人科学会／日本癌治療学会／日本婦人科腫瘍学会

日本周産期新生児学会／日本生殖医学会／日本臨床細胞学会

日本産科婦人科内視鏡学会／日本更年期学会／日本産婦人科医会

日本女性医学学会

参加学会等

国立循環器病研究センター病院／大阪母子医療センター

大阪府済生会吹田病院／国立大阪南医療センター病院

市立池田病院／高槻赤十字病院／公立宍粟市民病院

市立ひらかた病院／大阪鉄道病院／済生会茨木病院

北摂総合病院／奈良県総合医療センター

主たる教育機関病院



　4年間の専門研修プログラムを修了後に眼科専門医試験を受験

することになります。当教室のスタッフ全員で協力しながら、教育

に取り組んでおり、教育システムは非常に充実しています。超音波

白内障手術教育のためウェットラボの常設や縫合練習用顕微鏡の

医局内設置など、手術のスキルを向上させるための実践的な環境を

充実させています。基本方針としては、できるだけ無駄を省いて限

られた時間内で能率の良い研修ができるように配慮しています。

毎年、当教室員は専門医試験で優秀な成績を挙げています。

17 眼科
Ophthalmology

17 眼科

●教室（診療科）の特色● 眼科専門研修プログラムの特徴

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　優秀な眼科臨床医の育成を第一の目標に掲げ、卒前および卒後臨床教育に力を入れています。具体的にはウエットラボによる手術教育、各専門領

域の指導医による講義、カンファレンスの充実、専門医取得を前提とした学会発表・論文執筆、大学院進学による学位取得の推進等が挙げられます。

現在、当教室ではすべての眼科専門領域（網膜硝子体、神経眼科、斜視弱視、緑内障、角膜、ぶどう膜、涙道など）があり、各領域をバランスよく発展さ

せられるようサポートしています。一般に、情報の80%は目から入るといわれています。“目”は患者さんのquality of vision (QOV)やADLに直

結しますし、眼科の所見は全身状態を反映することが多いため、他の診療科との連携や協力を大切に、診療を行っていきたいと考えています。

　当教室は、年間手術件数2000件と、豊富な手術症例を有しています。外来診療においては、専門外来（網膜硝子体・黄斑、緑内障、角膜、

神経、斜視弱視・小児、ぶどう膜、眼循環、涙道、コンタクトレンズ、ロービジョン、臨床視覚電気生理）を設置しており、眼科学全般に関して幅

広い研修を受けることが可能です。

　2018年4月から、新専門医制度が開始されました。本学眼科専門研修プログラムでは、4年間の研修期間中、最初の1年目を原則的に基幹

施設である大阪医科薬科大学病院で研修を行います。細隙灯顕微鏡や眼底検査などの眼科検査の基本を習得すると同時に、外眼部手術や白

内障手術を中心とした手術手技が習得できるように指導します。また、1年目の後半には実際に大学病院の外来診療を行ってもらい、多くの

症例を経験できるようにしています。外来中には適宜上級医にコンサルトできる環境を整え、診療後には指導医とマンツーマンでカルテチ

ェックを行います。眼科は他科と比較して、早い時期に実際の外来担当医や術者になれるのが特徴です。2年目以降は4府県に広がる22の専

門研修連携施設で研修を行い、白内障手術を中心とした様々な手術の研鑽をさらに積んでいくことになります。これらの連携施設は、地域の

中核病院であり、優秀な指導者を有する連携施設が豊富にあります。他大学と連携する病院も含んでおり、他大学とも大学の枠を超えて協力

体制を敷いています。この多彩な現場を活かし、専門研修基幹施設だけでは経験が不足しがちな初期の一般的な疾患や眼科救急医療、各地域

特有の医療事情など幅広く研修を行える場を提供しています。大学病院での最先端の専門的診療経験と地域中核病院での即戦力となる臨床

経験によって、眼科専門医を育てることが当プログラムの特徴です。

　当教室は、2021年4月より喜田照代教授が就任し、新たなスタートを切りました。現在のスタッフは、喜田照代教授、奥 英弘専門教授、

小嶌祥太特務教授（三島南病院）、小林崇俊講師、佐藤孝樹講師以下、講師（准）5名、助教3名、助教（准）1名、大学院生4名、レジデント5名か

らなり、関連病院出向医を含めた現役教室員は100名、同門のOBを含め同窓会員は340名を超え、眼科学教室としては日本でも屈指の規

模です。

　教室の特徴としては、前述した教育システムの充実や各専門グループにおける経験豊富なスタッフに加えて、豊富な関連病院（現在33

施設）、海外・国内留学の推進などが挙げられます。眼科全体としての総手術件数は毎年約2000件で、うち硝子体手術が約500件となっ

ています。また、研究においては、多施設臨床研究だけでなく、基礎の教室の先生方と連携して基礎研究にも力を入れており、国内あるいは

海外の施設と積極的に共同研究を行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学眼科学教室  TEL：072-683-1221（内線2354 眼科医局）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/opt/index.html

手術トレーニング（ウエットラボ）風景 大阪医大眼科セミナー

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

　木曜日の午後6時からオープンカンファレンスが約1時間行われ

ており、学会予行や大学スタッフによる各専門領域のアップデー

ト、さらに他施設の先生を招聘して特別講演を行っています。これ

には医局内だけでなく、関連病院や同窓会の先生方も参加し、ディ

スカッションを行っています。Covid-19感染拡大後の開催形式は

リモ－トを取り入れました。状況に応じてハイブリッド開催も併用

しておりますので、参加しやすいと思います。

　また、網膜、神経、斜視弱視、緑内障、角膜、など、各専門領域別のカ

ンファレンスを定期的に行っています。これは各専門領域の専門指

導医とレジデント・研修医の間で小規模単位で行うもので、専門的

な知識から日常診療の小さな疑問点まで質問、相談しやすい場とな

っています。

■専門分野
　メディカル網膜、網膜硝子体疾患、眼循環
■学歴

1996年03月　大阪医科大学卒業、同年5月大阪医科大学眼科学教室入局
2002年03月　大阪医科大学大学院修了（医学博士）、同年4月淀川キリスト教病院眼科
2005年05月　米国カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）眼科フェロー
2007年06月　淀川キリスト教病院眼科副医長
2009年04月　市立枚方市民病院眼科副部長
2011年04月　大阪医科大学講師（准）
2014年10月　大阪医科大学眼科講師
2020年04月　大阪医科大学眼科診療准教授
2021年04月　大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座 眼科学教室教授

■主な学会／専門医資格
日本眼科学会専門医・指導医、医学教育指導医、眼科PDT認定医、日本眼循環学会、日本網膜硝子体学会、
日本糖尿病眼学会、The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)、
日本緑内障学会
日本眼科学会専門医制度卒後研修委員会専門医委員

■研究課題
網膜静脈閉塞症や糖尿病黄斑浮腫、加齢黄斑変性の病態解明・新規治療の開発

カンファレンス

日本眼炎症学会、日本眼科学会

日本網膜硝子体学会、日本眼科学会

日本角膜学会、日本眼科学会

日本弱視斜視学会、日本神経眼科学会、日本小児眼科学会、日本眼科学会、日本眼科手術学会

ぶどう膜

網膜硝子体

角膜

神経眼科、斜視弱視、ロービジョン
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喜田 照代（きだ てるよ）教授（科長）
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眼科専門医取得について
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　年に２回、教室が主催するセミナーを行っています。春は毎回

テーマを決めて（高槻眼疾患フォーラム）、秋は同窓会とのジョイン

トで行っています。毎回150～200名の参加者があり、非常に勉強

になるセミナーとして好評です。

　休暇について

　当教室では、教授からレジデントまで全員が一律に年間2週間の

休暇がとれるようにしています。

　関連病院は、現在常勤医を派遣している施設が31、非常勤も含め

ると40施設以上あります。基本的に教室での1年間の後期研修を終

えて最初に赴任する病院は、スタッフが充実しており十分な教育が

受けられる病院を選んでいます。関連病院の中には北野病院、県立

尼崎総合医療センターなど他大学との相乗りの病院もあります。全

員が当教室からの派遣医で構成されている臨床研修指定病院とし

ては、市立ひらかた病院、高槻赤十字病院、高槻病院、八尾徳州会総

合病院、松原徳州会病院、北摂総合病院、済生会茨木病院、城山病院、

第一東和会病院、市立芦屋病院、河内総合病院、南大阪病院、などが

あります。

　優秀な臨床医の育成、臨床に結びつく研究の推進を掲げており、

常に明るく活気のある教室をつくろうとしています。上記以外にもさ

らに新たな試みが数多くでてくるものと考えられ、今後の教室の益々

の発展が期待されます。

　春の新人歓迎会、夏の医局旅行、秋の同窓会総会、冬の忘年会をはじ

めとして、ゴルフコンペなど盛り沢山の企画があり、開催してきまし

たが、Covid-19感染拡大の影響により中止しています。

　女性医師の働きやすい環境作りについて

　当教室は女性医師が多いのも特徴の一つですが、結婚、出産後にも

安心して仕事ができるように種々のシステムを作っています。まず、

産休・育休は希望があれば合計で１年間とれるようにしています。産

休・育休後は原則として常勤に復帰してもらうことになりますが、子

育てなどでどうしても常勤が続けられない教室員に対しては、『非常

勤教室員』という身分を作り、可能な範囲で勤務してもらっています。

また、今後は、復職支援、たとえば、産休・育休などで一線を離れていた

教室員に対しての再教育システムをさらに充実させる予定です。 

その他、火曜、水曜、木曜の午後に月1回各領域別カンファレンス。

病棟研修風景

手術室

リサ－チカンファレンス

集合写真（2022年4月21日）

　春の日本眼科学会、ＡＲＶＯ（米国）、夏のヨーロッパ眼科学会、

国際緑内障カンファレンス、秋の日本臨床眼科学会、ＡＡＯ（米国）、

冬の日本眼科手術学会をはじめとして、各専門部会など学会は数多

くあり、各会に積極的に演題を出しています。　

　毎年、当教室の多くの先生が全国学会のシンポジストや教育講演

者に選ばれて活躍しています。

学会活動

病棟にて患者診察、外来検査
網膜カンファレンス

手術
病棟にて患者診察

病棟回診、外来検査、病棟にて患者診察
各専門領域のカンファレンス

病棟にて患者診察

教授回診
手術

病棟にて患者診察、外来検査
オープンカンファレンス

関連病院

喜田 照代教授からのひとこと

　毎日健康で楽しく過ごすことが一番です。どなたでも、好きなことなら時間も忘れるぐらい集中できるよう

に、好きな仕事にたどり着くのが理想です。当科では、網膜硝子体、神経眼科、ぶどう膜、角膜、緑内障、斜視弱視・

小児、涙道など、いくつもの専門グループに分かれています。手術もできますし、基礎・臨床研究も可能ですので、

入局してからも自分に合った道を選びやすいでしょう。わからないことは何でも遠慮なく聞いて下さい。ぜひ、

私達と一緒に楽しく眼科の勉強をしましょう。

戸成 匡宏講師（准）（医局長）からのひとこと

　眼球は小さい臓器ではありますが、数ある眼疾患すべてを一人の医師で対応するには限界があります。角膜・

結膜、水晶体、網膜硝子体、緑内障、斜視弱視・神経眼科、ぶどう膜等に分類されますが、すべての領域をマスター

するのは容易ではありません。それは各領域が大変奥が深いためです。当医局では、専門外来が充実している事

が特徴と思います。眼科一般の診断治療が出来るようになって頂いた上で専門外来にて勉強できる環境があり

ます。医局の雰囲気もアットホームで、分からない症例の相談があればいつでも上級医に気楽に質問できるのも

良い所と思います。是非とも私たちと一緒に頑張っていきましょう。

教室の運営方針大阪医科薬科大学眼科セミナー
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病棟研修風景

手術室

リサ－チカンファレンス

集合写真（2022年4月21日）

　春の日本眼科学会、ＡＲＶＯ（米国）、夏のヨーロッパ眼科学会、

国際緑内障カンファレンス、秋の日本臨床眼科学会、ＡＡＯ（米国）、

冬の日本眼科手術学会をはじめとして、各専門部会など学会は数多
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病棟回診、外来検査、病棟にて患者診察
各専門領域のカンファレンス
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関連病院
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教室の運営方針大阪医科薬科大学眼科セミナー
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　私は大阪医科薬科大学で2年間初期研修を行い、眼科に興味があ

ったためそのうち約半年間を眼科で過ごしました。初期研修の頃か

ら病棟患者を担当させていただき入院患者さんの診察や、外来見

学、手術助手に入らせていただいたりと色々な経験をさせていただ

きました。後期研修が始まってからは4月から外来診療も担当させ

ていただき、最初は慣れず困った症例などがあることも多かったで

すが、大阪医科薬科大学は様々な専門分野が揃っていますのでスタ

ッフの先生に相談することもできますし、白内障など手術症例があ

れば執刀することもでき、手術後のフィードバックも丁寧にしてい

ただけますので教育環境も素晴らしいと感じています。カンファレ

ンスや講義なども定期的に行われ丁寧に熱心にご指導くださる先

生方ばかりで恵まれた環境で日々研鑽を積むことができることに

感謝する日々です。

泉谷 祥之

先輩レジデントのコメント

素晴らしい教育環境や
諸先生方の熱心なご指導に感謝

大学院プログラムの特徴

　私は大阪医科薬科大学病院で初期研修を行い、約1年眼科で過ご
し御指導いただきました。元々学生の実習の時よりマイクロサージ
ェリーに興味があり眼科を考えておりましたが、実際に研修して眼
科という分野の奥深さと興味深さを実感し、専攻したいと考えるよ
うになりました。
　研修中は入院患者さんの診療やオペの助手、カンファレンスな
ど、知識を吸収できる充実した日々を過ごすことが出来ました。入
院患者さんの疾患も多岐にわたりますので非常に勉強になります。
　当医局はそれぞれの分野ごとに専門の先生がいらっしゃいます
ので、わからないことがあればすぐに相談できますし、親身になっ
て丁寧に指導くださる先生が多く、恵まれた環境にいるなと強く実
感しております。
　初期研修での眼科研修具合にもよりますが、後期研修の早い段階
から外来診療や手術の執刀も可能です。早めに実践的な経験を積む
ことができるのも当医局の強みと感じております。是非一度見学に
いらしてください。

柚木 麻衣

早めに実践的な経験を積むことが
できる当医局の強み

　毎月1回、大学院生を中心にリサーチカンファレンスを行ってい
ます。研究は将来的に何らかの形で臨床に貢献できる内容を選んで
います。基礎研究については、教室の研究室だけでなく大学の研究
支援センターの共同機器も利用しながら、最新の分子・細胞生物学
的手法を駆使して研究を行っています。研究の成果は毎年、日本眼
科学会や米国のARVOで教室員が発表しています。

ざまな傷害過程の機序を明らかにし、神経保護につながる研究を目
指しています。
❸糖尿病黄斑浮腫におけるアクアポリン4の関与とその制御
　糖尿病黄斑浮腫は、糖尿病網膜症の重症度を問わず発症し、QOV
低下の原因となります。現在、抗VEGF薬硝子体注射が治療の主流
ですが、再発するため反復投与が必要です。VEGF以外の関与の可
能性としてアクアポリン4に着目し、大須賀翔講師（准）は、大学院
で動物実験を行い、網膜浮腫とアクアポリン4の関与についての基
礎研究で学位を取得しました。引き続き臨床では硝子体手術患者さ
んで採取した検体で本研究の検討を行っています。
❹緑内障と眼血流に関する研究
　我々の教室では従来より、緑内障、特に正常眼圧緑内障の眼血流
について、臨床的・基礎的な検討を行って報告してきました。当教室
の河本良輔講師（准）は、多くの緑内障手術を行う傍ら、当院緑内障
患者さんを対象にレーザースペックルフローグラフィやOCTアン
ギオグラフィなどの装置を用いて視神経乳頭部の血流や血管密度
の検討を行い報告しています。
❺ぶどう膜炎に関する研究
　ぶどう膜炎は、現在も約30%が原因不明で、視力・視野障害が進
行して日常生活に支障が生じ、炎症が沈静化しても網膜血管の狭細
化や視神経萎縮となり失明に至ります。そのため、長期にわたる視
神経の神経保護や網脈絡膜の循環改善は、抗炎症治療とともに
quality of visionを維持するために急務です。当教室の小林崇俊講
師は長年にわたり本学でぶどう膜の専門外来に従事してきました。
その臨床経験から「ぶどう膜炎の視神経萎縮に対する神経保護につ
いての治療法の確立」という研究課題で科研費の基盤研究Cに採択
され、大学院生とともに基礎研究を行っています。

❶網膜静脈閉塞症の病態解明
　網膜静脈閉塞症(RVO; retinal vein occlusion)は、日常よく遭
遇する網膜血管疾患で、黄斑浮腫を合併すると強い視力障害をきた
します。高血圧や脂質異常症の関与が示唆されていますが、発症メ
カニズムは未だ解明されていません。
　最近、RVO眼の動静脈交叉部における静脈は閉塞しておらず管
腔は保たれていること、さらに静脈自体がvasoactivityを有する
ことが報告されました。そこで、静脈の血管攣縮や異常血管運動と、
それに伴う血流のdysregulationに着目し、新たな治療方法や
RVO発症予防のアプローチを提唱したいと考えています。
❷視神経傷害により生じる逆行性軸索変性に対する神経保護
　視神経は中枢神経系に属し、再生は生じません。しかし軸索変性
遅延マウスの存在からも、軸索変性に制御可能な過程の存在が示唆
されます。また水チャネルであるaquaporin 4(AQP4)は視神経で
は主にアストロサイトに発現し、炎症反応と密接に関与していま
す。さらにタウオパチーを介した神経細胞死も生じています。さま

研究と学位

現在の研究内容

奥　英弘専門教授からのひとこと

　研究と臨床の両立は、困難であるという意見があります。しかし研究をやってみると臨床医としての視野
が必ず広がります。実験的に視神経を傷害すると逆行性に軸索変性が進み、網膜神経節細胞が死滅します。
この過程は、臨床でみられる様々な原因に由来する視神経萎縮に共通するものです。視神経や網膜では興味
深い様々な現象がみられます。たとえば組織修復に働くマクロファージがTNFαやendothelin-1など神経
障害性物質の産生源となっています。また網膜神経節細胞では、軸索の機能維持に重要なtauタンパクが蓄
積し、神経変性疾患でみられるタウオパチーが細胞死に関与しています。このような理解は、疾患に対する
理解を深化させます。研究と臨床の両立はいろいろとたいへんなことが多いのも事実ですが、思いがけない
結果との出会いは、わくわくしますし、やりがいがあると考えています。当教室では研究志向がある先生方
を大歓迎します。

小林 崇俊講師からのひとこと

　眼科は臨床が主体の診療科ですが、基礎研究も非常に大きなウェイトを占めています。教室でも、網膜や神経眼
科、緑内障等の各領域における基礎研究が行われ、学会において、また論文として情報発信されています。研究成
果は、即座に臨床に応用されるわけではありませんが、現在の眼科の手術や治療法も、すべて基礎研究が端緒とな
り、その後発展、応用されたものであって、研究は眼科学の進歩のためには必要不可欠です。とはいえ、私も大学院
生の時に初めて行った基礎実験では、当初は苦労の連続で、これまでを振り返っても非常に大変な時期でした。し
かし、だからこそ論文となったときの感動は忘れがたく、その時期に培われた考え方は現在でも生かされている
と感じます。また、教室では基礎研究だけではなく、臨床研究や疫学研究など、臨床データに基づいた研究も盛ん
に行われています。臨床と研究の双方をバランスよく進めるには、眼科は最も適した診療科だと思います。

2021年度レジデント
2022年4月より近畿大学奈良病院勤務

2021年度レジデント
2022年4月より北野病院勤務

豚眼を用いた双眼倒像鏡レーザ－実習 レーザーのトレ－ニング風景
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り、その後発展、応用されたものであって、研究は眼科学の進歩のためには必要不可欠です。とはいえ、私も大学院
生の時に初めて行った基礎実験では、当初は苦労の連続で、これまでを振り返っても非常に大変な時期でした。し
かし、だからこそ論文となったときの感動は忘れがたく、その時期に培われた考え方は現在でも生かされている
と感じます。また、教室では基礎研究だけではなく、臨床研究や疫学研究など、臨床データに基づいた研究も盛ん
に行われています。臨床と研究の双方をバランスよく進めるには、眼科は最も適した診療科だと思います。

2021年度レジデント
2022年4月より近畿大学奈良病院勤務

2021年度レジデント
2022年4月より北野病院勤務

豚眼を用いた双眼倒像鏡レーザ－実習 レーザーのトレ－ニング風景



　研修内容と到達目標

一般目標

　外来診療では、耳鼻咽喉科医として耳鼻咽喉科領域の一般的な疾

患の診断・治療ができることを目標とする。病棟診療では耳鼻咽喉

科・頭頸部領域の一般的疾患について一通り経験できるようにす

る。研修終了後、耳鼻咽喉科を専門家として選択する場合は、終了後

の専門研修を鑑み、連続性のあるプログラムとする。

行動目標

❶病歴を聴取し、カルテ作成をする。

❷額帯鏡やファイバースコープを用いた診察を習得してもらい耳

内所見、鼻内所見、咽喉頭所見がとれるようになる。

❸眼振所見がとれるようになる。

❹聴力検査や平衡機能検査などの基本的検査の結果が理解できる。

❺耳鼻咽喉科領域の画像検査の読影ができる。

❻耳鼻咽喉科基本処置を習得する。

❼耳鼻咽喉科手術に助手として参加する。

18 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

18 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

●教室（診療科）の特色● 初期臨床研修プログラムの特徴

日本耳鼻咽喉科学会　専門医 耳科学・聴覚医学

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当科では、耳鼻咽喉科領域の疾患に対して幅広く対応し、しかも高度な医療を提供できるよう努力しています。外科手術は、耳科、鼻科、頭頸部

腫瘍手術を中心に年間約1,000件を手がけています。さらに内科的なアレルギー性鼻炎、めまい、難聴などについても専門的な診断・治療を行っ

ています。具体的には、耳疾患（中耳炎、難聴、耳鳴など）、神経疾患（難聴、めまい、顔面神経麻痺など）、鼻疾患（副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、嗅覚障

害など）、口腔・咽頭疾患（扁桃炎、いびきなど）、喉頭疾患（声帯ポリープ、反回神経麻痺など）、頭頸部腫瘍疾患（口腔・咽頭・喉頭癌、甲状腺腫瘍、唾

液腺腫瘍、頸部リンパ節腫脹など）を対象としています。

　耳鼻咽喉科疾患に対する知識と検査、および診療手技を身につけることを目的としてプログラムを作成しています。研修医一人一人の希

望にマッチできるように、将来、耳鼻咽喉科医としてスペシャリスト（専門医）を目指す研修医にも、ジェネラリストとして他科を目指す研修

医にも、プライマリ・ケアを始めとした様々な基本診療能力をより効率的、実践的に身に付けられるよう指導しています。初期臨床研修期間

中、最大で9ヶ月まで選択が可能で、後期研修（レジデント）プログラム開始時から直ちに耳鼻咽喉科診療業務に当たることができます。

●教室（診療科）の概要・特徴●
❶当科では他科に先駆けてFAX予約を導入するなど、従来から病診あるいは病病連携に力を入れています。紹介患者様に対して特に迅速に

対応できるよう、さらにはできる限り情報提供ができるように努力しています。また、診断・治療後の症例では積極的に逆紹介を行ってい

ます。

❷より高度な医療を提供するために、専門外来制をとっています。初診の患者様はまず新患担当医が診察を行い、そのあと各専門外来に回

っていただくシステムです。具体的には専門外来で入院の治療方針を決定し、入院中の手術を始めとした治療は専門外来の責任者が指導

医になります。さらに退院後も必要な限り専門外来でフォローしています。

❸より安全で確実な医療を実現するため、何重ものチェックがはたらくシステムを構築しています。すなわち、専門外来での方針決定、入院

前検討会、入院時診察、術後症例検討会、科長回診をすべての入院症例に対して実施しています。

❹多くの関連病院を有しており、教室と関連病院が密に連携することによって、より充実した研修ができるようにしています。

❺研究では、基礎教室、他大学、研究機関とも連携をとり、活発に行っています。具体的テーマとしては、頭頸部腫瘍の転移活性の研究、鼻・副

鼻腔炎の免疫・アレルギーに関する研究、顔面神経麻痺の研究などが主なものです。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室  TEL：072-683-1221／e-mail：oto057@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://oto-osaka-med.jp

　週間スケジュール

氏 名（職 掌） 専 門 医

午　 後午　 前

専門分野

　評価方法

　目標の到達度に従って、指導医、責任者、主治医チームの責任者か

ら評価を受ける。評価内容は診療スキル、医師間・患者・コメディカ

ルに対する対応能力、症例検討などの発表、担当した患者リストの

内容等によって評価される。

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

外来、手術

入院前症例検討会、外来

外来

科長回診、手術

外来

外来

手術、術後回診

科長回診、術後検討会、医局会

専門外来、病棟

手術、術後回診

専門外来、病棟

カンファレンス風景 主催学会

集合写真

河田 了（かわた りょう）教授（科長）
■専門分野
　頭頸部癌の診断と治療、耳下腺腫瘍の診断と治療

■職歴
　昭和59年３月　大阪医科大学卒業
　昭和59年５月　京都府立医科大学附属病院研修医
　平成 元年３月　京都府立医科大学大学院修了（医学博士）
　平成05年９月　米国ＵＣＬＡ留学
　平成08年７月　京都府立医科大学耳鼻咽喉科講師
　平成09年７月　京都第一赤十字病院耳鼻咽喉科副部長
　平成11年９月　大阪医科大学耳鼻咽喉科講師
　平成12年７月　大阪医科大学耳鼻咽喉科助教授
　平成22年２月　大阪医科大学耳鼻咽喉科教授

■専門医資格
　日本耳鼻咽喉科学会専門医／日本気管食道科学会専門医／日本がん治療認定医機構暫定教育医
　日本がん治療認定医機構がん治療認定医／日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医

■研究課題
　頭頸部癌の転移活性、耳下腺癌の悪性度

日本耳鼻咽喉科学会　専門医、日本アレルギー学会指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医寺田哲也（診療准教授） 鼻科学・免疫アレルギー学

萩森伸一（専門教授）

他講師2名、助教5名
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大学院における教育・研究活動

懇親会 手術指導

耳鼻咽喉科専門医資格取得のための後期臨床研修プログラムの特徴
　わが国の専門医制度が新たになり、より高い専門性を求められています。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の疾患は小児から高齢者までその対
象は幅広く、内容も外科的治療だけでなく内科的治療も必要とします。そのため幅広い知識と医療技能の習得が求められます。 大阪医科薬科
大学病院耳鼻咽喉科専門研修プログラムでは、医療の進歩に応じた最新の知識、技能を持つ耳鼻咽喉科専門医を養成し、医療の質の向上と地
域医療に貢献することを目的としています。すなわち、国民に対して安全かつ安心でき、さらに高い専門性を有する医療を提供できることを
目標としています。また、学会発表や論文作成等を通じて、リサーチマインドを涵養し、科学者としての能力を習得することも目標としてい
ます。当科のプログラムでは、建学以来長い伝統を有し全国でも有数の手術数（令和3年累計999例）を誇る大学病院を基幹施設に、地域中核
病院や地方医療を担う病院を連携施設とし、これらをローテートして研修することでプライマリ・ケアから高度な集学的治療まで幅広い疾
患の診断と治療を経験・実践し、専門医に必要な知識と技術を学びます。
　研修プランは以下の3つがあります。

1. スタンダードコース
　初期臨床研修終了後4年間で専門医資格取得に必要な研修を行います。基幹施設である大学病院で2年間、連携施設である地域中核病院あ
るいは地域医療を担う病院で2年間の研修を基本としています。

2. アカデミックコース
　初期臨床研修2年目、あるいは終了後に大学院へ進学し、大学院での研究と専門医資格取得に必要な研修を同時に進めることができます。
大学院での1年間はベッドフリーで基礎研究に専念します。学位取得は初期臨床研修2年目に進学した場合には卒後6年目、臨床研修終了後
に進学した場合には卒後7年目になり、専門医資格取得はそれぞれ卒後7年目、8年目に可能となります。

3. サポートコース
　妊娠・出産・育児などで専門研修の中断を余儀なくされた場合のコースです。途中、1年の休職期間を設定していますが、柔軟に対応します。
また研修施設や労働条件面も可能な限り考慮し、中断した専門研修が再び継続して専門医資格を得るようサポートします。

　初期研修を終えて、どこの科・どこの病
院に進路を決めるのかというのは研修医
にとって大きな問題だと思います。実際に

私も大いに悩みました。この文章が少しでも皆さんの進路を決める
助けになれば嬉しいです。
　大阪医薬大の耳鼻咽喉科・頭頸部外科に入局して肌で感じたこと
は、上級医の先生方からの指導がとても丁寧であることでした。手
術でのコツや外来・入院患者の診るべきポイント、学会発表や論文
の作成までしっかりと指導いただけ、多くの診療力や知識が自分の
力になっていると日々感じています。もちろん自分で勉強すること
も大事です。勉強の場や資料なども揃っているため、「初期研修で耳
鼻科の知識があまり得られてないから耳鼻科レジデントとして働
くのが不安だな…。」と感じている方にはお勧めの医局です。
　また、大阪医薬大の耳鼻咽喉科・頭頸部外科は様々な出身大学の
先生がおられ、親しみやすい先生も多いです。そのため派閥なども
ちろんなく、風通しの良い雰囲気で仕事ができています。
　耳鼻咽喉科・頭頸部外科は非常に守備範囲の多い診療科目です。
外科的な分野で言えば音声や嚥下、鼻閉の改善などといったQOL
に関する手術から悪性腫瘍の手術といった生命に関わるものまで
様々です。一方、めまいや味覚障害、難聴などの精査・治療や抗癌剤
の投与・緩和医療といった内科的な分野も私たちの守備範囲です。
外科的・内科的に患者さんの診療にあたれるようになることはこの
科の大きな特徴であり、また魅力的なところです。

　大阪医薬大では関連病院が高槻付近にあるため異動の際に必ず
しも引っ越す必要はなく、様々な症例を経験でき、まとまった休暇
もあるので充実したレジデント生活を送れています。
　拙い文章ではありますが、少しでも大阪医薬大の耳鼻咽喉科・
頭頸部外科に興味を持っていただけたら幸いです。興味のある方は
是非見学に来てください。分からないことがあれば何でも気軽に聞
いてください。機会があれば是非一緒に働きましょう！

❶河田 了、 東野 正明、 神人 彪
　／頭頸部癌に関する研究　

　耳下腺癌は症例数が少なく、また病理組織学的に多彩なためまと

まった研究が難しい癌腫である。2018年WHO分類では24の組

織型に分類され、さらに多くの組織亜型や悪性度を有している。当

教室では過去約20年間に耳下腺癌約230例の治療例を集積した。

耳下腺進行癌あるいは高悪性癌の予後は不良であり、5生率は30

～40％程度にとどまっている。低/中悪性癌においても手術の際の

顔面神経の温存の可否について多くの議論がある。耳下腺癌に対す

る治療の第一選択は手術であり他の有効な治療法がないのが現状

である。しかし、最近HER2、PD-L1、AR等のバイオマーカーの発

現が報告されるようになった。これらは抗HER2療法やニボルマブ

による治療に繋がる可能性があり、新規治療としての確立が期待さ

れる。近年耳下腺癌と組織型が類似する乳癌において、HER2発現

が予後不良因子であることが示され、抗HER2療法等の個別化治療

がすでに始まっている。本疾患に対して、化学療法や分子標的治療

の基礎的検討を行い、その結果を基礎に機能的温存が強く求められ

る耳下腺+癌に対して個別化治療につなげていきたい。

❷萩森 伸一、綾仁 悠介、尾崎 昭子、稲中 優子
　／顔面神経麻痺発症機序の基礎研究・予後評価の臨床研究
　顔面神経麻痺は第7脳神経の顔面神経の機能障害で、顔面の表情

筋運動低下を主症状とする。突然に発症し、その後約1週間は進行

　基礎研究は原則として、本学基礎医学教室、他大学、研究所等と連

携をとりながら研究を行っています。臨床科としての発想に基づい

て、その方法論を基礎研究者から直接学び、臨床に還元できる基礎

研究を目標としています。また基礎研究活動のなかで、論理的思考

を培うことは、臨床に役立つものと考えています。

するので、患者の心理的負担は相当に大きい。近年の研究で、その発

症に単純ヘルペス（HSV）や帯状疱疹ウイルス（VZV）などのヘル

ペスウイルスが深く関与することが明らかになった。幼児期・小児

期に感染したこれらのウイルスが顔面神経麻痺に潜伏感染し、その

後なんらかの刺激によって急速に増殖・再活性化を来たして神経炎

が生ずる。

　ウイルス性顔面神経麻痺は大きくBell麻痺とRamsay-Hunt症

候群（Hunt症候群）に分けられる。特にVZVによるHunt症候群は

めまいや難聴を伴う重篤な麻痺を来たし、40％は治癒しないなど

予後は不良である。当グループではこのHunt症候群の発症メカニ

ズム解明の研究を行っている。Bell麻痺患者とHunt症候群患者の

血液から単核球を分離し、それをVZV抗原とともに培養して産生

されるインターフェロン（IFN)を指標とした細胞性免疫能を測定

した結果、Hunt症候群では発症初期においてBell麻痺に比べて

VZV特異的細胞性免疫能の低下がみられた。このことがHunt症候

群発症に関わっている可能性があり、2014年から開始された水痘

ワクチンの定期接種によってHunt症候群が大きく減少することが

期待される。

❸寺田 哲也、乾 崇樹、菊岡 祐介
　／鼻アレルギー、鼻副鼻腔炎研究　
　鼻アレルギーに対する根治療法としての免疫療法についての研

究を中心に行っている。

　免疫療法における抗原の投与ルートとして皮下注射と舌下投与

が主に用いられているが、抗原を消化管に投与する経口免疫寛容、

微量の抗原を鼻粘膜に投与する経鼻免疫寛容、経皮的に抗原を投与

する経皮免疫寛容、エコーガイド下にリンパ節に微量の抗原を投与

する経リンパ節免疫療法などの研究を行っている。

　その他、難治性の好酸球性副鼻腔炎を鼻副鼻腔局所の炎症ととら

えるのでは無く、unified airway diseaseとして上下気道合わせ

た気道炎症ととらえ、気道から産生されるNO値をもとに上気道と

下気道の関連性を研究している。
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外科的・内科的に患者さんを診療。
この科の特徴であり魅力です。
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耳鼻咽喉科専門医資格取得のための後期臨床研修プログラムの特徴
　わが国の専門医制度が新たになり、より高い専門性を求められています。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の疾患は小児から高齢者までその対
象は幅広く、内容も外科的治療だけでなく内科的治療も必要とします。そのため幅広い知識と医療技能の習得が求められます。 大阪医科薬科
大学病院耳鼻咽喉科専門研修プログラムでは、医療の進歩に応じた最新の知識、技能を持つ耳鼻咽喉科専門医を養成し、医療の質の向上と地
域医療に貢献することを目的としています。すなわち、国民に対して安全かつ安心でき、さらに高い専門性を有する医療を提供できることを
目標としています。また、学会発表や論文作成等を通じて、リサーチマインドを涵養し、科学者としての能力を習得することも目標としてい
ます。当科のプログラムでは、建学以来長い伝統を有し全国でも有数の手術数（令和3年累計999例）を誇る大学病院を基幹施設に、地域中核
病院や地方医療を担う病院を連携施設とし、これらをローテートして研修することでプライマリ・ケアから高度な集学的治療まで幅広い疾
患の診断と治療を経験・実践し、専門医に必要な知識と技術を学びます。
　研修プランは以下の3つがあります。

1. スタンダードコース
　初期臨床研修終了後4年間で専門医資格取得に必要な研修を行います。基幹施設である大学病院で2年間、連携施設である地域中核病院あ
るいは地域医療を担う病院で2年間の研修を基本としています。

2. アカデミックコース
　初期臨床研修2年目、あるいは終了後に大学院へ進学し、大学院での研究と専門医資格取得に必要な研修を同時に進めることができます。
大学院での1年間はベッドフリーで基礎研究に専念します。学位取得は初期臨床研修2年目に進学した場合には卒後6年目、臨床研修終了後
に進学した場合には卒後7年目になり、専門医資格取得はそれぞれ卒後7年目、8年目に可能となります。

3. サポートコース
　妊娠・出産・育児などで専門研修の中断を余儀なくされた場合のコースです。途中、1年の休職期間を設定していますが、柔軟に対応します。
また研修施設や労働条件面も可能な限り考慮し、中断した専門研修が再び継続して専門医資格を得るようサポートします。

　初期研修を終えて、どこの科・どこの病
院に進路を決めるのかというのは研修医
にとって大きな問題だと思います。実際に

私も大いに悩みました。この文章が少しでも皆さんの進路を決める
助けになれば嬉しいです。
　大阪医薬大の耳鼻咽喉科・頭頸部外科に入局して肌で感じたこと
は、上級医の先生方からの指導がとても丁寧であることでした。手
術でのコツや外来・入院患者の診るべきポイント、学会発表や論文
の作成までしっかりと指導いただけ、多くの診療力や知識が自分の
力になっていると日々感じています。もちろん自分で勉強すること
も大事です。勉強の場や資料なども揃っているため、「初期研修で耳
鼻科の知識があまり得られてないから耳鼻科レジデントとして働
くのが不安だな…。」と感じている方にはお勧めの医局です。
　また、大阪医薬大の耳鼻咽喉科・頭頸部外科は様々な出身大学の
先生がおられ、親しみやすい先生も多いです。そのため派閥なども
ちろんなく、風通しの良い雰囲気で仕事ができています。
　耳鼻咽喉科・頭頸部外科は非常に守備範囲の多い診療科目です。
外科的な分野で言えば音声や嚥下、鼻閉の改善などといったQOL
に関する手術から悪性腫瘍の手術といった生命に関わるものまで
様々です。一方、めまいや味覚障害、難聴などの精査・治療や抗癌剤
の投与・緩和医療といった内科的な分野も私たちの守備範囲です。
外科的・内科的に患者さんの診療にあたれるようになることはこの
科の大きな特徴であり、また魅力的なところです。

　大阪医薬大では関連病院が高槻付近にあるため異動の際に必ず
しも引っ越す必要はなく、様々な症例を経験でき、まとまった休暇
もあるので充実したレジデント生活を送れています。
　拙い文章ではありますが、少しでも大阪医薬大の耳鼻咽喉科・
頭頸部外科に興味を持っていただけたら幸いです。興味のある方は
是非見学に来てください。分からないことがあれば何でも気軽に聞
いてください。機会があれば是非一緒に働きましょう！

❶河田 了、 東野 正明、 神人 彪
　／頭頸部癌に関する研究　

　耳下腺癌は症例数が少なく、また病理組織学的に多彩なためまと

まった研究が難しい癌腫である。2018年WHO分類では24の組

織型に分類され、さらに多くの組織亜型や悪性度を有している。当

教室では過去約20年間に耳下腺癌約230例の治療例を集積した。

耳下腺進行癌あるいは高悪性癌の予後は不良であり、5生率は30

～40％程度にとどまっている。低/中悪性癌においても手術の際の

顔面神経の温存の可否について多くの議論がある。耳下腺癌に対す

る治療の第一選択は手術であり他の有効な治療法がないのが現状

である。しかし、最近HER2、PD-L1、AR等のバイオマーカーの発

現が報告されるようになった。これらは抗HER2療法やニボルマブ

による治療に繋がる可能性があり、新規治療としての確立が期待さ

れる。近年耳下腺癌と組織型が類似する乳癌において、HER2発現

が予後不良因子であることが示され、抗HER2療法等の個別化治療

がすでに始まっている。本疾患に対して、化学療法や分子標的治療

の基礎的検討を行い、その結果を基礎に機能的温存が強く求められ

る耳下腺+癌に対して個別化治療につなげていきたい。

❷萩森 伸一、綾仁 悠介、尾崎 昭子、稲中 優子
　／顔面神経麻痺発症機序の基礎研究・予後評価の臨床研究
　顔面神経麻痺は第7脳神経の顔面神経の機能障害で、顔面の表情

筋運動低下を主症状とする。突然に発症し、その後約1週間は進行

　基礎研究は原則として、本学基礎医学教室、他大学、研究所等と連

携をとりながら研究を行っています。臨床科としての発想に基づい

て、その方法論を基礎研究者から直接学び、臨床に還元できる基礎

研究を目標としています。また基礎研究活動のなかで、論理的思考

を培うことは、臨床に役立つものと考えています。

するので、患者の心理的負担は相当に大きい。近年の研究で、その発

症に単純ヘルペス（HSV）や帯状疱疹ウイルス（VZV）などのヘル

ペスウイルスが深く関与することが明らかになった。幼児期・小児

期に感染したこれらのウイルスが顔面神経麻痺に潜伏感染し、その

後なんらかの刺激によって急速に増殖・再活性化を来たして神経炎

が生ずる。

　ウイルス性顔面神経麻痺は大きくBell麻痺とRamsay-Hunt症

候群（Hunt症候群）に分けられる。特にVZVによるHunt症候群は

めまいや難聴を伴う重篤な麻痺を来たし、40％は治癒しないなど

予後は不良である。当グループではこのHunt症候群の発症メカニ

ズム解明の研究を行っている。Bell麻痺患者とHunt症候群患者の

血液から単核球を分離し、それをVZV抗原とともに培養して産生

されるインターフェロン（IFN)を指標とした細胞性免疫能を測定

した結果、Hunt症候群では発症初期においてBell麻痺に比べて
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外科的・内科的に患者さんを診療。
この科の特徴であり魅力です。

日本耳鼻咽喉科学会／日本耳科学会／日本聴覚医学会／日本めま
い平衡医学会／日本鼻科学会／日本気管食道科学会／日本頭頸部
外科学会／日本頭頸部癌学会／日本音声言語医学会／耳鼻咽喉科
臨床学会／日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会／日本口腔
咽頭科学会／日本喉頭科学会／日本嚥下医学会／日本甲状腺外科
学会／日本癌治療学会／日本アレルギー学会／日本顔面神経学会
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日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、日本気管食道科学会専門医
日本がん治療認定医、日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医
日本アレルギー学会専門医
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市立ひらかた病院／洛和会音羽病院／大阪鉄道病院／大阪府済生
会茨木病院／高槻病院／守口敬仁会病院／第一東和会病院／滋賀
医科大学附属病院／千葉大学医学部附属病院
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教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要ならびに展望



＜卒後1～2年目＞　（初期研修中の皮膚科選択期間）

❶日常よく経験する皮膚疾患の正しい診断と適切な治療が行える。

❷皮膚科医療の場でよく行われる各種皮膚科検査、治療（真菌検鏡、

光線療法、外用療法、薬物療法など）を熟知し、適切に実施できる。

❸皮膚科救急疾患（蕁麻疹、薬疹、熱傷など）に迅速に対応できる。

❹各種皮膚科診療ガイドラインを正しく理解し、主治医が実施する

検査、治療の補助が行える。

❺主治医のもとで病棟入院患者の検査、治療および検査結果や臨床

経過に対する正しい評価ができる。

19 皮膚科
Dermatology
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●教室（診療科）の特色● 初期研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　大阪北摂地区の基幹病院として common skin disease の難治例から皮膚悪性腫瘍、重篤な皮膚疾患、皮膚科救急疾患まで、すべての皮膚疾

患に対応できる皮膚科診療を展開しています。また、日本皮膚科学会の主研修施設として、最先端の知識と技術を持ち自ら考え解決する高いモチ

ベーションを持つ皮膚科専門医の養成を行っています。病診連携、病病連携を大切にし、患者第一主義で最新・安心・安全・確実な皮膚科医療を地

域に提供することを当科スタッフ全員のポリシーとしています。

　皮膚科医を目指す医師のみならず、臨床医として最低限求められる皮膚疾患の診断、検査、治療の基本的な知識と技術が習得できます。将

来皮膚科を標榜する医師のためには、日本皮膚科学会専門医旧制度では皮膚科専門医試験の受験資格を取得するための5年間の研修経験期

間の初年度とすることができました。しかし、皮膚科新専門医制度では、研修期間は初期臨床研修終了後、研修プログラムに登録してから5年

間となりますので、初期臨床研修期間は専門医研修機関には含まれません。

　皮膚疾患の中でも特に光線性皮膚症、遺伝性皮膚疾患に関しては、本邦でも屈指の高い専門性を有しており、近畿大学理工学部遺伝カウ

ンセラー養成課程の研修施設にもなっています。中でも「色素性乾皮症」「コケイン症候群」では、確定診断、遺伝子検査を希望して全国から

患者が紹介されます。難治性あるいは重症アレルギー性皮膚疾患の診断・治療、皮膚がんの集学的治療・皮膚外科、乳児血管腫治療や遺伝性

血管性浮腫への対応にも積極的に取り組んでいます。その他、しみ・あざ外来、巻き爪外来、皮膚アレルギー外来、乾癬外来、メイクアップ看

護外来において専門医療の提供を行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座皮膚科学  TEL：072-683-1221（内線2355 医局）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/der/index.html

　週間スケジュール

皮膚科

福永　淳（准教授）

大塚俊宏（講師、病棟医長）

金田一真（講師（准）、外来医長）

皮膚科専門医、アレルギー専門医・指導医

皮膚科専門医、レーザー専門医

皮膚科専門医

皮膚アレルギー、じんましん

レーザー医学、皮膚腫瘍、皮膚外科

乾癬、アトピー性皮膚炎

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日（第1.3.5）

外来診療

外来診療、手術

外来診察

外来診療、専門外来（乾癬）

外来診察、アレルギーセンター専門外来

外来診療、病棟業務

褥瘡回診、検査、外来手術、病棟業務、メイクアップ看護外来（随時）

専門外来（皮膚アレルギー）、検査、手術、病棟業務

検査、手術、病棟業務

専門外来（光線遺伝、爪、レーザー）、検査、外来手術、病棟業務

抄読会、教授回診、臨床・病理カンファレンス・医局会、病棟業務

病棟業務（随時）

氏 名（職 掌） 専 門 医 専門分野

研修内容と到達目標

大阪医科薬科大学病院

研修病院群

到達目標に対する自己評価、指導医評価が行われる。

評価方法

午 　 前 午 　 後

森脇 真一（もりわき しんいち）教授（科長）
■専門分野
　光皮膚科学、遺伝性皮膚疾患

■職歴

　昭和61年　　　　 大阪医科大学卒業（現 大阪医科薬科大学）

　平成04年　　　　  医学博士、皮膚科専門医

　平成04年～06年　米国国立衛生研究所

　平成06年～10年　兵庫県立尼崎病院

　平成10年～17年　浜松医科大学

　平成17年～大阪医科大学（平成21年より現職）（現 大阪医科薬科大学）

■主な学会／専門医資格

　日本皮膚科学会（代議員）／皮膚科専門医・責任指導医、難病指定医

　日本美容皮膚科学会（理事）、日本研究皮膚科学会（評議員）

　日本光医学光生物学会（理事）、日本香粧品学会（理事）

　日本小児皮膚科学会（運営委員）、日本皮膚悪性腫瘍学会（理事）

皮膚科外来

皮膚科スタッフ
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＜卒後3年目以降＞
　皮膚科専門医取得のための正式な研修期間がスタートする。皮膚科
医として多くの皮膚疾患患者と接し、「皮疹を診る眼」を養い、専門性
の高い検査法や治療法の技術を習得させる。さらに、外来、入院で経験
した患者に対し、単なる皮膚科診療のみならず、各症例を深く正しく
理解し、興味深い症例に対しては学会発表や論文作成を行うことによ
って、その情報を世界に発信できるよう指導する。
　本プログラムにおいて、後期研修医（レジデント）は上級医の指導の
もと、外来、入院を問わず各分野の多くの皮膚疾患を経験し、疾患病態
の理解を深め、自ら検査、診断、治療にあたる。さらに専門外来の現場
に入り、専門医療の知識、技能、態度のあり方を学ぶ。この間、皮膚科専
門医試験を受験する資格を得るために必須の受け持ち症例、手術症例
の蓄積を行い、同時に専門医取得に必要な学会発表や論文作成の能力
も身につける。後期研修期間中または終了後に大学院に進学して、皮
膚科専門医取得と並行して、学位取得を目指すことも可能である。

研修プログラム

❶各種皮膚科検査・治療（各種アレルギー検査、光線照射試験、ダーモ
スコピー検査、皮膚生検、皮膚科的処置、光線療法、巻き爪矯正、レーザ
ー照射、皮膚外科的手技、悪性腫瘍に対する化学療法など）を習得し、
実施できる。
❷指導医のもとで一般皮膚科外来を担当できる。
❸生検・手術標本の病理学的所見を正しく説明できる。
❹ダーモスコピー検査の所見を的確に説明できる。
❺アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬をはじめとする慢性難治性皮膚疾
患患者に対する適切な検査、治療および生活指導ができる。
❻文献検索の方法を学び英語論文の熟読に精通し、経験症例を学会に
て発表し、論文化できる能力を身につける。

研修内容と到達目標

　2018年度から大阪医科薬科大学病院皮膚科が研修基幹施設と
なり、淀川キリスト教病院皮膚科、高槻赤十字病院皮膚科、市立ひら
かた病院皮膚科、北摂総合病院皮膚科を研修連携施設として、また、
第一東和会病院を研修準連携施設として加えた研修施設群を統括
する研修プログラムがスタートした。2019年度からは新たに、兵
庫県立尼崎総合医療センター皮膚科、藍野病院皮膚科が研修連携
施設に加わった。本プログラムでは、各研修期間の特徴を生かした
複数の研修コースを設定しており、皮膚科領域の一般的な知識か
ら専門的な知識、技能（皮膚外科、美容皮膚科を含む）に至るまで幅
広く習得できる。研修基幹施設では主として皮膚科医としての基
本姿勢、重症、緊急、悪性皮膚疾患への対応を学ぶ。大学院生として
学位取得と並行した研修も可能である。研修連携施設では、急性期
皮膚疾患、慢性皮膚疾患、common skin diseaseに適切に対応
できる総合的な診療能力を培う。研修準連携施設では一般皮膚科
と並行して美容皮膚科、地域医療、老人医療を学ぶ。
　この専門研修プログラムで研修することにより、皮膚科専門医と
して信頼され安全で標準的な医療を国民に提供できる充分な知識
と技術を獲得することができる。本プログラムにおける皮膚科専門
医取得のための5年の間に、皮膚科の中で特に興味ある分野（皮膚
外科、皮膚アレルギー、光皮膚科、皮膚病理、美容皮膚科など）が見つ
かれば、将来の専門分野としてさらに深く修練を積めるような指導
体制も整えている。

皮膚科新専門医制度について 手術件数：203件
皮膚生検術件数：397件
アトピー性皮膚炎（初診）患者数：114名
紫外線療法：2,928件
巻き爪矯正：57件
レーザー治療：127件
色素性乾皮症、コケイン症候群の分子細胞診断：7件
遺伝カウンセリング：11件

2019年度臨床実績

日本皮膚科学会総会／日本皮膚科学会中部支部学術大会
日本皮膚科学会近畿集談会／日本皮膚科学会大阪地方会
日本臨床皮膚科医会／日本小児皮膚科学会
日本皮膚悪性腫瘍学会　等
2013年度は第31回日本美容皮膚科学会を担当、2015年度は第
4回光皮膚科学研究会を担当、2017年度は太陽紫外線防御研究
委員会 第28回シンポジウムを主催した。2020年度には第44回
日本小児皮膚科学会、2021年度は第43回日本光医学・光生物学
会と第4回日本フォトダーマトロジー学会を主催した。

参加学会と学会活動

高槻赤十字病院／市立ひらかた病院／淀川キリスト教病院／兵庫
県立尼崎総合医療センター／北摂総合病院／第一東和会病院／
恒昭会藍野病院／清仁会洛西シミズ病院

主なる関連病院

（研修基幹施設）大阪医科薬科大学病院皮膚科
（研修連携施設）淀川キリスト教病院皮膚科、高槻赤十字病院皮膚
科、市立ひらかた病院皮膚科、北摂総合病院皮膚科、兵庫県立尼崎総
合医療センター皮膚科、恒昭会藍野病院皮膚科

（研修準連携施設）第一東和会病院皮膚科

プログラムに参加する医療機関等

　日本専門医機構認定皮膚科専門医

取得できる認定医・専門医
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後期研修プログラムの特徴

紫外線性DNA損傷修復能の異常で発症する遺伝性光線過敏
症の分子細胞診断
　色素性乾皮症（XP）、コケイン症候群（CS）、トリコチオディスト
ロフィ（TTD）、紫外線高感受性症候群（UVSS）などの遺伝性光線
過敏症の診断センターを本学皮膚科学研究室にて立ち上げ維持し
ている。全国から来院する患者由来あるいは送付されてくる検体

（皮膚、血液等）を用いて、各種DNA修復試験、分子細胞生物学的解
析によりこれらの疾患の確定診断を行っている。この診断過程で経
験した特に興味ある症例については世界に発信すべくさらに詳細
に解析している。さらに、神経皮膚症候群に属する難病でもある
XP、CS患者に見られる進行性脳神経障害の発症機序の解明、根治
的治療法探索のため、酸化ストレス、酸化的DNA損傷の修復という
観点からの分子細胞生物学的検討を行っている。また、これらの患
者への放射線の使用には是非があるため、放射線照射後のγ
H2AX検出システムによりXP、CSにおける二本鎖切断の修復応
答を解析している。

１．遺伝性光線過敏症の分子遺伝学

　酸化、糖化、DNA損傷、基底膜という観点から、光老化、日光角化
症などの露光部皮膚悪性腫瘍の発症の分子機構を明らかにし、
EBMに基づいた皮膚老化や皮膚がんの予防法の提唱を行うことを
目指している。さらに皮膚トラブルによる患者QOLの変化という
観点からメイクアップの重要性を看護学部と共同で検討中である。

3．光老化・光発がんの病態解明と皮膚アンチエイジング

　アトピー性皮膚炎、薬疹、皮膚感染症、創傷など各種疾患モデルマ
ウスを用いて、それぞれの疾病出現時に皮膚に生じる分子病態の解
明を行うことにより、新規分子標的薬の探索を行っている。

4．マウスモデルを用いた皮膚アレルギー研究

　尋常性乾癬、アトピー性皮膚炎患者の尿中8-OHdGと各種臨床
スコアとの関連を解析し、これらの疾患での新たなバイオマーカー
の提唱を目指している。

5．慢性皮膚疾患患者における酸化ストレスの評価

　前述の疾患のみならず、すべての遺伝性皮膚疾患（遺伝性色素異
常症、母斑症など）に対して遺伝カウンセリングを中心とした遺伝
医療を行っている。遺伝性光線過敏症では当科で遺伝子診断が可能
であり、重篤な色素性乾皮症A群では保因者診断、出生前診断も適
宜施行している。XP、CSに関しては患者家族会への支援などの社
会活動も積極的に行っている。

２．皮膚科領域での遺伝医療の展開

大学院における研究活動
　当科での研究の基本姿勢は 「患者のためのclinically ‒ oriented research」の推進である。医学研究は医科大学における重要な業務のひ

とつであり、また短期間であっても若い医師が研究を経験することにより、「患者のために常に疑問をもち自ら考え解決する」能力を身につ

けることができるものと考えます。現在教授、講師の指導のもとに若手スタッフがともに日夜研究に励んでいます。

手術風景

臨床・病理カンファレンス

皮膚科医局皮膚科学研究室



＜卒後3年目以降＞
　皮膚科専門医取得のための正式な研修期間がスタートする。皮膚科
医として多くの皮膚疾患患者と接し、「皮疹を診る眼」を養い、専門性
の高い検査法や治療法の技術を習得させる。さらに、外来、入院で経験
した患者に対し、単なる皮膚科診療のみならず、各症例を深く正しく
理解し、興味深い症例に対しては学会発表や論文作成を行うことによ
って、その情報を世界に発信できるよう指導する。
　本プログラムにおいて、後期研修医（レジデント）は上級医の指導の
もと、外来、入院を問わず各分野の多くの皮膚疾患を経験し、疾患病態
の理解を深め、自ら検査、診断、治療にあたる。さらに専門外来の現場
に入り、専門医療の知識、技能、態度のあり方を学ぶ。この間、皮膚科専
門医試験を受験する資格を得るために必須の受け持ち症例、手術症例
の蓄積を行い、同時に専門医取得に必要な学会発表や論文作成の能力
も身につける。後期研修期間中または終了後に大学院に進学して、皮
膚科専門医取得と並行して、学位取得を目指すことも可能である。

研修プログラム

❶各種皮膚科検査・治療（各種アレルギー検査、光線照射試験、ダーモ
スコピー検査、皮膚生検、皮膚科的処置、光線療法、巻き爪矯正、レーザ
ー照射、皮膚外科的手技、悪性腫瘍に対する化学療法など）を習得し、
実施できる。
❷指導医のもとで一般皮膚科外来を担当できる。
❸生検・手術標本の病理学的所見を正しく説明できる。
❹ダーモスコピー検査の所見を的確に説明できる。
❺アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬をはじめとする慢性難治性皮膚疾
患患者に対する適切な検査、治療および生活指導ができる。
❻文献検索の方法を学び英語論文の熟読に精通し、経験症例を学会に
て発表し、論文化できる能力を身につける。

研修内容と到達目標

　2018年度から大阪医科薬科大学病院皮膚科が研修基幹施設と
なり、淀川キリスト教病院皮膚科、高槻赤十字病院皮膚科、市立ひら
かた病院皮膚科、北摂総合病院皮膚科を研修連携施設として、また、
第一東和会病院を研修準連携施設として加えた研修施設群を統括
する研修プログラムがスタートした。2019年度からは新たに、兵
庫県立尼崎総合医療センター皮膚科、藍野病院皮膚科が研修連携
施設に加わった。本プログラムでは、各研修期間の特徴を生かした
複数の研修コースを設定しており、皮膚科領域の一般的な知識か
ら専門的な知識、技能（皮膚外科、美容皮膚科を含む）に至るまで幅
広く習得できる。研修基幹施設では主として皮膚科医としての基
本姿勢、重症、緊急、悪性皮膚疾患への対応を学ぶ。大学院生として
学位取得と並行した研修も可能である。研修連携施設では、急性期
皮膚疾患、慢性皮膚疾患、common skin diseaseに適切に対応
できる総合的な診療能力を培う。研修準連携施設では一般皮膚科
と並行して美容皮膚科、地域医療、老人医療を学ぶ。
　この専門研修プログラムで研修することにより、皮膚科専門医と
して信頼され安全で標準的な医療を国民に提供できる充分な知識
と技術を獲得することができる。本プログラムにおける皮膚科専門
医取得のための5年の間に、皮膚科の中で特に興味ある分野（皮膚
外科、皮膚アレルギー、光皮膚科、皮膚病理、美容皮膚科など）が見つ
かれば、将来の専門分野としてさらに深く修練を積めるような指導
体制も整えている。

皮膚科新専門医制度について 手術件数：203件
皮膚生検術件数：397件
アトピー性皮膚炎（初診）患者数：114名
紫外線療法：2,928件
巻き爪矯正：57件
レーザー治療：127件
色素性乾皮症、コケイン症候群の分子細胞診断：7件
遺伝カウンセリング：11件

2019年度臨床実績

日本皮膚科学会総会／日本皮膚科学会中部支部学術大会
日本皮膚科学会近畿集談会／日本皮膚科学会大阪地方会
日本臨床皮膚科医会／日本小児皮膚科学会
日本皮膚悪性腫瘍学会　等
2013年度は第31回日本美容皮膚科学会を担当、2015年度は第
4回光皮膚科学研究会を担当、2017年度は太陽紫外線防御研究
委員会 第28回シンポジウムを主催した。2020年度には第44回
日本小児皮膚科学会、2021年度は第43回日本光医学・光生物学
会と第4回日本フォトダーマトロジー学会を主催した。

参加学会と学会活動

高槻赤十字病院／市立ひらかた病院／淀川キリスト教病院／兵庫
県立尼崎総合医療センター／北摂総合病院／第一東和会病院／
恒昭会藍野病院／清仁会洛西シミズ病院

主なる関連病院

（研修基幹施設）大阪医科薬科大学病院皮膚科
（研修連携施設）淀川キリスト教病院皮膚科、高槻赤十字病院皮膚
科、市立ひらかた病院皮膚科、北摂総合病院皮膚科、兵庫県立尼崎総
合医療センター皮膚科、恒昭会藍野病院皮膚科

（研修準連携施設）第一東和会病院皮膚科

プログラムに参加する医療機関等

　日本専門医機構認定皮膚科専門医

取得できる認定医・専門医
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後期研修プログラムの特徴

紫外線性DNA損傷修復能の異常で発症する遺伝性光線過敏
症の分子細胞診断
　色素性乾皮症（XP）、コケイン症候群（CS）、トリコチオディスト
ロフィ（TTD）、紫外線高感受性症候群（UVSS）などの遺伝性光線
過敏症の診断センターを本学皮膚科学研究室にて立ち上げ維持し
ている。全国から来院する患者由来あるいは送付されてくる検体

（皮膚、血液等）を用いて、各種DNA修復試験、分子細胞生物学的解
析によりこれらの疾患の確定診断を行っている。この診断過程で経
験した特に興味ある症例については世界に発信すべくさらに詳細
に解析している。さらに、神経皮膚症候群に属する難病でもある
XP、CS患者に見られる進行性脳神経障害の発症機序の解明、根治
的治療法探索のため、酸化ストレス、酸化的DNA損傷の修復という
観点からの分子細胞生物学的検討を行っている。また、これらの患
者への放射線の使用には是非があるため、放射線照射後のγ
H2AX検出システムによりXP、CSにおける二本鎖切断の修復応
答を解析している。

１．遺伝性光線過敏症の分子遺伝学

　酸化、糖化、DNA損傷、基底膜という観点から、光老化、日光角化
症などの露光部皮膚悪性腫瘍の発症の分子機構を明らかにし、
EBMに基づいた皮膚老化や皮膚がんの予防法の提唱を行うことを
目指している。さらに皮膚トラブルによる患者QOLの変化という
観点からメイクアップの重要性を看護学部と共同で検討中である。

3．光老化・光発がんの病態解明と皮膚アンチエイジング

　アトピー性皮膚炎、薬疹、皮膚感染症、創傷など各種疾患モデルマ
ウスを用いて、それぞれの疾病出現時に皮膚に生じる分子病態の解
明を行うことにより、新規分子標的薬の探索を行っている。

4．マウスモデルを用いた皮膚アレルギー研究

　尋常性乾癬、アトピー性皮膚炎患者の尿中8-OHdGと各種臨床
スコアとの関連を解析し、これらの疾患での新たなバイオマーカー
の提唱を目指している。

5．慢性皮膚疾患患者における酸化ストレスの評価

　前述の疾患のみならず、すべての遺伝性皮膚疾患（遺伝性色素異
常症、母斑症など）に対して遺伝カウンセリングを中心とした遺伝
医療を行っている。遺伝性光線過敏症では当科で遺伝子診断が可能
であり、重篤な色素性乾皮症A群では保因者診断、出生前診断も適
宜施行している。XP、CSに関しては患者家族会への支援などの社
会活動も積極的に行っている。

２．皮膚科領域での遺伝医療の展開

大学院における研究活動
　当科での研究の基本姿勢は 「患者のためのclinically ‒ oriented research」の推進である。医学研究は医科大学における重要な業務のひ

とつであり、また短期間であっても若い医師が研究を経験することにより、「患者のために常に疑問をもち自ら考え解決する」能力を身につ

けることができるものと考えます。現在教授、講師の指導のもとに若手スタッフがともに日夜研究に励んでいます。

手術風景

臨床・病理カンファレンス

皮膚科医局皮膚科学研究室



3. 透析室業務

①外来透析症例における検査データ把握と透析条件の設定を体験

する。

②逸水や、急性腎不全症例における緊急透析に対する対応を体験

する。

③血漿交換症例における条件設定を体験する。

4. 手術

①泌尿器科小手術（内シャント造設、陰嚢内手術、包茎手術）を体験

する。

③泌尿器腫瘍腹腔鏡手術のスコーピストの経験を積み、執刀を行う。

④泌尿器開腹手術を執刀する。

以上、初期研修といえども、腎・泌尿器分野におけるほとんどの手術

や、処置を体験・習得し、執刀することによって本人のモチベーショ

ンを高め、より充実した研修期間を過ごすことができると考えてい

ます。
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Urology/blood purification centor

●教室の特色●

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●
基本理念

　臨床、研究、教育、に共通した基本理念として、「今求められる医療の実践」を常に念頭に置いて、患者様に喜ばれる、いい治療、特に、本学に特徴

的な治療の開発と提供に取り組んでいます。

臨床

　泌尿器領域では膀胱癌、前立腺癌、腎癌、精巣腫瘍といった悪性腫瘍疾患が中心となりますが、尿失禁などの排尿障害や、腎不全、腎移植も含め

た幅広い領域において、それぞれに対する「ニーズにかなう医療」を考慮して大阪医大に特徴的な治療の提供を行うことが我々の主題です。例え

ば膀胱癌においては、高度医療に認可された膀胱癌をとらずに根治する“大阪医大式膀胱温存療法”の開発であるとか、特殊な光源で癌を検知す

るPDD-膀胱内視鏡療法、また、前立腺癌においてはロボットを用いた先進手術や、内分泌療法が効かなくなった内分泌不応前立腺癌に対する

大阪医大式内分泌化学療法の開発など、数多くの先進医療を含めた大阪医大に特徴的な治療の提供に取り組んでいます。

研究

　「求められる医療の提供」を原点として、「臨床での疑問点や問題点を基礎研究に掘り下げ、その研究成果を臨床にフィードバックできるような

研究を進めていきたいと考えています。今我々が取り組んでいる２つの大きな研究テーマ、腫瘍の領域での「転移のメカニズム解析と治療」、そし

て、移植領域での「免疫寛容誘導」は、この基本理念から生まれたテーマです。今後も、これらのテーマをさらに発展させつつ、一方では臨床におけ

る疑問点を手がかりとして、スタッフ全員が一丸となって幅広い分野で研究に取り組んでいきたいと考えています。

教育

　目標は「求められる医師の育成」です。臨床で患者様一人一人に喜ばれる医師、あるいは、研究で新規治療を開発し、数多くの患者様に喜ばれる

医師、どのような形であれ「先生が必要なんです！」と言われる医師の育成を目指しています。具体的なレジデント教育方針としては、「本人が主

体的に、実践で学ぶ卒後レジデント教育システム」、すなわち、診断、手術を含めた治療、そして、フォローアップといった一環した診療をレジデン

トが主体的に修学するシステムを構築し、疑問と問題点を自分で考え、解明することによって自主性と積極性を引き出すことを目指しています。

初期研修プログラムの特徴
　近年医療は細分化されており、各科においてもより専門的な知識

や技術が要求されるようになってきています。そのためには、まず

外科医として最低限習得しておかなければならない基礎知識、およ

び、基礎的技術を自分のものにすることが極めて重要です。当科の

初期研修では、年間1000例以上の手術症例と年間50000例の外

来症例という豊富な症例を通して一般臨床外科医で必要な処置

（IVH留置、創部縫合・管理etc）を充分に習得できます。そして、確

立された基礎的知識と技術の上に、泌尿器科的な基本手技（内視鏡

操作、各種カテーテル留置etc）や小手術（内シャント造設、陰嚢内

手術）、をはじめ、腎機能障害を有する輸液管理、慢性腎不全の維持

透析管理などの内科的知識も習得できます。

　私達は手術手技の習得に関して、「手術が上達する最大の近道は

手術を執刀すること！」を基本理念として研修教育を行っていま

す。すなわち、初期研修期間の当初から、今話題のロボット支援腹腔

鏡手術を含めた先端医療に積極的に参加してもらい、泌尿器科の主

要手術を体験することによって、研修医の先生方自身が興味をも

ち、自主的に勉学、習得していく「能動的初期研修プログラム」の実

現に取り組んでいます。　

　腎泌尿器外科は、新生児から高齢者まですべての年齢層を対象として、対象疾患は、泌尿生殖器系悪性腫瘍、神経因性膀胱、尿失禁、男性不妊と

アンドロロジー、男性性機能障害、小児泌尿器疾患、副腎などの内分泌疾患、血液・腹膜透析や腎移植などの腎不全治療、また、さらには尿路結石

症、尿路感染症に至るまで、多岐に及んでいます。当教室では、腹腔鏡下手術に代表される低侵襲治療法（ロボット支援前立腺手術など）、尿路再

建、抗癌化学療法（特に浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存を目的とした動注併用放射線化学療法）、高齢者排尿管理、腎移植（死体、生体）など多方面

で、質の高い医療の提供と先端医療技術の開発・研究に努めています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　泌尿器科学教室  TEL：072-683-1221／e-mail：uro.ikyoku@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/uro/

氏 名（職 掌） 専 門 医 専門領域

能見勇人（准教授）

稲元輝生（准教授）

上原博史（診療准教授）

小村和正（講　師）

平野　一（特任講師）

泌尿器科専門医・指導医　　日本泌尿器科学会

泌尿器科専門医・指導医　　日本泌尿器科学会

泌尿器科専門医・指導医　日本泌尿器科学会

泌尿器科専門医・指導医　日本泌尿器科学会

腎臓専門医・指導医　　日本腎臓学会

腎不全、腹膜透析、腎移植

泌尿器科腫瘍学、腹腔鏡手術

泌尿器科腫瘍学、腹腔鏡手術、腎移植

泌尿器科腫瘍学、腹腔鏡手術

腎不全・腎移植

20 腎泌尿器外科/血液浄化センター

■専門分野
　免疫学（腫瘍免疫、移植免疫）
■経歴
　昭和63年03月15日　大阪医科大学　卒業
　平成03年06月16日　大阪医科大学助手（泌尿器科学教室）
　平成04年08月23日　アメリカ合衆国ハーバード大学外科学教室にresearch fellowとして留学
　平成11年09月16日　大津赤十字病院　泌尿器科副部長
　平成15年04月15日　大阪医科大学講師（泌尿器科学教室）
　平成18年07月01日　大阪医科大学助教授（泌尿器科学教室）
　平成23年04月01日　大阪医科大学教授（泌尿器科学教室）
　平成24年04月01日　大阪医科大学付属病院・血液浄化センター長（兼務）
■主な学会
　日本泌尿器科学会、日本移植学会、（H23年～評議員、幹事）、日本腎臓学会、日本透析医学会（H30年～評議員）
　日本生殖免疫学会（理事）、日本アンドロロジー学会（H28年～監事）、
　日本生殖医学会（H22年～代議員）、日本泌尿器内視鏡学会（Ｈ30年～理事）　　ほか８学会
■専門医資格
　泌尿器科専門医、日本泌尿器科学会　指導医、腎移植認定医、日本透析医学会指導医、日本腎臓学会指導医
　日本透析医学会、日本内視鏡学会、日本泌尿器内視鏡学会専門医　　ほか
■研究課題
　基礎研究／「癌転移のメカニズム解析と治療」・「腎移植における免疫寛容の確立」、
　臨床研究／「浸潤性膀胱癌の新規膀胱温存療法“ＯＭＣ-regimen”を標準治療へ」

1. 外来業務

①問診、診察、および、超音波検査をはじめとした画像診断を実際に

行う。
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研修内容と到達目標

東　 治人（あずま はるひと）教授（科長）
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3. 透析室業務

①外来透析症例における検査データ把握と透析条件の設定を体験
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する。

③血漿交換症例における条件設定を体験する。

4. 手術

①泌尿器科小手術（内シャント造設、陰嚢内手術、包茎手術）を体験

する。
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以上、初期研修といえども、腎・泌尿器分野におけるほとんどの手術
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操作、各種カテーテル留置etc）や小手術（内シャント造設、陰嚢内
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　日本生殖免疫学会（理事）、日本アンドロロジー学会（H28年～監事）、
　日本生殖医学会（H22年～代議員）、日本泌尿器内視鏡学会（Ｈ30年～理事）　　ほか８学会
■専門医資格
　泌尿器科専門医、日本泌尿器科学会　指導医、腎移植認定医、日本透析医学会指導医、日本腎臓学会指導医
　日本透析医学会、日本内視鏡学会、日本泌尿器内視鏡学会専門医　　ほか
■研究課題
　基礎研究／「癌転移のメカニズム解析と治療」・「腎移植における免疫寛容の確立」、
　臨床研究／「浸潤性膀胱癌の新規膀胱温存療法“ＯＭＣ-regimen”を標準治療へ」

1. 外来業務

①問診、診察、および、超音波検査をはじめとした画像診断を実際に

行う。

②外来検査・外来処置全般（膀胱鏡、尿管ステント留置、前立腺生検

etc）を体験・習得する。

2. 病棟業務

①泌尿器腫瘍外科症例（腎臓癌、前立腺癌、膀胱癌、精巣腫瘍、尿管癌

など）における術前・術後管理を体験する。

②副腎内分泌外科症例における術前・術後管理（副腎疾患における

ホルモン補充などを含めて）を経験する

③血液・腹膜透析の導入、および、維持透析症例における食事・栄養

管理を習得する。

④腎移植症例の術前、術後管理を体験する。

研修内容と到達目標

東　 治人（あずま はるひと）教授（科長）

泌尿器科専門医・指導医  日本泌尿器科学会、 透析専門医・指導医  日本透析医学会、 
腎臓専門医・指導医  日本腎臓学会東　治人（教　授） 泌尿器科腫瘍学、腹腔鏡手術、免疫学



以下に実践目標を示します。
1. 外来業務
①問診、診察、および、超音波検査をはじめとした画像診断を実際に

行い、診断アルゴリズムに沿った診断ができる。
②外来検査・外来処置全般（膀胱鏡、尿管ステント留置、前立腺生検

etc）、および、初期研修医に指導できる。
2. 病棟業務
①泌尿器腫瘍外科症例（腎臓癌、前立腺癌、膀胱癌、精巣腫瘍、尿管癌

など）における術前・術後管理ができる。
②副腎内分泌外科症例における術前・術後管理（副腎疾患における

ホルモン補充などを含めて）ができる。
③血液・腹膜透析の導入、および、維持透析症例における食事・栄養

管理ができる。
④腎移植症例の術前、術後管理ができる。
3. 透析室業務
①外来透析症例における検査データ把握と透析条件の設定がで

きる。
②逸水や、急性腎不全症例における緊急透析に対する対応がで

きる。
③血漿交換症例における条件設定を習得する。
4. 手術
①泌尿器科小手術（内シャント造設、陰嚢内手術、包茎手術）の執刀

ができる。
②経尿道的内視鏡手術（TUR-P, TUR-BT）の執刀ができる。
③泌尿器腫瘍腹腔鏡手術のスコーピスト、および執刀ができる。
④泌尿器開腹手術の執刀ができる。
5. その他、当科に特徴的な習得事項
①前立腺癌治療センターを開設しており、極めて多くの症例経験を

通して、個々の症例に最適の治療を選択するノウハウとロボット
支援手術を含めた先進手術治療から先進薬物療法まで、前立腺癌
治療に対する治療、総合的に学習できる。

②膀胱癌に対する新規膀胱温存療法「大阪医大式膀胱温存療法」と
「アミノレブリン酸 (5-ALA) による蛍光膀胱鏡を用いた経尿道
的治療」の実施により極めて先進的な膀胱癌治療を習得し、さら
に発展させた研究をすることも可能である。

大学院入学の勧め
　1年目から大学院への入学が可能であり、早期における学位習得
が可能である。腫瘍、移植、腎不全、不妊、性機能など、多彩な研究グ
ループがあり希望する研究を実現する。

海外留学のすすめ（研修終了後）
　やる気のある若い先生は、できる限り海外留学に行くことを勧め
ている。　
　一生涯に一度、海外で生活してみたいといった漠然とした動機で
もいいと思う。海外に行って研究の環境におかれれば、必然的に研
究に没頭するようになり、研究の楽しさ、すばらしさ、そして厳しさ
も得られると思う。海外留学は自分にとってだけでなく後輩のため
にも非常に有効である。たとえば、後輩の留学先の確保や、後輩が留
学したときの不安や問題点を自分の経験を話すことによって解消
させ、勇気付ける、また、研究の面では、帰国後も共同研究を行うこ
とによって最新の情報を入手して研究や、臨床に有益であると思わ
れる。

　そして、最後に、語学の習得、やはり、プレゼンテーションの力と
いうのは極めて重要であると思われる。国際人であることの重要
性、そして、何よりも無二の親友が海外にいるということが、一生
涯、掛買いのない財産になると思う。

H a r v a r d 　 M e d i c a l  S c h o o l 、B r i t i s h 　 c o l u m b i a ,  M D  
Anderson といった、世界有数の研究機関と連携を持って協同研究
を行っている。これらの世界有数の研究機関に留学し、研究のすばら
しさ、そして、厳しさを知ること、そして、帰国後も協同研究を行うこ
とにより最新の情報を入手することは、若い先生方の将来において、
極めて貴重な経験とキャリアーになると思われる。

後期研修プログラムの特徴
　後期研修は、初期研修終了後の医師の教育・研修を行う時期です。
専門医師としての能力を確立する意味で重要な時期であり、初期研
修期間に習得した基礎知識、そして、確立された技術の上に、小手術

（内シャント造設、陰嚢内手術）をはじめ、泌尿器腫瘍における腹腔
鏡手術の助手、執刀ができることを目標に研修プログラムを組んで
います。　また、チーム医療の中の一員として、ロボット支援手術に
代表されるような先進医療にも積極的に参加してもらい、高いモチ
ベーションをもって自主的に勉学する研修を目指しています。ま
た、外来診療における泌尿器疾患の診断、および、移植・透析医療な
ど、慢性腎不全に対する総合的医療の習得も極めて重要な研修事項
です。これらを含め、広い領域において、研修終了までには、確立し
たスペシャリストとして活躍できるよう、充実した研修プログラム
を実施しています。
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レジデント教育の基本姿勢
　最も重要なことは、学ぶべき本人が何を求めているのか？を充分
に把握し、自主性と積極性を引き出す教育システムを構築すること
であると考えています。本人が主体的に、実践で学ぶ卒後レジデン
ト教育システム、すなわち、診断、手術を含めた治療、そして、フォロ
ーアップといった一環した診療をレジデントが主体的に修学する
システムを構築し、疑問と問題点を自分で考え、解明する、ことによ
って自主性と積極性を引き出すことを目指しています。

手術が上達する最大の近道は手術を執刀すること！
　手術手技の習得に関して、我々は、手術が上達する最大の近道は
手術を執刀すること！であると考えています。手術前には手術書で
勉強する！でしょうし、手術後には先輩や指導医の手術の見方が変
わります！先輩と、どこが違うのか？と考えることによってモチベ
ーションアップにつながります。事実、ここ数年の腹腔鏡技術認定
医の合格率はきわめて高く、技術的に非常に高いレベルを維持して
います。また、年間1000例以上の手術件数をこなすには、このシス
テムが非常に有用であり、若い力がそのまま組織の力となっている
のも事実です。

海外の協同研究機関との連携図

研修内容と到達目標

　泌尿器科と聞くと“男ばかりの科”“男性生殖器の科”という印象
が強いかもしれません。でも実際の臨床の場では約3割の患者が女
性であり、特に最近では女性泌尿器という専門分野が確立されるほ

どになりました。それに伴い女性の泌尿器科医が増えており全国で
300人以上となっています（残念ながら関西ではまだ女性泌尿器
科医は浸透しておらず、出遅れているといえます）。
　また、透析医療においては女性が比較的多く、血液透析のライフ
ラインとも言うべき内シャント造設術を習得することは、極めて有
用、かつ貴重な経験と言えます。
　先生方の進む道が泌尿器科でなく、これから医師として何十年と
過ごされる中で、ほんの数ヶ月を泌尿器科で研修することは意味の
無いことのように思われるかもしれません。でも、私たちはその数
ヶ月でもその人の医師としての人生に何か意義のあるものを残せ
るように努力していきたいと思います。

泌尿器科スタッフ一同　

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

午 　 前 午 　 後

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

カ ン フ ァ レ ン ス 、外 来 診 療

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

手 術（ 内 視 鏡 ）

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

1 . 3 . 5 週 の み 病 棟

手 術（ 腹 腔 鏡 ）、内 シ ャ ン ト 造 設 術

結 石 手 術

手 術（ 腹 腔 鏡 、開 腹 ）

手 術（ 腹 腔 鏡 ）

病 棟 回 診

泌尿器科研修を考えている先生へ

済生会中津病院／済生会静岡病院／済生会茨木病院
亀田総合病院／第一東和会病院／北摂総合病院／八尾総合病院
青山病院清恵会病院／高槻病院／枚方市民病院／徳洲会松原病院
徳洲会野崎病院／生駒市民病院／城山病院／高槻日赤病院（透析）
守山市民病院（透析） 他

研修病院群

＜３年目～４年目における研修方法＞
　3年目の1年間は大阪医科大学泌尿器科で研修を行います。また、
4年目以降は関連施設において約2年間の研修プログラムを行いま
す。大阪医科大学での研修では泌尿器科腫瘍をはじめとした基本的
な手術を執刀まで習得し、その後の関連施設での研修ではそれまで
の経験をもとに実際に外来で症例を診断し、手術を行い、術後のフ
ォローアップを行う「診断、治療、フォローアップ」という総合的治

療を通して実臨床に精通した知識を習得してもらいます。

研修プログラム

済生会中津病院／済生会静岡病院／済生会茨木病院／生駒市民病
院／高槻病院／市立ひらかた病院／北摂総合病院／徳洲会松原病
院／城山病院／畷生会脳神経外科病院／亀田総合病院／第一東和
会病院／北摂総合病院／八尾総合病院／青山病院清恵会病院／高槻
日赤病院（透析）／守山市民病院（透析）　　　　　　　　　　　　他

プログラムに参加する医療機関

日本泌尿器科学会専門医／腎臓専門医／透析専門医
癌治療認定医／泌尿器内視鏡技術認定医／移植認定医

取得できる認定医・専門医

日本泌尿器科学会／日本泌尿器内視鏡学会
日本癌学会、日本癌治療学会／日本移植学会
日本腎臓学会／日本透析療法学会

参加学会等



以下に実践目標を示します。
1. 外来業務
①問診、診察、および、超音波検査をはじめとした画像診断を実際に

行い、診断アルゴリズムに沿った診断ができる。
②外来検査・外来処置全般（膀胱鏡、尿管ステント留置、前立腺生検

etc）、および、初期研修医に指導できる。
2. 病棟業務
①泌尿器腫瘍外科症例（腎臓癌、前立腺癌、膀胱癌、精巣腫瘍、尿管癌

など）における術前・術後管理ができる。
②副腎内分泌外科症例における術前・術後管理（副腎疾患における

ホルモン補充などを含めて）ができる。
③血液・腹膜透析の導入、および、維持透析症例における食事・栄養

管理ができる。
④腎移植症例の術前、術後管理ができる。
3. 透析室業務
①外来透析症例における検査データ把握と透析条件の設定がで

きる。
②逸水や、急性腎不全症例における緊急透析に対する対応がで

きる。
③血漿交換症例における条件設定を習得する。
4. 手術
①泌尿器科小手術（内シャント造設、陰嚢内手術、包茎手術）の執刀

ができる。
②経尿道的内視鏡手術（TUR-P, TUR-BT）の執刀ができる。
③泌尿器腫瘍腹腔鏡手術のスコーピスト、および執刀ができる。
④泌尿器開腹手術の執刀ができる。
5. その他、当科に特徴的な習得事項
①前立腺癌治療センターを開設しており、極めて多くの症例経験を

通して、個々の症例に最適の治療を選択するノウハウとロボット
支援手術を含めた先進手術治療から先進薬物療法まで、前立腺癌
治療に対する治療、総合的に学習できる。

②膀胱癌に対する新規膀胱温存療法「大阪医大式膀胱温存療法」と
「アミノレブリン酸 (5-ALA) による蛍光膀胱鏡を用いた経尿道
的治療」の実施により極めて先進的な膀胱癌治療を習得し、さら
に発展させた研究をすることも可能である。

大学院入学の勧め
　1年目から大学院への入学が可能であり、早期における学位習得
が可能である。腫瘍、移植、腎不全、不妊、性機能など、多彩な研究グ
ループがあり希望する研究を実現する。

海外留学のすすめ（研修終了後）
　やる気のある若い先生は、できる限り海外留学に行くことを勧め
ている。　
　一生涯に一度、海外で生活してみたいといった漠然とした動機で
もいいと思う。海外に行って研究の環境におかれれば、必然的に研
究に没頭するようになり、研究の楽しさ、すばらしさ、そして厳しさ
も得られると思う。海外留学は自分にとってだけでなく後輩のため
にも非常に有効である。たとえば、後輩の留学先の確保や、後輩が留
学したときの不安や問題点を自分の経験を話すことによって解消
させ、勇気付ける、また、研究の面では、帰国後も共同研究を行うこ
とによって最新の情報を入手して研究や、臨床に有益であると思わ
れる。

　そして、最後に、語学の習得、やはり、プレゼンテーションの力と
いうのは極めて重要であると思われる。国際人であることの重要
性、そして、何よりも無二の親友が海外にいるということが、一生
涯、掛買いのない財産になると思う。

H a r v a r d 　 M e d i c a l  S c h o o l 、B r i t i s h 　 c o l u m b i a ,  M D  
Anderson といった、世界有数の研究機関と連携を持って協同研究
を行っている。これらの世界有数の研究機関に留学し、研究のすばら
しさ、そして、厳しさを知ること、そして、帰国後も協同研究を行うこ
とにより最新の情報を入手することは、若い先生方の将来において、
極めて貴重な経験とキャリアーになると思われる。

後期研修プログラムの特徴
　後期研修は、初期研修終了後の医師の教育・研修を行う時期です。
専門医師としての能力を確立する意味で重要な時期であり、初期研
修期間に習得した基礎知識、そして、確立された技術の上に、小手術

（内シャント造設、陰嚢内手術）をはじめ、泌尿器腫瘍における腹腔
鏡手術の助手、執刀ができることを目標に研修プログラムを組んで
います。　また、チーム医療の中の一員として、ロボット支援手術に
代表されるような先進医療にも積極的に参加してもらい、高いモチ
ベーションをもって自主的に勉学する研修を目指しています。ま
た、外来診療における泌尿器疾患の診断、および、移植・透析医療な
ど、慢性腎不全に対する総合的医療の習得も極めて重要な研修事項
です。これらを含め、広い領域において、研修終了までには、確立し
たスペシャリストとして活躍できるよう、充実した研修プログラム
を実施しています。

20 腎泌尿器外科/血液浄化センター

レジデント教育の基本姿勢
　最も重要なことは、学ぶべき本人が何を求めているのか？を充分
に把握し、自主性と積極性を引き出す教育システムを構築すること
であると考えています。本人が主体的に、実践で学ぶ卒後レジデン
ト教育システム、すなわち、診断、手術を含めた治療、そして、フォロ
ーアップといった一環した診療をレジデントが主体的に修学する
システムを構築し、疑問と問題点を自分で考え、解明する、ことによ
って自主性と積極性を引き出すことを目指しています。

手術が上達する最大の近道は手術を執刀すること！
　手術手技の習得に関して、我々は、手術が上達する最大の近道は
手術を執刀すること！であると考えています。手術前には手術書で
勉強する！でしょうし、手術後には先輩や指導医の手術の見方が変
わります！先輩と、どこが違うのか？と考えることによってモチベ
ーションアップにつながります。事実、ここ数年の腹腔鏡技術認定
医の合格率はきわめて高く、技術的に非常に高いレベルを維持して
います。また、年間1000例以上の手術件数をこなすには、このシス
テムが非常に有用であり、若い力がそのまま組織の力となっている
のも事実です。

海外の協同研究機関との連携図

研修内容と到達目標

　泌尿器科と聞くと“男ばかりの科”“男性生殖器の科”という印象
が強いかもしれません。でも実際の臨床の場では約3割の患者が女
性であり、特に最近では女性泌尿器という専門分野が確立されるほ

どになりました。それに伴い女性の泌尿器科医が増えており全国で
300人以上となっています（残念ながら関西ではまだ女性泌尿器
科医は浸透しておらず、出遅れているといえます）。
　また、透析医療においては女性が比較的多く、血液透析のライフ
ラインとも言うべき内シャント造設術を習得することは、極めて有
用、かつ貴重な経験と言えます。
　先生方の進む道が泌尿器科でなく、これから医師として何十年と
過ごされる中で、ほんの数ヶ月を泌尿器科で研修することは意味の
無いことのように思われるかもしれません。でも、私たちはその数
ヶ月でもその人の医師としての人生に何か意義のあるものを残せ
るように努力していきたいと思います。

泌尿器科スタッフ一同　

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

午 　 前 午 　 後

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

カ ン フ ァ レ ン ス 、外 来 診 療

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

手 術（ 内 視 鏡 ）

外 来 診 療 、血 液 浄 化 セ ン タ ー 研 修

1 . 3 . 5 週 の み 病 棟

手 術（ 腹 腔 鏡 ）、内 シ ャ ン ト 造 設 術

結 石 手 術

手 術（ 腹 腔 鏡 、開 腹 ）

手 術（ 腹 腔 鏡 ）

病 棟 回 診

泌尿器科研修を考えている先生へ

済生会中津病院／済生会静岡病院／済生会茨木病院
亀田総合病院／第一東和会病院／北摂総合病院／八尾総合病院
青山病院清恵会病院／高槻病院／枚方市民病院／徳洲会松原病院
徳洲会野崎病院／生駒市民病院／城山病院／高槻日赤病院（透析）
守山市民病院（透析） 他

研修病院群

＜３年目～４年目における研修方法＞
　3年目の1年間は大阪医科大学泌尿器科で研修を行います。また、
4年目以降は関連施設において約2年間の研修プログラムを行いま
す。大阪医科大学での研修では泌尿器科腫瘍をはじめとした基本的
な手術を執刀まで習得し、その後の関連施設での研修ではそれまで
の経験をもとに実際に外来で症例を診断し、手術を行い、術後のフ
ォローアップを行う「診断、治療、フォローアップ」という総合的治

療を通して実臨床に精通した知識を習得してもらいます。

研修プログラム

済生会中津病院／済生会静岡病院／済生会茨木病院／生駒市民病
院／高槻病院／市立ひらかた病院／北摂総合病院／徳洲会松原病
院／城山病院／畷生会脳神経外科病院／亀田総合病院／第一東和
会病院／北摂総合病院／八尾総合病院／青山病院清恵会病院／高槻
日赤病院（透析）／守山市民病院（透析）　　　　　　　　　　　　他

プログラムに参加する医療機関

日本泌尿器科学会専門医／腎臓専門医／透析専門医
癌治療認定医／泌尿器内視鏡技術認定医／移植認定医

取得できる認定医・専門医

日本泌尿器科学会／日本泌尿器内視鏡学会
日本癌学会、日本癌治療学会／日本移植学会
日本腎臓学会／日本透析療法学会

参加学会等



大学院における研究活動
　主に①前立腺癌、膀胱癌、および、そして、腎不全・透析に関する研

究、腎癌などの癌に対する研究と、②腎移植を中心とする免疫学の

研究を行っています。ここで、それぞれの研究内容について簡単に
お話します。

 ①癌に対する研究

 ①ー１ 前立腺癌

　前立腺癌は、近年急激に増加し、現在男性の死亡率上位を占める

ようになり、重要な疾患です。ホルモン療法が効果的であることは

皆さんご存知のとおりですが、前立腺癌のホルモン療法には限界が

あります。特に進行性前立腺癌の場合には、その5年生存率は40％

以下であり、大きな問題となっているのが現状です。我々の施設で

は、ホルモン療法に対する反応が悪くなった、ホルモン不応性癌、特

に転移癌の患者様に対して特異的な治療法（ホルモン化学療法）を

行い、良好な成績を得ています。

　また、脳神経外科の先生方との共同研究により、硼素中性子捕捉

療法（BNCT）による内分泌療法不応性前立腺癌-骨転移の選択的治

療を計画しています。BNCTは、癌細胞親和性の硼素（10B）化合物を

予め投与し、熱中性子線を照射することにより､10Bを多く取り込ん

だ癌細胞では細胞内部で硼素と熱中性子の核反応が生じ、核反応に

より発生した高エネルギーのα線と7Li粒子が癌細胞を破壊すると

いう、“癌選択的な標的粒子線治療です。我々は、前立腺癌細胞の癌

細胞核に選択的に取り込まれる硼素化合物（BSH）を作成すること

によって、現在、有効な治療法がない”内分泌療法不応性前立腺癌-

骨転移に対して、癌選択的治療を行うことを考えています。

①－２ 膀胱癌

　膀胱癌においては、通常膀胱摘除を余儀なくされる浸潤性膀胱癌

に対して、手術することなしに根治に導く集学的治療“大阪医大式

膀胱温存療法” を積極的に施行し、これまで多くの症例に腫瘍の完

全消失を認めています。 “抗癌剤の動脈内注入と血液透析を組み合

わせる集学的治療 “大阪医大式膀胱温存療法”は、通常の化学療法

の約30倍もの濃度で抗癌剤を膀胱および、その周囲組織のみに限

局的に投与することが可能で、放射線照射を併用することによって

多くの患者様を膀胱摘出することなく、また、通常の化学療法にみ

られる骨髄抑制や、消化管障害などの副作用を殆ど認めることな

く、癌を完治させる画期的な治療法です。この治療法が開発された

ことにより、これまで治療の対象になり得ず、やむなく姑息的な治

療にとどまらざるを得なかった患者層を容易に根治を目標として

治療に導くことが可能となりました。

 ②腎移植を中心とする免疫学の研究 

　移植の分野では、「免疫制御細胞による免疫寛容導入」を研究して

います。これまでの免疫寛容導入法では、レシピエントに抗体を直接

投与する方法がほとんどで、その際、1）充分な抗体量の確保が困難

である、および、2）重篤な副作用が出現する、などの理由から臨床応

用が困難でした。私たちは、これまでのレシピエントに抗体を直接投

与する方法とは全く異なり、1)Sup-CD28-Igを投与することによ

って得られる”ドナー非特異的免疫制御細胞をレシピエントに投与

することによって、移植後、ドナー特異的な免疫寛容を獲得する新免

疫寛容誘導法を開発し、臨床応用を目的に研究を進めています。
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少ない。赤血球寿命の測定は、呼気中の一酸化炭素濃度を測定する

ことにより推定が可能であることから、病態による赤血球寿命のモ

ニタリングが可能である。そのうえで、赤血球寿命の短縮が病態に

与える影響について検討し、赤血球寿命の短縮抑制因子を明らかに

していく予定である。病態により両者のどちらが、より貧血の進行

に影響を与えているかを明確にすることで、従来のエリスロポエチ

ン製剤投与に偏った画一的な治療法から、赤血球寿命の短縮を抑制

する方法も選択肢のひとつとすることで、より適切な治療法が選択

できると考えている。

　以下について多施設共同前向き研究を計画し、今後臨床研究開始

予定である。

1）赤血球寿命のモニタリングのもと、エリスロポエチン製剤を投

与し、貧血の改善にどのように関与しているかを調べる。

2）原疾患別に赤血球寿命の推移を追い、それぞれの違いについて

検討する。

3）赤血球寿命の短縮抑制因子を探り、病態により適切な腎性貧血

コントロールの方法を確立する。

③－4 バイオ人工腎臓に関する研究

　現在、本邦においては腎移植の領域では極端なドナー不足の状況

である。また、現在の血液透析の技術をもってしても、透析の拘束時

間や皮膚掻痒などの合併症により、透析患者QOLは高いとは言え

ない。今後、ES細胞、iPS細胞の技術が進めば腎臓自体の再生やバ

イオ人工腎臓の作成が可能となることも技術的に予想される。現在

これらについては当科では研究に未参入であるが、今後、基礎研究

を当科でも行い、動物実験の段階から、より生体に近い人工腎臓の

作成する研究を開始すべき状況にあると認識している。

　血液浄化センターでは年間60～70例の新規血液透析導入を行

っている。これら症例の維持透析は近隣の施設で継続されることに

なるが、このような病診あるいは病病連携の関係にある施設の維持

透析患者を合計すると1,000例以上になる。当センターでは近隣

関連施設との情報交換・学術交流の場として「北摂腎不全カンファ

レンス」を32施設の参加を得て組織し、これを母体とした多施設共

同臨床研究を行っている。2003年以降、954例の症例が登録さ

れ、これらの情報をもとに下記に提示したような慢性腎臓病に伴う

臨床研究を行っている。

③ー１ 骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）に関する研究

　骨ミネラル代謝異常に関する関連因子を2年間にわたって観察

し、その後5年間症例を追跡しCKD-MBD関連因子が生命予後に及

ぼす影響を検討した。

　また、前向き研究として、塩酸セベラマーによる介入試験を行い、

これらの研究成果は、学会発表および原著論文として公表されてい

る。

1）前向き介入研究 1

　透析患者における骨代謝は、もっぱらCKD-MBD、特に二次性副

甲状腺機能亢進症の観点からコントロールされており、高齢女性に

併存するはずの閉経後骨粗鬆症についてはまったく考慮されてい

ない。そこでわれわれは、既存の治療法によって副甲状腺ホルモン

値をコントロールしてもまだなお骨代謝回転が高回転である閉経

後女性透析患者に対し、選択的エストロゲン受容体モジュレーター

であるラロキシフェンを投与する介入試験を行っています。現在ま

でに70例以上の症例登録があり研究が進められている。

2）前向き介入研究 2

　CKD-MBDの鍵を握るミネラルである無機リン酸は小分子であ

りながら透析による除去効率が悪い。この理由のひとつとして、従

来透析液に含まれていた酢酸が細胞内で代謝されるときピロリン

酸が産生され、その結果リン酸を細胞内に囲い込むことが考えられ

る。われわれはこの作業仮説に基づき、透析液を新規に発売された

無酢酸透析液に切り替えた際のリン除去動態の変動を明らかにす

べく多施設共同前向き研究を計画した。本研究もすでに倫理委員会

の承認を得て進行中である。

③－２ 透析患者における薬物動態学

　新規薬剤が開発されるとき、腎機能障害者の薬物動態が検討され

ることは少なく、たいていは少ない数の症例報告の結果などをもと

に手探りで投与量の調節をしなくてはならない。このような臨床的

ニーズに応えるために、透析症例におけるPK/PDパラメーターの

乏しい薬剤について薬物動態や透析性を検討している。

③－３ 赤血球寿命に関する研究

　腎性貧血の増悪因子として、内因性エリスロポエチンの相対的な

不足と赤血球寿命の短縮がある。前者については、エリスロポエチ

ン製剤の投与により克服されているが、後者についての研究はまだ

 ③腎不全・透析に関する研究
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ようになり、重要な疾患です。ホルモン療法が効果的であることは

皆さんご存知のとおりですが、前立腺癌のホルモン療法には限界が

あります。特に進行性前立腺癌の場合には、その5年生存率は40％

以下であり、大きな問題となっているのが現状です。我々の施設で

は、ホルモン療法に対する反応が悪くなった、ホルモン不応性癌、特
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療を計画しています。BNCTは、癌細胞親和性の硼素（10B）化合物を

予め投与し、熱中性子線を照射することにより､10Bを多く取り込ん
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より発生した高エネルギーのα線と7Li粒子が癌細胞を破壊すると
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細胞核に選択的に取り込まれる硼素化合物（BSH）を作成すること

によって、現在、有効な治療法がない”内分泌療法不応性前立腺癌-

骨転移に対して、癌選択的治療を行うことを考えています。
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　膀胱癌においては、通常膀胱摘除を余儀なくされる浸潤性膀胱癌

に対して、手術することなしに根治に導く集学的治療“大阪医大式

膀胱温存療法” を積極的に施行し、これまで多くの症例に腫瘍の完

全消失を認めています。 “抗癌剤の動脈内注入と血液透析を組み合

わせる集学的治療 “大阪医大式膀胱温存療法”は、通常の化学療法
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療にとどまらざるを得なかった患者層を容易に根治を目標として

治療に導くことが可能となりました。

 ②腎移植を中心とする免疫学の研究 

　移植の分野では、「免疫制御細胞による免疫寛容導入」を研究して
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投与する方法がほとんどで、その際、1）充分な抗体量の確保が困難

である、および、2）重篤な副作用が出現する、などの理由から臨床応

用が困難でした。私たちは、これまでのレシピエントに抗体を直接投

与する方法とは全く異なり、1)Sup-CD28-Igを投与することによ

って得られる”ドナー非特異的免疫制御細胞をレシピエントに投与

することによって、移植後、ドナー特異的な免疫寛容を獲得する新免

疫寛容誘導法を開発し、臨床応用を目的に研究を進めています。

20 腎泌尿器外科/血液浄化センター

少ない。赤血球寿命の測定は、呼気中の一酸化炭素濃度を測定する

ことにより推定が可能であることから、病態による赤血球寿命のモ

ニタリングが可能である。そのうえで、赤血球寿命の短縮が病態に

与える影響について検討し、赤血球寿命の短縮抑制因子を明らかに

していく予定である。病態により両者のどちらが、より貧血の進行

に影響を与えているかを明確にすることで、従来のエリスロポエチ

ン製剤投与に偏った画一的な治療法から、赤血球寿命の短縮を抑制

する方法も選択肢のひとつとすることで、より適切な治療法が選択

できると考えている。

　以下について多施設共同前向き研究を計画し、今後臨床研究開始

予定である。

1）赤血球寿命のモニタリングのもと、エリスロポエチン製剤を投

与し、貧血の改善にどのように関与しているかを調べる。

2）原疾患別に赤血球寿命の推移を追い、それぞれの違いについて

検討する。

3）赤血球寿命の短縮抑制因子を探り、病態により適切な腎性貧血

コントロールの方法を確立する。

③－4 バイオ人工腎臓に関する研究

　現在、本邦においては腎移植の領域では極端なドナー不足の状況

である。また、現在の血液透析の技術をもってしても、透析の拘束時

間や皮膚掻痒などの合併症により、透析患者QOLは高いとは言え

ない。今後、ES細胞、iPS細胞の技術が進めば腎臓自体の再生やバ

イオ人工腎臓の作成が可能となることも技術的に予想される。現在

これらについては当科では研究に未参入であるが、今後、基礎研究

を当科でも行い、動物実験の段階から、より生体に近い人工腎臓の

作成する研究を開始すべき状況にあると認識している。

　血液浄化センターでは年間60～70例の新規血液透析導入を行

っている。これら症例の維持透析は近隣の施設で継続されることに

なるが、このような病診あるいは病病連携の関係にある施設の維持

透析患者を合計すると1,000例以上になる。当センターでは近隣

関連施設との情報交換・学術交流の場として「北摂腎不全カンファ

レンス」を32施設の参加を得て組織し、これを母体とした多施設共

同臨床研究を行っている。2003年以降、954例の症例が登録さ

れ、これらの情報をもとに下記に提示したような慢性腎臓病に伴う

臨床研究を行っている。

③ー１ 骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）に関する研究

　骨ミネラル代謝異常に関する関連因子を2年間にわたって観察

し、その後5年間症例を追跡しCKD-MBD関連因子が生命予後に及

ぼす影響を検討した。

　また、前向き研究として、塩酸セベラマーによる介入試験を行い、

これらの研究成果は、学会発表および原著論文として公表されてい

る。

1）前向き介入研究 1

　透析患者における骨代謝は、もっぱらCKD-MBD、特に二次性副

甲状腺機能亢進症の観点からコントロールされており、高齢女性に

併存するはずの閉経後骨粗鬆症についてはまったく考慮されてい

ない。そこでわれわれは、既存の治療法によって副甲状腺ホルモン

値をコントロールしてもまだなお骨代謝回転が高回転である閉経

後女性透析患者に対し、選択的エストロゲン受容体モジュレーター

であるラロキシフェンを投与する介入試験を行っています。現在ま

でに70例以上の症例登録があり研究が進められている。

2）前向き介入研究 2

　CKD-MBDの鍵を握るミネラルである無機リン酸は小分子であ

りながら透析による除去効率が悪い。この理由のひとつとして、従

来透析液に含まれていた酢酸が細胞内で代謝されるときピロリン

酸が産生され、その結果リン酸を細胞内に囲い込むことが考えられ

る。われわれはこの作業仮説に基づき、透析液を新規に発売された

無酢酸透析液に切り替えた際のリン除去動態の変動を明らかにす

べく多施設共同前向き研究を計画した。本研究もすでに倫理委員会

の承認を得て進行中である。

③－２ 透析患者における薬物動態学

　新規薬剤が開発されるとき、腎機能障害者の薬物動態が検討され

ることは少なく、たいていは少ない数の症例報告の結果などをもと

に手探りで投与量の調節をしなくてはならない。このような臨床的

ニーズに応えるために、透析症例におけるPK/PDパラメーターの

乏しい薬剤について薬物動態や透析性を検討している。

③－３ 赤血球寿命に関する研究

　腎性貧血の増悪因子として、内因性エリスロポエチンの相対的な

不足と赤血球寿命の短縮がある。前者については、エリスロポエチ

ン製剤の投与により克服されているが、後者についての研究はまだ

 ③腎不全・透析に関する研究



（　）は目標経験数。
＜１年目＞
　画像診断・IVR、放射線治療、被曝管理の基礎を研修する。
　画像診断・IVRは、単純X線・CT・MRI・核医学検査の撮影原理や画
像解剖の基本的な理解を行い、common diseaseを中心に単純X線

（200例）、CT（300例）、MRI（150例）、核医学（20例）の一次読影を
行う。消化管造影（胃透視・注腸）の方法を学び、指導医のもとに経験
する（30例）。超音波診断は協力施設との連携により経験する（60
例）。血管系IVR（10例）では機器、器具の基本的な取り扱いに慣れ、指
導医のもとに動脈穿刺や圧迫止血を経験する。非血管系IVR（5例）で
はCTガイド下生検やドレナージを経験する。
　放射線治療では治療の基礎となる放射線生物学・放射線物理学の
基礎的理解を踏まえて、通常の臨床で最も一般的に行われている治
療法である外部照射について研修する。患者診察による治療適応判
断、CT画像を用いた標的体積設定と三次元治療計画を、中枢神経、頭
頸部、胸腹部、骨盤部等の代表的な疾患について指導医のもとに経験
する（30例）。
＜２年目＞
　1年目に研修した画像診断・IVR、放射線治療、被曝管理をさらに
発展させる。
　画像診断・IVRは、単純X線・CT・MRI・核医学検査の画像解剖のよ
り高度な理解、common diseaseだけでなく、各臓器の悪性腫瘍
の病期診断や希少疾患を含めて、単純X線写真（200例）、CT（300
例）、MRI（150例）、核医学（20例）の一次読影を行う。消化管造影

（胃透視・注腸）検査を指導医のもとに行う（30例）。超音波診断は協
力施設との連携により経験する（60例）。血管系IVR（10例）は指導
医のもとに動脈の分枝レベルまでカテーテルを進め、非血管系IVR

（5例）はCTガイド下生検やドレナージを経験する。
　放射線治療では1年目で習得した技術・知識を活かして、定型化
された代表的疾患について外部照射の治療計画・設定をひとりで行

う（30例）。また腔内照射・組織内照射についても放射線生物学・放
射線物理学の基礎的理解を踏まえ指導医のもとでできるようにな
ることを目標とする。
＜３年目＞
　2年目までに習得した技術や知識を基に単純X線（200例）､CT

（300例）､MRI（150例）､核医学（20例）､超音波検査（40例）､消化
管造影（30例）､血管系･非血管系IVR（15例）､放射線治療（30例）
の指導を受けながらも出来るだけ独力で行ないレポートや治療計
画を作成する｡
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●教室（診療科）の特色● 専門研修の特徴（大阪医科薬科大学放射線科専門研修プログラム）

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　明日からの診療に役立つ研究を行い、主治医や患者さんに信頼される診療のできる放射線科医の育成を行います。具体的には、画像診断では、
診療方針の決定に役立つ診断レポートを作成すること、Interventional radiology （IVR：画像下治療）や放射線治療では、患者さんの生命予後だ
けでなく健康寿命やQOLにも配慮した治療を行うことを銘とする放射線科医を育成します。

　社会の要請に的確に応えられるように、放射線科医として必要な画像診断能力を身につけ、放射線治療やIVRを理解し研修することを目標
とします。将来放射線科を専門とする医師として幅広い領域の放射線診療を研修し、将来の専門分野にかかわらず放射線診療の基礎を身に付
けます。

　当科では、画像診断・核医学・IVRを扱う放射線診断科と、放射線治療を扱う放射線腫瘍科の2つの診療科が、日常臨床や教育体制の中で相
互に助け合いながら大学病院内での診療と教育及び研究に従事しています。画像診断は、一般撮影、消化管造影、超音波､CT・MRI、各種シン
チグラムやSPECTなどの実施や読影を行います。IVR（画像下治療）では、肝臓癌、膀胱癌などの悪性腫瘍､動脈瘤･動静脈奇形などの血管病
変や救急疾患に対するカテーテル治療やCTガイド下生検・ドレナージなどを行っています。放射線治療は、肺癌、食道癌、乳癌、膀胱癌など
の外部照射、子宮頸癌の小線源治療、また頭頸部癌や前立腺癌に対する強度変調放射線治療、早期肺癌に対する定位放射線治療などの高精
度治療を行っています。

■連 絡 先 ： TEL：072-683-1221内線2307／e-mail：ompu-rad@ompu.ac.jp（共通アドレス）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/rad/

放射線診断科、放射線腫瘍科

大須賀慶悟（教　授）

山本和宏（専門教授）

小森　剛（准教授）

小山光博（講　師）

中井　豪（講　師）

他 助教4名、助教（准）3名

二瓶圭二（教　授）

新保大樹（講　師）

吉岡裕人（助　教）

中田美緒（助　教）

他 助教（准）1名

放射線診断専門医、IVR専門医、脈管専門医、がん治療認定医

放射線診断専門医、IVR専門医、がん治療認定医、検診マンモグラフィ読影認定医

放射線診断専門医、核医学専門医、PET核医学認定医

放射線診断専門医

放射線診断専門医、検診マンモグラフィ読影認定医

放射線診断学、血管造影・IVR

放射線診断学、血管造影・IVR

放射線診断学、核医学（PET）

放射線診断学

放射線診断学

放射線治療専門医、がん治療認定医、食道科認定医

放射線治療専門医

放射線治療専門医

放射線治療専門医

放射線腫瘍学､高精度放射線治療､BNCT

放射線腫瘍学､腫瘍増感効果

放射線腫瘍学､強度変調放射線治療

放射線腫瘍学

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標

枚方公済会病院、北摂総合病院、大阪国際がんセンター、森之宮病
院、高槻病院、彩都友紘会病院、大野クリニック、静岡県立静岡が
んセンター

研修病院群

　各部門の担当者からの研修内容の個々の評価を集計し、指導医が
評価する。併せて研修医からの各部門の各担当者の評価を得て、次
年度の研修計画の立案に役立てる。

評価方法

■専門分野
　画像診断、IVR
■主な学会／専門医資格
　日本医学放射線学会、日本IVR学会、日本脈管学会／放射線診断専門医、IVR専門医、脈管専門医、がん治療認定医
■職歴
　1992年　大阪大学卒業
　2000年　大阪大学助教
　2001年　米国Yale大学客員助手
　2011年　大阪大学講師
■研究課題
　腫瘍・脈管疾患の画像診断・IVR、血管塞栓物質

大須賀 慶悟（おおすが けいご）科長

■専門分野
　放射線治療
■主な学会／専門医資格
　日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本肺癌学会、日本食道学会／放射線治療専門医、食道科認定医、がん治療認定医
■職歴
　1994年　京都大学卒業
　1995年　日本赤十字社和歌山医療センター
　1999年　国立がん研究センター東病院
　2011年　がん・感染症センター都立駒込病院
　2019年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）
■研究課題
　化学放射線療法、高精度放射線治療、集学的治療

二瓶 圭二（にへい けいじ）科長

　2014年　大阪大学医学部附属病院 IVRセンター長
　2018年　大阪大学准教授
　2019年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）

＜放射線診断学教室＞

＜放射線腫瘍学教室＞

読影室風景

放射線治療室にて



（　）は目標経験数。
＜１年目＞
　画像診断・IVR、放射線治療、被曝管理の基礎を研修する。
　画像診断・IVRは、単純X線・CT・MRI・核医学検査の撮影原理や画
像解剖の基本的な理解を行い、common diseaseを中心に単純X線

（200例）、CT（300例）、MRI（150例）、核医学（20例）の一次読影を
行う。消化管造影（胃透視・注腸）の方法を学び、指導医のもとに経験
する（30例）。超音波診断は協力施設との連携により経験する（60
例）。血管系IVR（10例）では機器、器具の基本的な取り扱いに慣れ、指
導医のもとに動脈穿刺や圧迫止血を経験する。非血管系IVR（5例）で
はCTガイド下生検やドレナージを経験する。
　放射線治療では治療の基礎となる放射線生物学・放射線物理学の
基礎的理解を踏まえて、通常の臨床で最も一般的に行われている治
療法である外部照射について研修する。患者診察による治療適応判
断、CT画像を用いた標的体積設定と三次元治療計画を、中枢神経、頭
頸部、胸腹部、骨盤部等の代表的な疾患について指導医のもとに経験
する（30例）。
＜２年目＞
　1年目に研修した画像診断・IVR、放射線治療、被曝管理をさらに
発展させる。
　画像診断・IVRは、単純X線・CT・MRI・核医学検査の画像解剖のよ
り高度な理解、common diseaseだけでなく、各臓器の悪性腫瘍
の病期診断や希少疾患を含めて、単純X線写真（200例）、CT（300
例）、MRI（150例）、核医学（20例）の一次読影を行う。消化管造影

（胃透視・注腸）検査を指導医のもとに行う（30例）。超音波診断は協
力施設との連携により経験する（60例）。血管系IVR（10例）は指導
医のもとに動脈の分枝レベルまでカテーテルを進め、非血管系IVR

（5例）はCTガイド下生検やドレナージを経験する。
　放射線治療では1年目で習得した技術・知識を活かして、定型化
された代表的疾患について外部照射の治療計画・設定をひとりで行

う（30例）。また腔内照射・組織内照射についても放射線生物学・放
射線物理学の基礎的理解を踏まえ指導医のもとでできるようにな
ることを目標とする。
＜３年目＞
　2年目までに習得した技術や知識を基に単純X線（200例）､CT

（300例）､MRI（150例）､核医学（20例）､超音波検査（40例）､消化
管造影（30例）､血管系･非血管系IVR（15例）､放射線治療（30例）
の指導を受けながらも出来るだけ独力で行ないレポートや治療計
画を作成する｡
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●教室（診療科）の特色● 専門研修の特徴（大阪医科薬科大学放射線科専門研修プログラム）

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　明日からの診療に役立つ研究を行い、主治医や患者さんに信頼される診療のできる放射線科医の育成を行います。具体的には、画像診断では、
診療方針の決定に役立つ診断レポートを作成すること、Interventional radiology （IVR：画像下治療）や放射線治療では、患者さんの生命予後だ
けでなく健康寿命やQOLにも配慮した治療を行うことを銘とする放射線科医を育成します。

　社会の要請に的確に応えられるように、放射線科医として必要な画像診断能力を身につけ、放射線治療やIVRを理解し研修することを目標
とします。将来放射線科を専門とする医師として幅広い領域の放射線診療を研修し、将来の専門分野にかかわらず放射線診療の基礎を身に付
けます。

　当科では、画像診断・核医学・IVRを扱う放射線診断科と、放射線治療を扱う放射線腫瘍科の2つの診療科が、日常臨床や教育体制の中で相
互に助け合いながら大学病院内での診療と教育及び研究に従事しています。画像診断は、一般撮影、消化管造影、超音波､CT・MRI、各種シン
チグラムやSPECTなどの実施や読影を行います。IVR（画像下治療）では、肝臓癌、膀胱癌などの悪性腫瘍､動脈瘤･動静脈奇形などの血管病
変や救急疾患に対するカテーテル治療やCTガイド下生検・ドレナージなどを行っています。放射線治療は、肺癌、食道癌、乳癌、膀胱癌など
の外部照射、子宮頸癌の小線源治療、また頭頸部癌や前立腺癌に対する強度変調放射線治療、早期肺癌に対する定位放射線治療などの高精
度治療を行っています。

■連 絡 先 ： TEL：072-683-1221内線2307／e-mail：ompu-rad@ompu.ac.jp（共通アドレス）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/rad/

放射線診断科、放射線腫瘍科

大須賀慶悟（教　授）

山本和宏（専門教授）

小森　剛（准教授）

小山光博（講　師）

中井　豪（講　師）

他 助教4名、助教（准）3名

二瓶圭二（教　授）

新保大樹（講　師）

吉岡裕人（助　教）

中田美緒（助　教）

他 助教（准）1名

放射線診断専門医、IVR専門医、脈管専門医、がん治療認定医

放射線診断専門医、IVR専門医、がん治療認定医、検診マンモグラフィ読影認定医

放射線診断専門医、核医学専門医、PET核医学認定医

放射線診断専門医

放射線診断専門医、検診マンモグラフィ読影認定医

放射線診断学、血管造影・IVR

放射線診断学、血管造影・IVR

放射線診断学、核医学（PET）

放射線診断学

放射線診断学

放射線治療専門医、がん治療認定医、食道科認定医

放射線治療専門医

放射線治療専門医

放射線治療専門医

放射線腫瘍学､高精度放射線治療､BNCT

放射線腫瘍学､腫瘍増感効果

放射線腫瘍学､強度変調放射線治療

放射線腫瘍学

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等

研修内容と到達目標

枚方公済会病院、北摂総合病院、大阪国際がんセンター、森之宮病
院、高槻病院、彩都友紘会病院、大野クリニック、静岡県立静岡が
んセンター

研修病院群

　各部門の担当者からの研修内容の個々の評価を集計し、指導医が
評価する。併せて研修医からの各部門の各担当者の評価を得て、次
年度の研修計画の立案に役立てる。

評価方法

■専門分野
　画像診断、IVR
■主な学会／専門医資格
　日本医学放射線学会、日本IVR学会、日本脈管学会／放射線診断専門医、IVR専門医、脈管専門医、がん治療認定医
■職歴
　1992年　大阪大学卒業
　2000年　大阪大学助教
　2001年　米国Yale大学客員助手
　2011年　大阪大学講師
■研究課題
　腫瘍・脈管疾患の画像診断・IVR、血管塞栓物質

大須賀 慶悟（おおすが けいご）科長

■専門分野
　放射線治療
■主な学会／専門医資格
　日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本肺癌学会、日本食道学会／放射線治療専門医、食道科認定医、がん治療認定医
■職歴
　1994年　京都大学卒業
　1995年　日本赤十字社和歌山医療センター
　1999年　国立がん研究センター東病院
　2011年　がん・感染症センター都立駒込病院
　2019年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）
■研究課題
　化学放射線療法、高精度放射線治療、集学的治療

二瓶 圭二（にへい けいじ）科長

　2014年　大阪大学医学部附属病院 IVRセンター長
　2018年　大阪大学准教授
　2019年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）

＜放射線診断学教室＞

＜放射線腫瘍学教室＞

読影室風景

放射線治療室にて



サブスペシャルティ専門研修の特徴

＜4年目～5年目における研修方法＞
　放射線診断専門医を目指す場合は、画像診断・IVRを中心とした研

修プログラムに、放射線治療専門医を目指す場合は放射線治療を中心

とした研修プログラムにそれぞれ移行する。

　専門研修をさらに発展させ、画像診断・IVR、放射線治療を各領域の指導医のもと、より確実に行うことを目指します。また、期間中に放射線

診断専門医・放射線治療専門医の取得を行います。

研修プログラム

大阪医科薬科大学病院放射線科専門研修プログラムにおける研修病

院群

プログラムに参加する医療機関等

放射線診断専門医・放射線治療専門医

核医学専門医・PET核医学認定医

IVR専門医

検診マンモグラフィ読影認定医

取得できる専門医・認定医

日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、

日本IVR学会、日本核医学会、日本磁気共鳴医学会、

日本腹部放射線学会、胸部放射線研究会、等

参加学会等

市立ひらかた病院／枚方公済会病院／北摂総合病院／紀南総合病

院／森之宮病院／大阪国際がんセンター／彩都友紘会病院／大野

クリニック／金沢病院／城山病院／高槻病院／第一東和会病院

主なる関連病院 （非常勤医派遣を含む）

大学院における研究活動

　教室の教育目標は、医用画像に関する専門的な知識と経験により

高性能の診断・治療装置を駆使し、患者さんにより最適な画像診断・

IVRや放射線治療を提供できる専門医の養成である。大学院生の指

導方針もこの目標に則り、320列CT、3TMRやPET－CTによる精

密な画像診断に関する研究の発展、悪性腫瘍や希少疾患・難病に対

する新しいIVRの開発、更に放射線治療を中心として放射線腫瘍学

の発展による悪性腫瘍の治療成績の向上を目的とした研究を行う。

今後期待されているBNCTについても本学附属施設で設置されて

いる機器で研究を進める。

　私は当院で初期研修を行い、現在は放射線
科レジデントとして研修を重ねています。

元々、疼痛緩和や緩和医療に関しても興味があり、今後担癌患者様
がきっと、増加してくるにつれてより重要な治療になっていくだろ
うと考え、放射線治療に興味を持ちました。
　レジデントは放射線診断と放射線治療、両方の分野についてロー
テートを行います。自分の希望によってどちらかに重点を置いて勉
強することも可能です。診断分野では日々の読影、検査を行いつつ、
医局内で多く開催される画像検討カンファレンスに参加します。
カンファレンスでは、初期研修医やレジデントが知っておくべき疾
患・所見から、専門医レベルの疾患まで様々な疾患を実際の臨床画
像で学ぶことができます。
　自分が疑問に思った所見もその場でフィードバックを行える、
とても有意義なカンファレンスですので研修・見学される際にはぜ
ひご参加下さい。また、希望によっては、オンラインで行われる他大
学との合同カンファレンスにも参加できます。希少疾患や他大学の
実例など大変勉強になります。治療分野では上級医の指導のもと、
外来から治療計画の立て方、密封小線源治療など手技を伴う治療を
学んでいます。扱う疾患は悪性腫瘍が大部分を占めていますが、ケ
ロイドや甲状腺眼症など一部の良性疾患も経験できます。
　放射線治療はさまざまな患者背景、時には社会背景から1人1人
に適した、満足して頂ける治療を選択していき、実際に照射を行い、
フォローをするという流れで診療を行っています。また、他科との
合同カンファレンスでは、適応判断、照射方法などを吟味し、総合的
に、よりよい治療選択ができるように連携を取っています。放射線
科は様々な専門領域の疾患を扱うことができる診療科です。放射線
というツールを使うことで、診断することも治療することもできま
す。興味のある方はぜひ一度、見学に来ていただけたらと思います。

教育指導方針

＜放射線診断学＞

・膀胱癌の深達度診断とバルーン閉塞下抗がん剤動注による膀胱温

存療法

・難治性脈管疾患の画像診断と血管内治療による機能温存療法

・各種固形癌のステージングと治療評価における画像診断の最適化

・核医学的アプローチによる高精度治療戦略への応用

＜放射線腫瘍学＞

・膀胱癌に対するBOAIの手技及び放射線治療の予後因子の研究。

・FBPA-PETにおけるFBPAの腫瘍集積を指標とした放射線治療の

効果評価とその予測法の開発研究

現在の研究テーマとその概要並びに展望

　入局4年目の松岡です。私はもともと内科
を考えていましたが、初期研修で放射線科を

ローテートした際に画像診断に魅力を感じ、放射線診断科への入局
を決めました。放射線科医としてはまだまだ未熟ですが、熱心に指
導してくださる先輩、お互いを高め合える同期、やる気に満ちた後
輩に支えられ、充実した毎日を送っています。
　放射線診断科ではCT、MRI、核医学などの画像を読影し、レポー
トを作成する読影業務を行っています。俯瞰的な視点で画像を読影
し、所見を見つけることによって患者さんや主治医に貢献できた時
はとてもやりがい感じます。
　また、カテーテルを用いた血管内治療やCTガイド下生検・ドレナ
ージなどのIVRも積極的に行っています。低侵襲であり、手術や薬
では治療の難しい症例でも適応となることから、近年さらに注目さ
れています。
　各診療科の専門性が高まる中、全領域を幅広く診ることができる
ということは放射線科の最大の強みであると思います。本学では
様々な症例を経験することができ、指導医の先生が手厚くサポート

してくださります。また、興味深い症例を提示し、みんなで検討する
カンファレンスや学外の研究会など有意義なイベントも定期的に
開催されるので、しっかりと学ぶことができると思います。
　若い先生の中には放射線科は近い将来AI（人工知能）に取って代
わられる科というイメージを持っている方は少なくないのではな
いでしょうか。確かにAIによる診断技術は目覚ましい進歩を遂げて
います。しかし、患者さんひとりひとりの臨床情報を考慮したデリ
ケートな判断は人間にしかできませんし、最適な検査方法を選択
し、検査の質の向上に努めることもAIにはできない放射線科医の重
要な業務です。なので私はAIに取られるのではなく、AIを始めとす
る最先端の技術を上手に活用し、共存していくことで、放射線科が
臨床医療のサポーターとして今以上に重要な役割を果たすように
なってくると考えています。
　以上、放射線科の魅力を簡単にお伝えさせて頂きました。少しで
も興味を持ってくださった先生はいつでも気軽にお越しください。

先輩レジデントのコメント

21 放射線診断科、放射線腫瘍科

松岡 俊裕　レジデント

俯瞰的な視点で画像を読影して所見を
見つけ、患者さんや主治医に貢献した
とき最もやりがいを感じる

佐藤 力　レジデント

様々な専門領域の疾患を扱え、
放射線で診断することも
治療することもできる

IVR風景

研修医レクチャー風景



サブスペシャルティ専門研修の特徴

＜4年目～5年目における研修方法＞
　放射線診断専門医を目指す場合は、画像診断・IVRを中心とした研

修プログラムに、放射線治療専門医を目指す場合は放射線治療を中心

とした研修プログラムにそれぞれ移行する。

　専門研修をさらに発展させ、画像診断・IVR、放射線治療を各領域の指導医のもと、より確実に行うことを目指します。また、期間中に放射線

診断専門医・放射線治療専門医の取得を行います。

研修プログラム

大阪医科薬科大学病院放射線科専門研修プログラムにおける研修病

院群

プログラムに参加する医療機関等

放射線診断専門医・放射線治療専門医

核医学専門医・PET核医学認定医

IVR専門医

検診マンモグラフィ読影認定医

取得できる専門医・認定医

日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、

日本IVR学会、日本核医学会、日本磁気共鳴医学会、

日本腹部放射線学会、胸部放射線研究会、等

参加学会等

市立ひらかた病院／枚方公済会病院／北摂総合病院／紀南総合病

院／森之宮病院／大阪国際がんセンター／彩都友紘会病院／大野

クリニック／金沢病院／城山病院／高槻病院／第一東和会病院

主なる関連病院 （非常勤医派遣を含む）

大学院における研究活動

　教室の教育目標は、医用画像に関する専門的な知識と経験により

高性能の診断・治療装置を駆使し、患者さんにより最適な画像診断・

IVRや放射線治療を提供できる専門医の養成である。大学院生の指

導方針もこの目標に則り、320列CT、3TMRやPET－CTによる精

密な画像診断に関する研究の発展、悪性腫瘍や希少疾患・難病に対

する新しいIVRの開発、更に放射線治療を中心として放射線腫瘍学

の発展による悪性腫瘍の治療成績の向上を目的とした研究を行う。

今後期待されているBNCTについても本学附属施設で設置されて

いる機器で研究を進める。

　私は当院で初期研修を行い、現在は放射線
科レジデントとして研修を重ねています。

元々、疼痛緩和や緩和医療に関しても興味があり、今後担癌患者様
がきっと、増加してくるにつれてより重要な治療になっていくだろ
うと考え、放射線治療に興味を持ちました。
　レジデントは放射線診断と放射線治療、両方の分野についてロー
テートを行います。自分の希望によってどちらかに重点を置いて勉
強することも可能です。診断分野では日々の読影、検査を行いつつ、
医局内で多く開催される画像検討カンファレンスに参加します。
カンファレンスでは、初期研修医やレジデントが知っておくべき疾
患・所見から、専門医レベルの疾患まで様々な疾患を実際の臨床画
像で学ぶことができます。
　自分が疑問に思った所見もその場でフィードバックを行える、
とても有意義なカンファレンスですので研修・見学される際にはぜ
ひご参加下さい。また、希望によっては、オンラインで行われる他大
学との合同カンファレンスにも参加できます。希少疾患や他大学の
実例など大変勉強になります。治療分野では上級医の指導のもと、
外来から治療計画の立て方、密封小線源治療など手技を伴う治療を
学んでいます。扱う疾患は悪性腫瘍が大部分を占めていますが、ケ
ロイドや甲状腺眼症など一部の良性疾患も経験できます。
　放射線治療はさまざまな患者背景、時には社会背景から1人1人
に適した、満足して頂ける治療を選択していき、実際に照射を行い、
フォローをするという流れで診療を行っています。また、他科との
合同カンファレンスでは、適応判断、照射方法などを吟味し、総合的
に、よりよい治療選択ができるように連携を取っています。放射線
科は様々な専門領域の疾患を扱うことができる診療科です。放射線
というツールを使うことで、診断することも治療することもできま
す。興味のある方はぜひ一度、見学に来ていただけたらと思います。

教育指導方針

＜放射線診断学＞

・膀胱癌の深達度診断とバルーン閉塞下抗がん剤動注による膀胱温

存療法

・難治性脈管疾患の画像診断と血管内治療による機能温存療法

・各種固形癌のステージングと治療評価における画像診断の最適化

・核医学的アプローチによる高精度治療戦略への応用

＜放射線腫瘍学＞

・膀胱癌に対するBOAIの手技及び放射線治療の予後因子の研究。

・FBPA-PETにおけるFBPAの腫瘍集積を指標とした放射線治療の

効果評価とその予測法の開発研究

現在の研究テーマとその概要並びに展望

　入局4年目の松岡です。私はもともと内科
を考えていましたが、初期研修で放射線科を

ローテートした際に画像診断に魅力を感じ、放射線診断科への入局
を決めました。放射線科医としてはまだまだ未熟ですが、熱心に指
導してくださる先輩、お互いを高め合える同期、やる気に満ちた後
輩に支えられ、充実した毎日を送っています。
　放射線診断科ではCT、MRI、核医学などの画像を読影し、レポー
トを作成する読影業務を行っています。俯瞰的な視点で画像を読影
し、所見を見つけることによって患者さんや主治医に貢献できた時
はとてもやりがい感じます。
　また、カテーテルを用いた血管内治療やCTガイド下生検・ドレナ
ージなどのIVRも積極的に行っています。低侵襲であり、手術や薬
では治療の難しい症例でも適応となることから、近年さらに注目さ
れています。
　各診療科の専門性が高まる中、全領域を幅広く診ることができる
ということは放射線科の最大の強みであると思います。本学では
様々な症例を経験することができ、指導医の先生が手厚くサポート

してくださります。また、興味深い症例を提示し、みんなで検討する
カンファレンスや学外の研究会など有意義なイベントも定期的に
開催されるので、しっかりと学ぶことができると思います。
　若い先生の中には放射線科は近い将来AI（人工知能）に取って代
わられる科というイメージを持っている方は少なくないのではな
いでしょうか。確かにAIによる診断技術は目覚ましい進歩を遂げて
います。しかし、患者さんひとりひとりの臨床情報を考慮したデリ
ケートな判断は人間にしかできませんし、最適な検査方法を選択
し、検査の質の向上に努めることもAIにはできない放射線科医の重
要な業務です。なので私はAIに取られるのではなく、AIを始めとす
る最先端の技術を上手に活用し、共存していくことで、放射線科が
臨床医療のサポーターとして今以上に重要な役割を果たすように
なってくると考えています。
　以上、放射線科の魅力を簡単にお伝えさせて頂きました。少しで
も興味を持ってくださった先生はいつでも気軽にお越しください。

先輩レジデントのコメント

21 放射線診断科、放射線腫瘍科

松岡 俊裕　レジデント

俯瞰的な視点で画像を読影して所見を
見つけ、患者さんや主治医に貢献した
とき最もやりがいを感じる

佐藤 力　レジデント

様々な専門領域の疾患を扱え、
放射線で診断することも
治療することもできる

IVR風景

研修医レクチャー風景



＜１年目＞
❶静脈路確保　　　　　　　　❷マスク換気  
❸声門上器具挿入　　　　　　❹気管挿管
❺胃管挿入　　　　　　　　　❻全身麻酔管理
❼観血的動脈カテーテル留置　❽中心静脈穿刺
❾脊髄くも膜下麻酔
＜２年目＞
❶手術麻酔の1年目の内容
❷肺動脈カテーテル挿入
❸硬膜外麻酔
❹分離肺換気

❶疼痛の基本的知識の理解
❷疼痛疾患の問診
❸ペインクリニックにおける代表的な疾患の診断と治療法の理解
❹各種神経ブロックの適応と方法の理解
❺各種薬物療法の意義と施行方法の理解

❻理学療法の理解
❼手技の実践
　ⓐトリガーポイント注射　　ⓑ仙骨部硬膜外ブロック
　ⓒ持続硬膜外ブロック　　　ⓓ膝関節注射

22 麻酔科・ペインクリニック
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麻酔科・ペインクリニック22

●教室（診療科）の特色●

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　手術麻酔・ペインクリニック・集中治療・救急医療・緩和医療・在宅医療（同門の先生と連携）・老人医療（関連施設）を担当しています。また、麻酔
科学を修得することで、入局してから引退するまで（ゆりかごから墓場まで）、「ジェネラリスト」として様々な分野の診療ができます。

初期研修プログラムの特徴
　本院の中央手術室では、2021年には麻酔科管理症例6,722件と症例が非常に豊富であり、心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻酔などをバラ
ンスよく研修ができます。麻酔科標榜医取得には、「医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院または診
療所において、2年以上修練をしたこと。（医療法施行規則第42条の4第2項第1号。）」が必要ですが、そのためのキャリアとなります。

　大阪医科薬科大学病院では、2021年、全手術件数12,363件、麻酔科管理症例6,722件と豊富な症例を経験できます。また、ペインクリニック
外来は、1966年、故兵頭正義教授が日本においては東京大学に次いで2番目に開設され、伝統があります。2022年までの医局員の出身大学は
25大学からなります。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部麻酔科学教室  TEL：072-683-1221／e-mail：ane000@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ane/

手術室での集合写真

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

日下裕介（特別任命教員教授）

梅垣　修（准教授）

中平淳子（講　師）

間嶋　望（講　師）

中野祥子（講　師）

門野紀子（助　教）

下山雄一郎（助　教）

今川憲太郎（助　教）

中尾謙太（助　教）

北埜　学（助　教）

上野健史（助　教）

佐野博昭（助　教）

出口志保（助教（准））

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医・日本心臓血管麻酔専門医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医・日本救急医学会救急科専門医

日本麻酔科学会指導医・日本心臓血管麻酔専門医

日本麻酔科学会指導医

日本麻酔科学会指導医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医、日本ペインクリニック学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医、日本小児科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

心臓血管麻酔・集中治療

集中治療

心臓血管麻酔・呼吸管理

小児麻酔・ペインクリニック

小児麻酔

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・ペインクリニック

小児麻酔

小児麻酔

麻酔科学・ペインクリニック

麻酔科学・集中治療

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

長峯達成（助教（准））

山崎智己（助教（准））

藤澤貴信（助教（准））

倉橋直仁（助教（准））

進藤真美子（助教（准））

富畑　翔（助教（准））

野田祐一（助教（准））

山本汐里（助教（准））

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

心臓血管麻酔

心臓血管麻酔

心臓血管麻酔

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・ペインクリニック

麻酔科学・救急医療

小児麻酔

麻酔科学・ペインクリニック

集中治療 (ICU)(２年目, 1-2ヶ月)

❶重傷集中治療の基本概念の理解
❷重症患者の病態把握
❸循環系モニタリング (動脈圧、肺動脈カテーテル等) の評価
❹循環作動薬の使用
❺呼吸不全の病態の理解
❻人工呼吸器を使用した呼吸管理
❼急性血液浄化
❽感染症治療の基礎
❾栄養管理

　日本麻酔科学会専門医により、研修内容の評価を行う。

評価方法

研修内容

手術麻酔

ペインクリニック（２年目, 1-2ヶ月）

■専門分野
　麻酔科学・疼痛治療学

■職歴
　1987年3月　　大阪医科大学（現 大阪医科
　　　　　　　　  薬科大学）卒業
　1987年6月　　大阪医科大学麻酔科学教室
　　　　　　　　  に入局
　1993年3月　　大阪医科大学大学院修了 
　　　　　　　　  医学博士
　2002年4月～　大阪医科大学教授
　2006年6月～2018年3月
　　　　　　　　  関西医科大学客員教授
　2020年4月～　大阪医科大学附属病院
　　　　　　　　  （現 大阪医科薬科大学病院）
　　　　　　　　  病院長

■主な学会／専門医資格
　日本麻酔科学会/代議員/指導医
　日本ペインクリニック学会/評議員/専門医
　日本臨床麻酔学会/評議員

■研究課題
　神経障害性痛のメカニズムの解明と治療薬
　の開発

南　 敏明（みなみ としあき）教授 中平 淳子（なかひら じゅんこ）講師（科長）
専門分野
麻酔科学・心臓血管麻酔　 
職歴
2003年3月　大阪医科大学（現 大阪医科薬科大学）卒業
2003年4月　大阪医科大学麻酔科学教室に入局
2008年3月　医学博士
2019年4月～　大阪医科大学麻酔科学教室講師
2020年4月～　大阪医科大学附属病院（現 大阪医科薬科大学病院）
　　　　　　　  麻酔科･ペインクリニック科科長
主な学会／専門医資格
日本麻酔科学会/指導医
日本心臓血管麻酔学会/専門医
日本臨床麻酔学会
研究課題
周術期の呼吸評価、肺容量の変化

■

■

■

■

日下 裕介（くさか ゆうすけ）特別任命教員教授
専門分野
麻酔科学・集中治療医学
職歴
2004年3月　大阪医科大学（現 大阪医科薬科大学）卒業
2004年4月～2006年3月　初期臨床研修
2006年4月　大阪医科大学麻酔科学教室に入局
2013年9月　医学博士
2016年4月　大阪医科大学麻酔科学教室講師
2020年5月～　大阪医科大学麻酔科学教室特別任命教員教授
主な学会／専門医資格
日本麻酔科学会/指導医、日本集中治療医学会/専門医
日本心臓血管麻酔学会/専門医
研究課題
動脈圧波形解析、周術期の輸液・輸血療法

■

■

■

■



＜１年目＞
❶静脈路確保　　　　　　　　❷マスク換気  
❸声門上器具挿入　　　　　　❹気管挿管
❺胃管挿入　　　　　　　　　❻全身麻酔管理
❼観血的動脈カテーテル留置　❽中心静脈穿刺
❾脊髄くも膜下麻酔
＜２年目＞
❶手術麻酔の1年目の内容
❷肺動脈カテーテル挿入
❸硬膜外麻酔
❹分離肺換気

❶疼痛の基本的知識の理解
❷疼痛疾患の問診
❸ペインクリニックにおける代表的な疾患の診断と治療法の理解
❹各種神経ブロックの適応と方法の理解
❺各種薬物療法の意義と施行方法の理解

❻理学療法の理解
❼手技の実践
　ⓐトリガーポイント注射　　ⓑ仙骨部硬膜外ブロック
　ⓒ持続硬膜外ブロック　　　ⓓ膝関節注射

22 麻酔科・ペインクリニック
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麻酔科・ペインクリニック22

●教室（診療科）の特色●

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　手術麻酔・ペインクリニック・集中治療・救急医療・緩和医療・在宅医療（同門の先生と連携）・老人医療（関連施設）を担当しています。また、麻酔
科学を修得することで、入局してから引退するまで（ゆりかごから墓場まで）、「ジェネラリスト」として様々な分野の診療ができます。

初期研修プログラムの特徴
　本院の中央手術室では、2021年には麻酔科管理症例6,722件と症例が非常に豊富であり、心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻酔などをバラ
ンスよく研修ができます。麻酔科標榜医取得には、「医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院または診
療所において、2年以上修練をしたこと。（医療法施行規則第42条の4第2項第1号。）」が必要ですが、そのためのキャリアとなります。

　大阪医科薬科大学病院では、2021年、全手術件数12,363件、麻酔科管理症例6,722件と豊富な症例を経験できます。また、ペインクリニック
外来は、1966年、故兵頭正義教授が日本においては東京大学に次いで2番目に開設され、伝統があります。2022年までの医局員の出身大学は
25大学からなります。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部麻酔科学教室  TEL：072-683-1221／e-mail：ane000@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ane/

手術室での集合写真

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

日下裕介（特別任命教員教授）

梅垣　修（准教授）

中平淳子（講　師）

間嶋　望（講　師）

中野祥子（講　師）

門野紀子（助　教）

下山雄一郎（助　教）

今川憲太郎（助　教）

中尾謙太（助　教）

北埜　学（助　教）

上野健史（助　教）

佐野博昭（助　教）

出口志保（助教（准））

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医・日本心臓血管麻酔専門医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医・日本救急医学会救急科専門医

日本麻酔科学会指導医・日本心臓血管麻酔専門医

日本麻酔科学会指導医

日本麻酔科学会指導医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医

日本麻酔科学会指導医・日本集中治療医学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医、日本ペインクリニック学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医、日本小児科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

心臓血管麻酔・集中治療

集中治療

心臓血管麻酔・呼吸管理

小児麻酔・ペインクリニック

小児麻酔

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・ペインクリニック

小児麻酔

小児麻酔

麻酔科学・ペインクリニック

麻酔科学・集中治療

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

長峯達成（助教（准））

山崎智己（助教（准））

藤澤貴信（助教（准））

倉橋直仁（助教（准））

進藤真美子（助教（准））

富畑　翔（助教（准））

野田祐一（助教（准））

山本汐里（助教（准））

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

心臓血管麻酔

心臓血管麻酔

心臓血管麻酔

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・ペインクリニック

麻酔科学・救急医療

小児麻酔

麻酔科学・ペインクリニック

集中治療 (ICU)(２年目, 1-2ヶ月)

❶重傷集中治療の基本概念の理解
❷重症患者の病態把握
❸循環系モニタリング (動脈圧、肺動脈カテーテル等) の評価
❹循環作動薬の使用
❺呼吸不全の病態の理解
❻人工呼吸器を使用した呼吸管理
❼急性血液浄化
❽感染症治療の基礎
❾栄養管理

　日本麻酔科学会専門医により、研修内容の評価を行う。

評価方法

研修内容

手術麻酔

ペインクリニック（２年目, 1-2ヶ月）

■専門分野
　麻酔科学・疼痛治療学

■職歴
　1987年3月　　大阪医科大学（現 大阪医科
　　　　　　　　  薬科大学）卒業
　1987年6月　　大阪医科大学麻酔科学教室
　　　　　　　　  に入局
　1993年3月　　大阪医科大学大学院修了 
　　　　　　　　  医学博士
　2002年4月～　大阪医科大学教授
　2006年6月～2018年3月
　　　　　　　　  関西医科大学客員教授
　2020年4月～　大阪医科大学附属病院
　　　　　　　　  （現 大阪医科薬科大学病院）
　　　　　　　　  病院長

■主な学会／専門医資格
　日本麻酔科学会/代議員/指導医
　日本ペインクリニック学会/評議員/専門医
　日本臨床麻酔学会/評議員

■研究課題
　神経障害性痛のメカニズムの解明と治療薬
　の開発

南　 敏明（みなみ としあき）教授 中平 淳子（なかひら じゅんこ）講師（科長）
専門分野
麻酔科学・心臓血管麻酔　 
職歴
2003年3月　大阪医科大学（現 大阪医科薬科大学）卒業
2003年4月　大阪医科大学麻酔科学教室に入局
2008年3月　医学博士
2019年4月～　大阪医科大学麻酔科学教室講師
2020年4月～　大阪医科大学附属病院（現 大阪医科薬科大学病院）
　　　　　　　  麻酔科･ペインクリニック科科長
主な学会／専門医資格
日本麻酔科学会/指導医
日本心臓血管麻酔学会/専門医
日本臨床麻酔学会
研究課題
周術期の呼吸評価、肺容量の変化

■

■

■

■

日下 裕介（くさか ゆうすけ）特別任命教員教授
専門分野
麻酔科学・集中治療医学
職歴
2004年3月　大阪医科大学（現 大阪医科薬科大学）卒業
2004年4月～2006年3月　初期臨床研修
2006年4月　大阪医科大学麻酔科学教室に入局
2013年9月　医学博士
2016年4月　大阪医科大学麻酔科学教室講師
2020年5月～　大阪医科大学麻酔科学教室特別任命教員教授
主な学会／専門医資格
日本麻酔科学会/指導医、日本集中治療医学会/専門医
日本心臓血管麻酔学会/専門医
研究課題
動脈圧波形解析、周術期の輸液・輸血療法

■

■

■

■



特許申請

大学院における教育・研究活動

　研究は、臨床研究、基礎研究、さらに基礎研究でも動物 (マウス、
ラット)、細胞を用いた研究を行うかは、まず個人の意思を尊重して
いる。研究テーマは、「痛み」が中心で、興味あるテーマがあれば柔軟
に対応している。

　岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専攻、大阪工業大学工学
部生命工学科との共同研究、合同カンファレンスを行っている。

専門研修プログラムの特徴

❶南　敏明 教授
　神経障害性痛のメカニズムの解明と治療薬の開発
❷日下 裕介 特務教授
　動脈圧波形解析、周術期の輸液輸血療法
❸梅垣　修 准教授
　重症集中治療医学に関する臨床研究
❹中平 淳子 講師（科長）
　肺手術後の残存肺の研究
❺間嶋　望 講師
　小児麻酔に関する臨床研究
❻中野 祥子 講師
　周術期の疼痛管理

麻酔科・ペインクリニック22

　2016年に手術室20室、集中治療室16床を含む中央手術棟が
新設され、麻酔科医局と集中治療部医局はその2階にあります。
手術麻酔、ペインクリニック、集中治療、救急医学、緩和医療を網羅
したジェネラリストや、心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻酔などのス
ペシャリストを育成することを目標としています。
　輪状甲状膜穿刺のシミュレーションを含む種々のセミナーや土
曜カンファレンスでのミニレクチャーなどにより、専門医試験に向
けた対策を行っています。また学会発表・論文作成の指導、将来の志
望に応じた人事面でのサポートなどを行っています。

原　著
①
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⑥
⑦
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⑮

Minami T. et al. Pain. 50: 223-229, 1992. （学位論文）
Nishihara I. et al. Brain Res. 677: 138-144, 1995. （学
位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Onaka M. et al. Anesthesiology. 84: 1215-1222, 
1996. （学位論文）
Hara N. et al. Br. J. Pharmacol. 121: 401-408, 1997. 

（学位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Sakai M. et al.　Br. J. Pharmacol. 123: 890-894, 
1998. （学位論文）
Okuda-Ashitaka E. et al. Nature. 392: 286-289, 1998.
Eguchi N. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96: 
726-730, 1999.
Nakano H. et al .  J. Pharmacol. Exp. Ther. 292: 
331-336, 2000. （学位論文）
Doi Y. et al. Neuroreport. 13: 93-96, 2002. （学位論文）
Muratani T. et al. J. Pharmacol. Exp. Ther. 303: 
424-430, 2002. （学位論文）
Nishimura W. et al. Eur. J. Pharmacol. 503: 71-75, 
2004. （学位論文）
Tatsumi S. et al. Neuroscience. 131: 491-498, 2005. 

（学位論文）
Takayama R. et al. Anesth & Analg 100: 1458-1462, 
2005. （学位論文）
Sawai T. et al. Anesth & Analg 101: 1597-1601, 
2005. （学位論文）
Shimizu S. et al. Anesthesiology 104; 791-797, 
2006. （学位論文）
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川上真樹子. 大阪医科大学雑誌 65: 212-220, 221-231, 
2006. （学位論文）
Soen M. et al. Eur. J. Pharmacol. 575: 75-81, 2007. 

（学位論文）
Nakahira J. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 56: 49-57, 
2010. （学位論文）
Shimoyama Y. et al. J. Clin. Anesth. 24: 531-536, 
2012. （学位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Kusaka Y. et al. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 26: 
223-226, 2012. （学位論文）
Miyazaki S. et al. Eur. J. Pharmacol. 710: 120-127, 
2013. （学位論文）（兵頭正義記念賞）
Kori  K.  et al .  J .  Altern.  Complement.  Med. 19: 
946-950, 2013. （学位論文）
Majima N. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 59: 37-44, 
2013. （学位論文）
Shiomi M. et al. J. Anesth. 28: 593-600, 2014. （学位
論文）
Shiomi M. et al. Eur. J. Pharmacol. 724: 58-66, 2014.

（兵頭正義記念賞）
Kadono N. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 60: 13-18, 
2014. （学位論文）
Yamaguchi K. et al. Respir. Physiol. Neurobiol. 206: 
11-14, 2015. （学位論文）（兵頭正義記念賞）
久保田泰弘. 大阪医科大学雑誌 73: 75-80, 2014. （学位論文）
Omoto H. et al. Eur. J. Pharmacol. 760: 42-48, 2015. 

（学位論文）（兵頭正義記念賞）
Kuzukawa Y. et al. Anesth & Analg. 121: 1202-1206, 
2015. （学位論文）
Fujiwara S. et al. Biomed. Res. Int. 190163, 2015. （学
位論文）
Kusunoki T. et al. J. Clin. Anesth. 33: 37-40, 2016. 

（学位論文）（兵頭正義記念賞）
Kido H. et al. J. Clin. Anesth. 27: 476-480, 2015. 
29:40-45, 2016. （学位論文）
Cho T. et al. Am. J. Emerg. Med. 34: 989‒992, 2016. 

（学位論文）
Nakano S. et al. BMC Anesthesiol. 16: 32, 2016. （学位
論文）
Kuwamura A. et al. J. Altern. Complement. Med. 21: 
485‒488, 2015. （学位論文）
Ishio J. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 63: 21-28, 2017. 

（学位論文）
Mihara R. et al. Acute Med Surg. 5: 350-357, 2018.

（学位論文）
Nakao K. et al. Evid Based Complement Alternat Med. 
2356920, 2019. （学位論文）（兵頭正義記念賞）
Fujiwara A. et al. J. Anesth. 34: 373-381, 2020. （学位
論文）

研究業績

教育・研究指導方針

研究活動の現状

現在の研究テーマ

•4年間で手術麻酔の各専門分野（心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻
酔など）を網羅的に研修するだけでなく、麻酔科専門医に求めら
れるペインクリニック、集中治療、救急医療、緩和医療に関しても
一定期間研修する。

•研修の前半2年間のうち少なくとも1年間は、責任研修基幹施設
の大阪医科薬科大学病院で研修を行う。

•責任研修基幹施設では手術室麻酔だけでなくペインクリニック
や集中治療を調整の上、一定期間ローテーションする。

•希望により国立循環器病研究センター、兵庫県立こども病院で1
年間の研修を行う。

•研修内容・進行状況に配慮して、プログラムに所属する全ての専
攻医が経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるように、ロ
ーテーションを構築する。

•目標達成のため、困難気道管理、神経ブロックのシミュレーショ
ンセミナーを毎年開催する。超音波ガイド下中心静脈穿刺及び
PICCは、医療安全推進室主催の講習会参加を必須とする。また、
麻酔科専門医試験対策のセミナーを実施して、円滑に専門医に必
要な知識・手技を習得できるように計画する。

•最低経験症例を満たしながらも、各自の希望を相談しサブスペシ
ャリティーの構築を目指す柔軟なプログラムとする。

プログラムの運営方針

研修実施計画例

2021年 輪状甲状膜穿刺セミナー

取得できる認定医・専門医

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定医・専門医・指導医
日本ペインクリニック学会専門医、日本集中治療医学会専門医
日本救急医学会専門医・指導医、日本心臓血管麻酔学会専門医
日本緩和医療学会専門医、日本小児麻酔学会認定医

2021年麻酔科管理症例数

1963年　麻酔科認定病院取得
麻酔科管理症例　6,722症例

初年度

2年度

3年度

4年度

本院
（ペインクリニック、集中治療）

専門研修連携施設2

専門研修連携施設1

本院

本院

専門研修連携施設

国立循環器病研究センター
本院

国立循環器病研究センター
兵庫県立こども病院

本院

本院
（ペインクリニックまたは集中治療）

専門研修連携施設1

専門研修連携施設2

本院

本院

専門研修連携施設

本院

標　準 小児または心臓 ペインクリニックまたは集中治療 社会人大学院

症例数

小児（6歳未満）の麻酔

帝王切開術の麻酔

心臓血管手術（小児・成人）の麻酔（胸部大動脈手術を含む）

TAVI・ステントグラフト手術

呼吸器外科手術の麻酔

脳神経外科手術の麻酔

237症例

182症例

376症例

99症例

361症例

460症例



特許申請

大学院における教育・研究活動

　研究は、臨床研究、基礎研究、さらに基礎研究でも動物 (マウス、
ラット)、細胞を用いた研究を行うかは、まず個人の意思を尊重して
いる。研究テーマは、「痛み」が中心で、興味あるテーマがあれば柔軟
に対応している。

　岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専攻、大阪工業大学工学
部生命工学科との共同研究、合同カンファレンスを行っている。

専門研修プログラムの特徴

❶南　敏明 教授
　神経障害性痛のメカニズムの解明と治療薬の開発
❷日下 裕介 特務教授
　動脈圧波形解析、周術期の輸液輸血療法
❸梅垣　修 准教授
　重症集中治療医学に関する臨床研究
❹中平 淳子 講師（科長）
　肺手術後の残存肺の研究
❺間嶋　望 講師
　小児麻酔に関する臨床研究
❻中野 祥子 講師
　周術期の疼痛管理

麻酔科・ペインクリニック22

　2016年に手術室20室、集中治療室16床を含む中央手術棟が
新設され、麻酔科医局と集中治療部医局はその2階にあります。
手術麻酔、ペインクリニック、集中治療、救急医学、緩和医療を網羅
したジェネラリストや、心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻酔などのス
ペシャリストを育成することを目標としています。
　輪状甲状膜穿刺のシミュレーションを含む種々のセミナーや土
曜カンファレンスでのミニレクチャーなどにより、専門医試験に向
けた対策を行っています。また学会発表・論文作成の指導、将来の志
望に応じた人事面でのサポートなどを行っています。

原　著
①
②

③

④

⑤

⑥
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⑧

⑨
⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
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Minami T. et al. Pain. 50: 223-229, 1992. （学位論文）
Nishihara I. et al. Brain Res. 677: 138-144, 1995. （学
位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Onaka M. et al. Anesthesiology. 84: 1215-1222, 
1996. （学位論文）
Hara N. et al. Br. J. Pharmacol. 121: 401-408, 1997. 

（学位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Sakai M. et al.　Br. J. Pharmacol. 123: 890-894, 
1998. （学位論文）
Okuda-Ashitaka E. et al. Nature. 392: 286-289, 1998.
Eguchi N. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96: 
726-730, 1999.
Nakano H. et al .  J. Pharmacol. Exp. Ther. 292: 
331-336, 2000. （学位論文）
Doi Y. et al. Neuroreport. 13: 93-96, 2002. （学位論文）
Muratani T. et al. J. Pharmacol. Exp. Ther. 303: 
424-430, 2002. （学位論文）
Nishimura W. et al. Eur. J. Pharmacol. 503: 71-75, 
2004. （学位論文）
Tatsumi S. et al. Neuroscience. 131: 491-498, 2005. 

（学位論文）
Takayama R. et al. Anesth & Analg 100: 1458-1462, 
2005. （学位論文）
Sawai T. et al. Anesth & Analg 101: 1597-1601, 
2005. （学位論文）
Shimizu S. et al. Anesthesiology 104; 791-797, 
2006. （学位論文）
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川上真樹子. 大阪医科大学雑誌 65: 212-220, 221-231, 
2006. （学位論文）
Soen M. et al. Eur. J. Pharmacol. 575: 75-81, 2007. 

（学位論文）
Nakahira J. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 56: 49-57, 
2010. （学位論文）
Shimoyama Y. et al. J. Clin. Anesth. 24: 531-536, 
2012. （学位論文）（日本麻酔科学会若手研究者奨励賞）
Kusaka Y. et al. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 26: 
223-226, 2012. （学位論文）
Miyazaki S. et al. Eur. J. Pharmacol. 710: 120-127, 
2013. （学位論文）（兵頭正義記念賞）
Kori  K.  et al .  J .  Altern.  Complement.  Med. 19: 
946-950, 2013. （学位論文）
Majima N. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 59: 37-44, 
2013. （学位論文）
Shiomi M. et al. J. Anesth. 28: 593-600, 2014. （学位
論文）
Shiomi M. et al. Eur. J. Pharmacol. 724: 58-66, 2014.

（兵頭正義記念賞）
Kadono N. et al. Bull. Osaka Med. Coll. 60: 13-18, 
2014. （学位論文）
Yamaguchi K. et al. Respir. Physiol. Neurobiol. 206: 
11-14, 2015. （学位論文）（兵頭正義記念賞）
久保田泰弘. 大阪医科大学雑誌 73: 75-80, 2014. （学位論文）
Omoto H. et al. Eur. J. Pharmacol. 760: 42-48, 2015. 

（学位論文）（兵頭正義記念賞）
Kuzukawa Y. et al. Anesth & Analg. 121: 1202-1206, 
2015. （学位論文）
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研究業績

教育・研究指導方針

研究活動の現状

現在の研究テーマ

•4年間で手術麻酔の各専門分野（心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻
酔など）を網羅的に研修するだけでなく、麻酔科専門医に求めら
れるペインクリニック、集中治療、救急医療、緩和医療に関しても
一定期間研修する。

•研修の前半2年間のうち少なくとも1年間は、責任研修基幹施設
の大阪医科薬科大学病院で研修を行う。

•責任研修基幹施設では手術室麻酔だけでなくペインクリニック
や集中治療を調整の上、一定期間ローテーションする。

•希望により国立循環器病研究センター、兵庫県立こども病院で1
年間の研修を行う。

•研修内容・進行状況に配慮して、プログラムに所属する全ての専
攻医が経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるように、ロ
ーテーションを構築する。

•目標達成のため、困難気道管理、神経ブロックのシミュレーショ
ンセミナーを毎年開催する。超音波ガイド下中心静脈穿刺及び
PICCは、医療安全推進室主催の講習会参加を必須とする。また、
麻酔科専門医試験対策のセミナーを実施して、円滑に専門医に必
要な知識・手技を習得できるように計画する。

•最低経験症例を満たしながらも、各自の希望を相談しサブスペシ
ャリティーの構築を目指す柔軟なプログラムとする。

プログラムの運営方針

研修実施計画例

2021年 輪状甲状膜穿刺セミナー

取得できる認定医・専門医

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定医・専門医・指導医
日本ペインクリニック学会専門医、日本集中治療医学会専門医
日本救急医学会専門医・指導医、日本心臓血管麻酔学会専門医
日本緩和医療学会専門医、日本小児麻酔学会認定医

2021年麻酔科管理症例数

1963年　麻酔科認定病院取得
麻酔科管理症例　6,722症例

初年度

2年度

3年度

4年度

本院
（ペインクリニック、集中治療）

専門研修連携施設2

専門研修連携施設1

本院

本院

専門研修連携施設

国立循環器病研究センター
本院

国立循環器病研究センター
兵庫県立こども病院

本院

本院
（ペインクリニックまたは集中治療）

専門研修連携施設1

専門研修連携施設2

本院

本院

専門研修連携施設

本院

標　準 小児または心臓 ペインクリニックまたは集中治療 社会人大学院

症例数

小児（6歳未満）の麻酔

帝王切開術の麻酔

心臓血管手術（小児・成人）の麻酔（胸部大動脈手術を含む）

TAVI・ステントグラフト手術

呼吸器外科手術の麻酔

脳神経外科手術の麻酔

237症例

182症例

376症例

99症例

361症例

460症例



麻酔科・ペインクリニック22

　当科におけるペインクリニックは、
全国で2番目に開設された歴史と伝統
を有しています。西洋医学のみならず、
漢方や鍼灸など東洋医学も積極的に取

り入れた治療を行っているのが特徴です。2021年12月こども
の痛み外来を開設させて頂きました。2022年2月現在、他施設
で、こどもの慢性痛を専門にしているペインクリニックはあり
ません。しかし実際は、大人のみならず、慢性痛で悩んでいるこ
どもがいます。こどもの慢性痛は日常生活の制限、不登校、成長
への影響、成人期の慢性痛への移行など重大な問題につながり
ます。頭痛、腹痛、腰痛など、こどもの慢性痛は、症状や原疾患、成
長段階や背景など多種多様です。痛みの原因や状態に応じて、一
人一人に適した治療法が必要になります。薬物療法、神経ブロッ
ク（必要に応じて鎮静下）、理学療法（小児鍼灸）、心理療法（小児
専門の臨床心理士）などを組み合わせ、大学病院の強みである各
部門の専門性を協力し合い多職種による多面的なアプローチで
治療を行っています。他科から疼痛コントロールに難渋して紹
介となる場合が多く、頭を悩ます症例が多いですが、こどもの痛
みが軽減した時に心から喜びや仕事のやりがいを実感します。
こどもが痛みを気にせず社会に羽ばたいていく手助けをするた
めに、日々、試行錯誤しています。
　痛みで困っている人達の手助けをできることは、疼痛コント
ロールのスペシャリストの麻酔科医として大きな力となること
は間違いありません。麻酔科医を志すならば、ぜひペインクリニ
ックもしっかり研修できる施設での研修をおすすめします。

　2017年に入局した助教（准）の山崎
紘幸と申します。当院レジデント、関連
病院勤務を経験してから、2年間当院の
ICUに勤務しました。当院のICUは16

床あり、semi-closed ICUとして主診療科（主科）と協力して重
症患者の治療にあたっています。術後患者から救急搬送患者、院
内急変患者など、年間約1400人がICUに入室します。　
　ICUに勤務するまで手術室で麻酔に従事していましたが、ICU
に勤務してからは術後管理をはじめ、重症敗血症やCOVID-19
などの感染症、体外循環装置や人工呼吸器、血液浄化装置など医
療補助機器の管理方法など、重症患者管理について様々な経験
をしています。手術麻酔に従事していた時も沢山の疑問を抱き
ましたが、ICUで術後患者を含めた重症患者の治療に携わると術
中だけでなく術後も見ることになる上に、手術患者のみならず
救急搬送患者や院内の急変患者を診療することで視野が広くな
り、更に多くの臨床における疑問を抱くようになりました。それ
らの疑問を解決するにはガイドラインや論文を検索しますが解
決しない事は多々あり、その中でも特に興味を持ったことを中
心に実際に臨床研究を行っています。過去のデータを解析して
行う観察研究を行ってから介入研究を行うことが一般的です
が、介入研究を行う上で、多くの場合主科との協力は欠かせませ
ん。当院のsemi-closed ICUでは治療を進める上で日頃から主
科の先生とコミュニケーションをとるため、臨床研究を行う時
に話をスムーズに進めやすいと思います。人間を対象とするた
め、厳しい倫理委員会の承認を得ることが必要ですが、実際の診
療にあたって疑問に思うことを確かめる上でも、臨床研究は目
的がはっきりしてやりがいがあると思います。その臨床研究を
行う上で当院には素晴らしい環境があると思いますし、是非と
も大阪医科薬科大学の麻酔や集中治療に興味を持って頂けたら
ありがたいと思います。

　私は2014年に大阪医科大学（現 大
阪医科薬科大学）を卒業し、同大学附属
病院で初期研修終えて2016年に麻酔
科学教室へ入局しました。1年間レジデ

ントとして大学病院で研鑽した後に、2017年は天理よろづ相
談所病院で、2018年は心臓病センター榊原病院で心臓血管麻
酔を専門的に学び、2019年からは大学のスタッフとして手術
麻酔の業務を行ってきました。
　2020年に専門医を取得したことを契機に、基礎研究への興
味が強くなり、2021年度から大学のスタッフとして働きなが
ら、大阪医科薬科大学大学院へ入学しました。「TrkAノックアウ
トマウスを用いた難治性疼痛の機序解明とその応用」というテ
ーマで研究しています。TrkAは高親和性ニューロトロフィン受
容体の1つで神経成長因子と胎生期に結合することで小型後根
神経節細胞から末梢組織に投射する1次求心性線維 （感覚神経）
や交感神経の伸張に関与しています。このTrkAを遺伝子ノック
アウトしたマウスを用いて難治性疼痛の機序の解明を行ってお
ります。
　このテーマで研究をはじめたときは、器具の使い方やマウス
の飼育法もわからず、何から始めたらよいのか検討がつかない
状況でした。当研究室では月に一度研究室カンファレンスを行
っており、そこで研究の進展度のプレゼンテーションを行い、

問題点・改善点・今後の方針を話し合います。教授の南先生・客員
教授の伊藤先生をはじめ、指導教員の先生方からアドバイスを
頂き、研究を進めていくことができました。
　研究と臨床という二足の草鞋は大変ではありますが、充実し
た日々を送っております。基礎研究に臨床とどちらもやってみ
たいという先生方、是非ともレジデントとして当教室で一緒に
学びませんか？見学をお待ちしております。

社会人大学院生として

　2021年入局の南川侑介と申しま
す。私は初期研修を当院で修めており、
2年目の後半に手術麻酔と集中治療の
勤務を選択しました。この間に中心静

脈カテーテル挿入や硬膜外麻酔、分離肺換気、小児麻酔など、麻
酔科医としてより専門的な手技を経験しました。レジデントに
なってからは、大学では成人心臓血管麻酔、重症患者の緊急手術
の麻酔、小児先天性心疾患の麻酔を、三島救命救急センターでは
三次救急を経験し、かなり成長できた一年であったと実感しま
す。学会発表や論文作成、抄読会での発表も行い、文献を調べて
正しい知識や最新の研究結果の調べ方を学びました。外勤先で
は、慣れない環境でいつも通りの麻酔をする難しさを実感しま
した。様々な内容を学ぶことができ、専門医取得のために環境が
整っていることをとてもありがたく思います。
　レジデント2年目では天理よろづ相談所病院に出向し、さらな
るレベルアップを目標に精進するつもりです。その後の出向先
の選択肢として、心臓手術のハイボリュームセンター、小児病
院、三次救急病院など、自分のやりたいことを選ぶことができま
す。医局員は趣味がある人が多く、グルメやゴルフ、釣り、サーフ
ィン、キャンプなど様々な趣味をしっかり持てるところ、また、
病気や妊娠・出産のサポート体制が整っていることは非常に重
要な点であると思います。仕事も生活も高みを目指すなら大阪
医科薬科大学麻酔科学教室に入局して間違いありません。

この1年を振り返って

ICUでの臨床研究

　麻酔科レジデントの山本広大です。
私は三重大学を卒業後、東京都内の市
中病院で初期研修を行いました。初期
研修終了後、引き続き同じ病院の麻酔

科専攻医プログラムに進み、麻酔科医としてのキャリアをスタ
ートしました。公立病院であるため、新型コロナウイルス感染症
の患者を受け入れていました。感染拡大の影響により手術件数
は激減し、さらにはコロナ専門病院となり手術停止になるなど、
麻酔科レジデントの期間に経験すべき症例を十分に経験できな
いまま、もどかしい日々を過ごしていました。そこで私は、この
ままでは一人前の麻酔科医になれないと感じ、苦渋の決断では
ありましたが、病院の移籍を考えました。新たな病院を探してい
る中で、手術麻酔だけでなく、集中治療、ペインクリニック、救急
医療まで経験できる大阪医科薬科大学病院での後期研修に興味
を持ちました。10月に入局希望というイレギュラーな問い合わ
せにも関わらず、webでの説明会や顔合わせの機会を頂くな
ど、とても迅速で丁寧な対応をして頂いたのが印象に残ってお
ります。
　現在、入局して約半年が経過し、日々手術麻酔での麻酔手技や
知識の取得に邁進しています。次年度の前半に、集中治療とペイ
ンクリニックの経験をさせていただく予定です。受け入れて下
さった、指導に熱心な上級医の先生方と、心強い同期に囲まれな
がら、充実した日々を過ごしております。

コロナ禍での病院移籍

医局員からのコメント

　皆さんは無痛分娩に対してどのよう
な印象をおもちでしょうか？
　｢麻酔薬が母体や児に影響はないの
か？｣や｢事故が起きたら怖い｣という

声も少なくありませんが、無痛分娩は産後の回復が早く、出産直
後から育児に積極的に関われるという利点があります。アメリ
カでは60%以上、フランスでは80%以上の妊婦が無痛分娩を
選択しており、海外での生活経験がある方は無痛分娩が一般的
であるという認識ですが、日本では無痛分娩が導入されて数十
年が過ぎた現在でも少数にとどまっているのが現状です

（2018年のデータでは全分娩の約6%）。
　以前より無痛分娩に興味があり、自身が出産する際にはぜひ
とも無痛分娩を選択したいと思っていました。今回私が当院で
経験した無痛分娩について出産レポートいたします。
　実弟の腹腔鏡下胆嚢摘出術が無事に終了した翌日、夜に破水
し入院。初産のためまだしばらく陣痛は来ないだろうと呑気に

考えており、少しでも睡眠をとっておこうと病院のベッドに入
りうとうとしかけていたところ、午前2時頃から陣痛間隔が6分
間隔に。それでもまだまだ序盤だと勝手に自己判断し様子をみ
ていましたが、陣痛間隔2-3分、声が漏れるほど痛みが増強して
きため内診してもらうともうすでに子宮口3-4cm開大まで進ん
でいました。実は同期の麻酔科医に硬膜外カテーテルの挿入を
お願いしていましたが、急いで主治医が手術室に連絡し、真夜中
午前4時という当直麻酔科医泣かせの時間帯に、しかも後輩の麻
酔科医にかなりの気を遣わせながら硬膜外カテーテルを挿入し
ていただきました。麻酔開始後は特にS領域の効果抜群で、産科
医や助産師と世間話ができるくらい痛みは緩和され、手術室か
らそのまま分娩室に移動。分娩第2期に入ってからの痛みはほぼ
なく、とにかくいきみまくりました。児頭が産道から出てくる瞬
間も見届けることができ、一生に残るとても感動的な時間を経
験できました。会陰切開や縫合時の痛みもなく、出生したばかり
の我が子との触れ合いの時間も穏やかに過ごすことができまし
た。分娩中、児の心拍は一度も低下することなく、分娩時間約5時
間40分と初産としてはスムーズなスピード出産となりました。
　今回、麻酔科医である私自身が無痛分娩を実際に体験し、非常
に満足度の高いお産を経験しました。分娩に関わっていただい
たすべての方に感謝いたします。分娩方法に関しては色々な考
え方がありますが、もし次回出産の機会があればまた無痛分娩
を選択すると思います。どんな分娩方法であっても我が子は天
使です！

当院で硬膜外無痛分娩を経験して

間嶋　望　講師

こどもの痛み外来開設

木村 小百合　助教

山崎 智己　助教（准）

山崎 紘幸　助教（准）

南川 侑介　レジデント

山本 広大　レジデント
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めに、日々、試行錯誤しています。
　痛みで困っている人達の手助けをできることは、疼痛コント
ロールのスペシャリストの麻酔科医として大きな力となること
は間違いありません。麻酔科医を志すならば、ぜひペインクリニ
ックもしっかり研修できる施設での研修をおすすめします。

　2017年に入局した助教（准）の山崎
紘幸と申します。当院レジデント、関連
病院勤務を経験してから、2年間当院の
ICUに勤務しました。当院のICUは16

床あり、semi-closed ICUとして主診療科（主科）と協力して重
症患者の治療にあたっています。術後患者から救急搬送患者、院
内急変患者など、年間約1400人がICUに入室します。　
　ICUに勤務するまで手術室で麻酔に従事していましたが、ICU
に勤務してからは術後管理をはじめ、重症敗血症やCOVID-19
などの感染症、体外循環装置や人工呼吸器、血液浄化装置など医
療補助機器の管理方法など、重症患者管理について様々な経験
をしています。手術麻酔に従事していた時も沢山の疑問を抱き
ましたが、ICUで術後患者を含めた重症患者の治療に携わると術
中だけでなく術後も見ることになる上に、手術患者のみならず
救急搬送患者や院内の急変患者を診療することで視野が広くな
り、更に多くの臨床における疑問を抱くようになりました。それ
らの疑問を解決するにはガイドラインや論文を検索しますが解
決しない事は多々あり、その中でも特に興味を持ったことを中
心に実際に臨床研究を行っています。過去のデータを解析して
行う観察研究を行ってから介入研究を行うことが一般的です
が、介入研究を行う上で、多くの場合主科との協力は欠かせませ
ん。当院のsemi-closed ICUでは治療を進める上で日頃から主
科の先生とコミュニケーションをとるため、臨床研究を行う時
に話をスムーズに進めやすいと思います。人間を対象とするた
め、厳しい倫理委員会の承認を得ることが必要ですが、実際の診
療にあたって疑問に思うことを確かめる上でも、臨床研究は目
的がはっきりしてやりがいがあると思います。その臨床研究を
行う上で当院には素晴らしい環境があると思いますし、是非と
も大阪医科薬科大学の麻酔や集中治療に興味を持って頂けたら
ありがたいと思います。

　私は2014年に大阪医科大学（現 大
阪医科薬科大学）を卒業し、同大学附属
病院で初期研修終えて2016年に麻酔
科学教室へ入局しました。1年間レジデ

ントとして大学病院で研鑽した後に、2017年は天理よろづ相
談所病院で、2018年は心臓病センター榊原病院で心臓血管麻
酔を専門的に学び、2019年からは大学のスタッフとして手術
麻酔の業務を行ってきました。
　2020年に専門医を取得したことを契機に、基礎研究への興
味が強くなり、2021年度から大学のスタッフとして働きなが
ら、大阪医科薬科大学大学院へ入学しました。「TrkAノックアウ
トマウスを用いた難治性疼痛の機序解明とその応用」というテ
ーマで研究しています。TrkAは高親和性ニューロトロフィン受
容体の1つで神経成長因子と胎生期に結合することで小型後根
神経節細胞から末梢組織に投射する1次求心性線維 （感覚神経）
や交感神経の伸張に関与しています。このTrkAを遺伝子ノック
アウトしたマウスを用いて難治性疼痛の機序の解明を行ってお
ります。
　このテーマで研究をはじめたときは、器具の使い方やマウス
の飼育法もわからず、何から始めたらよいのか検討がつかない
状況でした。当研究室では月に一度研究室カンファレンスを行
っており、そこで研究の進展度のプレゼンテーションを行い、

問題点・改善点・今後の方針を話し合います。教授の南先生・客員
教授の伊藤先生をはじめ、指導教員の先生方からアドバイスを
頂き、研究を進めていくことができました。
　研究と臨床という二足の草鞋は大変ではありますが、充実し
た日々を送っております。基礎研究に臨床とどちらもやってみ
たいという先生方、是非ともレジデントとして当教室で一緒に
学びませんか？見学をお待ちしております。

社会人大学院生として

　2021年入局の南川侑介と申しま
す。私は初期研修を当院で修めており、
2年目の後半に手術麻酔と集中治療の
勤務を選択しました。この間に中心静

脈カテーテル挿入や硬膜外麻酔、分離肺換気、小児麻酔など、麻
酔科医としてより専門的な手技を経験しました。レジデントに
なってからは、大学では成人心臓血管麻酔、重症患者の緊急手術
の麻酔、小児先天性心疾患の麻酔を、三島救命救急センターでは
三次救急を経験し、かなり成長できた一年であったと実感しま
す。学会発表や論文作成、抄読会での発表も行い、文献を調べて
正しい知識や最新の研究結果の調べ方を学びました。外勤先で
は、慣れない環境でいつも通りの麻酔をする難しさを実感しま
した。様々な内容を学ぶことができ、専門医取得のために環境が
整っていることをとてもありがたく思います。
　レジデント2年目では天理よろづ相談所病院に出向し、さらな
るレベルアップを目標に精進するつもりです。その後の出向先
の選択肢として、心臓手術のハイボリュームセンター、小児病
院、三次救急病院など、自分のやりたいことを選ぶことができま
す。医局員は趣味がある人が多く、グルメやゴルフ、釣り、サーフ
ィン、キャンプなど様々な趣味をしっかり持てるところ、また、
病気や妊娠・出産のサポート体制が整っていることは非常に重
要な点であると思います。仕事も生活も高みを目指すなら大阪
医科薬科大学麻酔科学教室に入局して間違いありません。

この1年を振り返って

ICUでの臨床研究

　麻酔科レジデントの山本広大です。
私は三重大学を卒業後、東京都内の市
中病院で初期研修を行いました。初期
研修終了後、引き続き同じ病院の麻酔

科専攻医プログラムに進み、麻酔科医としてのキャリアをスタ
ートしました。公立病院であるため、新型コロナウイルス感染症
の患者を受け入れていました。感染拡大の影響により手術件数
は激減し、さらにはコロナ専門病院となり手術停止になるなど、
麻酔科レジデントの期間に経験すべき症例を十分に経験できな
いまま、もどかしい日々を過ごしていました。そこで私は、この
ままでは一人前の麻酔科医になれないと感じ、苦渋の決断では
ありましたが、病院の移籍を考えました。新たな病院を探してい
る中で、手術麻酔だけでなく、集中治療、ペインクリニック、救急
医療まで経験できる大阪医科薬科大学病院での後期研修に興味
を持ちました。10月に入局希望というイレギュラーな問い合わ
せにも関わらず、webでの説明会や顔合わせの機会を頂くな
ど、とても迅速で丁寧な対応をして頂いたのが印象に残ってお
ります。
　現在、入局して約半年が経過し、日々手術麻酔での麻酔手技や
知識の取得に邁進しています。次年度の前半に、集中治療とペイ
ンクリニックの経験をさせていただく予定です。受け入れて下
さった、指導に熱心な上級医の先生方と、心強い同期に囲まれな
がら、充実した日々を過ごしております。

コロナ禍での病院移籍

医局員からのコメント

　皆さんは無痛分娩に対してどのよう
な印象をおもちでしょうか？
　｢麻酔薬が母体や児に影響はないの
か？｣や｢事故が起きたら怖い｣という

声も少なくありませんが、無痛分娩は産後の回復が早く、出産直
後から育児に積極的に関われるという利点があります。アメリ
カでは60%以上、フランスでは80%以上の妊婦が無痛分娩を
選択しており、海外での生活経験がある方は無痛分娩が一般的
であるという認識ですが、日本では無痛分娩が導入されて数十
年が過ぎた現在でも少数にとどまっているのが現状です

（2018年のデータでは全分娩の約6%）。
　以前より無痛分娩に興味があり、自身が出産する際にはぜひ
とも無痛分娩を選択したいと思っていました。今回私が当院で
経験した無痛分娩について出産レポートいたします。
　実弟の腹腔鏡下胆嚢摘出術が無事に終了した翌日、夜に破水
し入院。初産のためまだしばらく陣痛は来ないだろうと呑気に

考えており、少しでも睡眠をとっておこうと病院のベッドに入
りうとうとしかけていたところ、午前2時頃から陣痛間隔が6分
間隔に。それでもまだまだ序盤だと勝手に自己判断し様子をみ
ていましたが、陣痛間隔2-3分、声が漏れるほど痛みが増強して
きため内診してもらうともうすでに子宮口3-4cm開大まで進ん
でいました。実は同期の麻酔科医に硬膜外カテーテルの挿入を
お願いしていましたが、急いで主治医が手術室に連絡し、真夜中
午前4時という当直麻酔科医泣かせの時間帯に、しかも後輩の麻
酔科医にかなりの気を遣わせながら硬膜外カテーテルを挿入し
ていただきました。麻酔開始後は特にS領域の効果抜群で、産科
医や助産師と世間話ができるくらい痛みは緩和され、手術室か
らそのまま分娩室に移動。分娩第2期に入ってからの痛みはほぼ
なく、とにかくいきみまくりました。児頭が産道から出てくる瞬
間も見届けることができ、一生に残るとても感動的な時間を経
験できました。会陰切開や縫合時の痛みもなく、出生したばかり
の我が子との触れ合いの時間も穏やかに過ごすことができまし
た。分娩中、児の心拍は一度も低下することなく、分娩時間約5時
間40分と初産としてはスムーズなスピード出産となりました。
　今回、麻酔科医である私自身が無痛分娩を実際に体験し、非常
に満足度の高いお産を経験しました。分娩に関わっていただい
たすべての方に感謝いたします。分娩方法に関しては色々な考
え方がありますが、もし次回出産の機会があればまた無痛分娩
を選択すると思います。どんな分娩方法であっても我が子は天
使です！

当院で硬膜外無痛分娩を経験して

間嶋　望　講師

こどもの痛み外来開設

木村 小百合　助教

山崎 智己　助教（准）

山崎 紘幸　助教（准）

南川 侑介　レジデント

山本 広大　レジデント



1. 唇裂口蓋裂
　出生前診断にて唇裂と診断された胎児の母へのカウンセリング
から成長に応じた手術まで長期にわたり患者との関係を重視した
治療を行っています、唇裂特殊外来では言語療法士外来も併設して
おり、言語機能発達に合わせた治療を行っています。
2. 乳房再建
　近年乳がん切除後の乳房再建術は需要が高まっており、大阪医科
薬科大学および連携施設においても乳腺外科と密な連携を取りな
がら遊離穿通枝皮弁や動脈皮弁、人工インプラントを用いた再建術
を行っています。また近年では、再建の質を高めるために3Dカメ
ラを用いた術前シミュレーションを行っています。
3. リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合
　顕微鏡を用いて径0.5mmほどのリンパ管と静脈の吻合を行う
リンパ管静脈吻合術は、スーパーマイクロサージェリー技術を用い
て行われます。乳癌や婦人科疾患の手術後や外傷などで発症する上
肢や下肢のリンパ浮腫に対して手術が行われ、院内だけでなく他院
からの紹介も多く、良好な成果を上げています。大阪医科薬科大学
では理学療法を目的としたリンパ浮腫看護外来も併設しており、保
存的治療から外科治療まで幅広く行っています。
4. 小耳症外来
　小耳症に対して、肋軟骨を用いた耳介形成術を行っております。
また、耳鼻科と共同で聴力の改善が見込まれる症例に対しては同時
に鼓室形成術もおこない、整容面と機能面を考慮した治療を行って
います。
5. 頭頚部再建やフットケアなどのチーム医療
　複数の診療科と合同で治療を行うチーム医療において、当科は再
建外科としての重要な役割を担ってきました。頭頸部領域では30
年以上前から、耳鼻科、脳外科、食道外科と協力して悪性腫瘍の治療
を行っています。また、他科や地域医療と連携が必要なフットケア
にも力を入れています。
6. 難治性潰瘍における創内持続陰圧洗浄療法
　2004年より局所陰圧閉鎖療法に持続的な洗浄機能を付加した
創内持続陰圧洗浄療法を開発し、豊富な経験と数多くの論文を発表
しています。 主に難治性潰瘍（縦隔洞炎，褥瘡，下腿潰瘍など）に対
して本法を施行しており、その治癒率は飛躍的に向上しています。

さらに開放骨折の初期治療や脳外科領域の感染などに対しても臨
床応用しています。
7. レーザー治療
　小児を中心にあざや血管腫に対してレーザー治療を行っており
ます。広範囲のものに対しては全身麻酔下に施行しています。
8. 頭蓋縫合早期癒合症
　頭蓋縫合早期癒合症に対して、脳神経外科と合同で頭蓋形成術を
行っており、県外からも患者様が来院されています。

　また、専門研修プログラムでは地域医療の研修が可能です。具体
的な到達目標を以下に示します

23 形成外科
Plastic and Reconstructive Surgery

形成外科23

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　形成外科は近年になり急速に発達した学問で、現在も発展し続けています。

　新しいアイデアと発想でまったく新しい術式が生み出され、それがスタンダードな術式に成り代わる可能性を秘めています。また患者さんに

よって症例が1例1例異なるので、その人にあった一番よい方法を熟考しなければなりません。現在は患者さんが医師の技量と人柄を見て、受診

をする時代です。

　その期待に応えるため、医師は常に自分の技術を磨き、患者さんに合った最良の方法を考え、さらに優れた新しい治療方法を考える想像力を養

うことが必要とされています。

　このような自由な発想は、いろいろなジャンルの本を読んだり、 いろいろな職種の人と話をすることによって培われ、アイデアも浮かびます。

また、国際学会で研究成果を発表することも多いので、広い世界を意識してほしいと思います。

初期研修プログラムの特徴
　形成外科は、年間入院手術 500例、外科手術 1,200例と豊富な症例数を有しています。先天異常、顔面外傷、再建を含めて形成外科学全般
に関して幅広い専門研修を受けることが可能です。
　形成外科の初期研修は、形成外科学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを目的とし、形成外科領域のいかなる分野の診療、手
術技術においても習熟した形成外科専門医の育成を目的としています。

　形成外科は、皮膚をはじめとする軟部組織や骨組織を含めた顔面全域など広い範囲を対象とする診療科です。

　大阪医科薬科大学では、顔面外傷、顔面骨骨折、頭蓋顎顔面の先天異常や変形に対する三次元実体模型、三次元画像を用いたシミュレーション

手術、唇顎口蓋裂に対する総合的治療、外傷や悪性腫瘍切除による組織欠損やマイクロサージャリーによる治療、 Qスイッチアレクサンドライト

レーザー、Vビームレーザーを用いた各種あざの治療を積極的に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学形成外科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/pla/

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

大槻祐喜（講　師）

廣田友香（講師（准））

光野乃佑（助　教）

形成外科専門医、日本創傷外科学会専門医、再建マイクロサージャリー指導医

形成外科専門医、小児形成外科分野指導医

形成外科専門医、小児形成外科分野指導医、日本創傷外科学会専門医

日本形成外科学会、日本乳房オンコプラスティック学会ほか

日本形成外科学会、日本口蓋裂学会ほか

日本形成外科学会、日本創傷外科学会

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

病棟回診、外来診察
合同手術（頭頚部再建、乳房再建）、病棟にて患者診察

形成外科メインの手術日
術前術後カンファレンス

手術、合同手術（乳房再建）
病棟にて患者診察

形成外科メインの手術日　レーザー治療
術前術後カンファレンス

外来診察
病棟にて患者診察

手術または外来診察
病棟にて患者診察

上田 晃一（うえだ こういち）教授（科長）
■専門分野
　頭蓋顎顔面外科、マイクロサージャリー、唇顎口蓋裂、ケロイド・肥厚性瘢痕
■職歴
　昭和34年　12月生まれ 
　昭和59年　大阪医科大学卒業後、大阪医科大学形成外科学教室（田嶋定夫教授）に入局、臨床研修開始
　昭和61年　高知県近森病院で外科と救急医療研修（２年間） 
　平成  元年　埼玉医科大学総合医療センター形成外科、マイクロサージャリーの研修（2年半）
　平成11年　英国Oxford大学Department of Human anatomy & Geneticsに 留学（1年間）
　平成12年　大阪医科大学助教授（形成外科学教室） 
　平成16年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）
■主な学会／専門医資格
　日本形成外科学会（形成外科専門医、皮膚腫瘍外科指導専門医）、小児形成外科分野指導医、
　日本頭蓋顎顔面外科学会（専門医）、日本手外科学会専門医、日本マイクロサージャリー学会、
　日本美容外科学会、日本抗加齢医学会、日本創傷外科学会、国際顎顔面外科学会（Associate Member）、
　日本形成外科手術手技学会理事長、日本口蓋裂学会理事、国際マイクロサージャリー学会（Active Member）
■研究課題
　抗接着分子抗体を用いた皮弁の再灌流障害の防止および同種皮弁移植の拒絶反応の抑制
　ケロイド・肥厚性瘢痕のエネルギー代謝、遊離筋弁移植による顔面表情筋の機能再建
　唇裂外鼻変形の治療

当科の特徴

＜１年目＞
•形成外科入院患者を、主治医の指導のもと診療する。
•形成外科疾患全般の病態を把握し、的確な診断、治療計画、症例の
　プレゼンテーション、手術計画を行う。
•各疾患に対する画像診断を含めた術前準備、術後管理方法を修得
　する。
•形成外科疾患における処置を修得する。
•形成外科領域における臨床論文を作成する。

＜２年目＞
•形成外科疾患の各分野についての病態、診断、治療についての知
　識を深め、手術手技を身につける。
•各症例の問題点を的確に指摘し、適切な手術計画、術後管理方法
　について提示できる。
•全層、分層の皮膚採取、自家骨採取、筋膜採取を行う。
•１年目の指導を行い、各疾患への理解を深めるとともに、自身の
　1年目で修得した診断、治療の技術の習熟につとめる。

研修内容と到達目標

塗　隆志（診療准教授） 小児形成外科分野指導医、再建マイクロサージャリー分野指導医ほか 日本形成外科学会、日本マイクロサージャリー学会ほか

6年目専攻医：顕微鏡を使用した血管吻合の練習風景



1. 唇裂口蓋裂
　出生前診断にて唇裂と診断された胎児の母へのカウンセリング
から成長に応じた手術まで長期にわたり患者との関係を重視した
治療を行っています、唇裂特殊外来では言語療法士外来も併設して
おり、言語機能発達に合わせた治療を行っています。
2. 乳房再建
　近年乳がん切除後の乳房再建術は需要が高まっており、大阪医科
薬科大学および連携施設においても乳腺外科と密な連携を取りな
がら遊離穿通枝皮弁や動脈皮弁、人工インプラントを用いた再建術
を行っています。また近年では、再建の質を高めるために3Dカメ
ラを用いた術前シミュレーションを行っています。
3. リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合
　顕微鏡を用いて径0.5mmほどのリンパ管と静脈の吻合を行う
リンパ管静脈吻合術は、スーパーマイクロサージェリー技術を用い
て行われます。乳癌や婦人科疾患の手術後や外傷などで発症する上
肢や下肢のリンパ浮腫に対して手術が行われ、院内だけでなく他院
からの紹介も多く、良好な成果を上げています。大阪医科薬科大学
では理学療法を目的としたリンパ浮腫看護外来も併設しており、保
存的治療から外科治療まで幅広く行っています。
4. 小耳症外来
　小耳症に対して、肋軟骨を用いた耳介形成術を行っております。
また、耳鼻科と共同で聴力の改善が見込まれる症例に対しては同時
に鼓室形成術もおこない、整容面と機能面を考慮した治療を行って
います。
5. 頭頚部再建やフットケアなどのチーム医療
　複数の診療科と合同で治療を行うチーム医療において、当科は再
建外科としての重要な役割を担ってきました。頭頸部領域では30
年以上前から、耳鼻科、脳外科、食道外科と協力して悪性腫瘍の治療
を行っています。また、他科や地域医療と連携が必要なフットケア
にも力を入れています。
6. 難治性潰瘍における創内持続陰圧洗浄療法
　2004年より局所陰圧閉鎖療法に持続的な洗浄機能を付加した
創内持続陰圧洗浄療法を開発し、豊富な経験と数多くの論文を発表
しています。 主に難治性潰瘍（縦隔洞炎，褥瘡，下腿潰瘍など）に対
して本法を施行しており、その治癒率は飛躍的に向上しています。

さらに開放骨折の初期治療や脳外科領域の感染などに対しても臨
床応用しています。
7. レーザー治療
　小児を中心にあざや血管腫に対してレーザー治療を行っており
ます。広範囲のものに対しては全身麻酔下に施行しています。
8. 頭蓋縫合早期癒合症
　頭蓋縫合早期癒合症に対して、脳神経外科と合同で頭蓋形成術を
行っており、県外からも患者様が来院されています。

　また、専門研修プログラムでは地域医療の研修が可能です。具体
的な到達目標を以下に示します

23 形成外科
Plastic and Reconstructive Surgery

形成外科23

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　形成外科は近年になり急速に発達した学問で、現在も発展し続けています。

　新しいアイデアと発想でまったく新しい術式が生み出され、それがスタンダードな術式に成り代わる可能性を秘めています。また患者さんに

よって症例が1例1例異なるので、その人にあった一番よい方法を熟考しなければなりません。現在は患者さんが医師の技量と人柄を見て、受診

をする時代です。

　その期待に応えるため、医師は常に自分の技術を磨き、患者さんに合った最良の方法を考え、さらに優れた新しい治療方法を考える想像力を養

うことが必要とされています。

　このような自由な発想は、いろいろなジャンルの本を読んだり、 いろいろな職種の人と話をすることによって培われ、アイデアも浮かびます。

また、国際学会で研究成果を発表することも多いので、広い世界を意識してほしいと思います。

初期研修プログラムの特徴
　形成外科は、年間入院手術 500例、外科手術 1,200例と豊富な症例数を有しています。先天異常、顔面外傷、再建を含めて形成外科学全般
に関して幅広い専門研修を受けることが可能です。
　形成外科の初期研修は、形成外科学全般の知識と臨床能力および技術を修得することを目的とし、形成外科領域のいかなる分野の診療、手
術技術においても習熟した形成外科専門医の育成を目的としています。

　形成外科は、皮膚をはじめとする軟部組織や骨組織を含めた顔面全域など広い範囲を対象とする診療科です。

　大阪医科薬科大学では、顔面外傷、顔面骨骨折、頭蓋顎顔面の先天異常や変形に対する三次元実体模型、三次元画像を用いたシミュレーション

手術、唇顎口蓋裂に対する総合的治療、外傷や悪性腫瘍切除による組織欠損やマイクロサージャリーによる治療、 Qスイッチアレクサンドライト

レーザー、Vビームレーザーを用いた各種あざの治療を積極的に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学形成外科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/pla/

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

大槻祐喜（講　師）

廣田友香（講師（准））

光野乃佑（助　教）

形成外科専門医、日本創傷外科学会専門医、再建マイクロサージャリー指導医

形成外科専門医、小児形成外科分野指導医

形成外科専門医、小児形成外科分野指導医、日本創傷外科学会専門医

日本形成外科学会、日本乳房オンコプラスティック学会ほか

日本形成外科学会、日本口蓋裂学会ほか

日本形成外科学会、日本創傷外科学会

　週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

病棟回診、外来診察
合同手術（頭頚部再建、乳房再建）、病棟にて患者診察

形成外科メインの手術日
術前術後カンファレンス

手術、合同手術（乳房再建）
病棟にて患者診察

形成外科メインの手術日　レーザー治療
術前術後カンファレンス

外来診察
病棟にて患者診察

手術または外来診察
病棟にて患者診察

上田 晃一（うえだ こういち）教授（科長）
■専門分野
　頭蓋顎顔面外科、マイクロサージャリー、唇顎口蓋裂、ケロイド・肥厚性瘢痕
■職歴
　昭和34年　12月生まれ 
　昭和59年　大阪医科大学卒業後、大阪医科大学形成外科学教室（田嶋定夫教授）に入局、臨床研修開始
　昭和61年　高知県近森病院で外科と救急医療研修（２年間） 
　平成  元年　埼玉医科大学総合医療センター形成外科、マイクロサージャリーの研修（2年半）
　平成11年　英国Oxford大学Department of Human anatomy & Geneticsに 留学（1年間）
　平成12年　大阪医科大学助教授（形成外科学教室） 
　平成16年　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）
■主な学会／専門医資格
　日本形成外科学会（形成外科専門医、皮膚腫瘍外科指導専門医）、小児形成外科分野指導医、
　日本頭蓋顎顔面外科学会（専門医）、日本手外科学会専門医、日本マイクロサージャリー学会、
　日本美容外科学会、日本抗加齢医学会、日本創傷外科学会、国際顎顔面外科学会（Associate Member）、
　日本形成外科手術手技学会理事長、日本口蓋裂学会理事、国際マイクロサージャリー学会（Active Member）
■研究課題
　抗接着分子抗体を用いた皮弁の再灌流障害の防止および同種皮弁移植の拒絶反応の抑制
　ケロイド・肥厚性瘢痕のエネルギー代謝、遊離筋弁移植による顔面表情筋の機能再建
　唇裂外鼻変形の治療

当科の特徴

＜１年目＞
•形成外科入院患者を、主治医の指導のもと診療する。
•形成外科疾患全般の病態を把握し、的確な診断、治療計画、症例の
　プレゼンテーション、手術計画を行う。
•各疾患に対する画像診断を含めた術前準備、術後管理方法を修得
　する。
•形成外科疾患における処置を修得する。
•形成外科領域における臨床論文を作成する。

＜２年目＞
•形成外科疾患の各分野についての病態、診断、治療についての知
　識を深め、手術手技を身につける。
•各症例の問題点を的確に指摘し、適切な手術計画、術後管理方法
　について提示できる。
•全層、分層の皮膚採取、自家骨採取、筋膜採取を行う。
•１年目の指導を行い、各疾患への理解を深めるとともに、自身の
　1年目で修得した診断、治療の技術の習熟につとめる。

研修内容と到達目標

塗　隆志（診療准教授） 小児形成外科分野指導医、再建マイクロサージャリー分野指導医ほか 日本形成外科学会、日本マイクロサージャリー学会ほか

6年目専攻医：顕微鏡を使用した血管吻合の練習風景



大学院における研究活動

•東京医科歯科大学歯学部分子発生学教室
　　頭蓋縫合早期癒合症の発生メカニズムおよび治療

後期研修プログラムの特徴
　日常の臨床から得られる、様々な問題点から発展した臨床研究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修システム
を構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている形成外科疾患研究における基
礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に可能です。

研修風景 国際学会 in Oxford

形成外科23

　大阪医科薬科大学形成外科の後期研修プログラムは、大阪医科薬
科大学形成外科を基幹施設として市立奈良病院、近森病院形成外
科、東住吉森本病院、高槻病院、馬場記念病院、彩樹守口敬任会病院
形成外科、済生会吹田病院形成外科、市立ひらかた病院形成外科を
連携施設、さらに城山病院形成外科、上山病院を連携候補施設とし
て形成されている。以上の施設には形成外科専門医が在籍している
ため、形成外科専門医の指導の下で修練を行なうことができ、形成
外科専門医の修練として重要な期間を送れるように指導体制も整
えている。
　ただし、関連病院での修練開始時期、修練期間については、個々の
状況に応じて調節する。

他大学との共同研究

日本形成外科学会専門医、日本頭蓋顎顔面外科学会専門医
日本レーザー学会専門医、日本創傷外科学会専門医
日本形成外科学会小児形成外科分野指導医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科分野指導医
日本形成外科学会再建・マイクロサージャリー分野指導医
日本形成外科学会レーザー分野指導医

取得できる認定医・専門医

日本形成外科学会／日本頭蓋顎顔面外科学会／日本創傷外科学会
／日本マイクロサージャリー学会／日本乳房オンコプラスティッ
クサージャリー学会／日本口蓋裂学会／日本シミュレーション外
科学会／日本熱傷学会／国際マイクロサージャリー学会／国際頭
蓋顎顔面外科学／CLEFT／会創傷外科学会／日韓形成外科学会／
日本手外科学会／日本リンパ学会／日本リンパ治療学会／その他
多数

参加学会等

•3年目までに修得した知識と技術を元に、手術を計画、施行を行
　う。技術、知識の修得度に応じて症例に対する手術を行う。
•主治医とともにまたは主治医として、手術計画、術後管理を立案
　し、実施する。
•マイクロサージャリーによる神経縫合
•皮弁術のドナー閉鎖
•良性腫瘍の切除、植皮等による再建術の執刀（指導医のもと）
•入院中のみならず退院後の外来診療を合わせて行う。
•大学のみならず連携施設での研修を行う。
•経験した症例について学会発表を行い、論文作成を行う。
•学会、研究会で発表を行い、論文作成を行う。

研修内容と到達目標

近森病院形成外科
連携施設　指導医2人

奈良市立奈良病院
連携施設　指導医1人

基幹病院　指導医4人
責任者　上田晃一

市立ひらかた病院形成外科
連携施設　指導医1人

済生会吹田病院形成外科
連携施設　指導医1人

城山病院形成外科
連携候補施設

高槻病院形成外科
連携施設　指導医1人

馬場記念病院形成外科
連携施設　指導医1人

敬任会病院形成外科
連携施設　指導医1人

東住吉森本病院形成外科
連携施設　指導医1人

上山病院形成外科
連携施設　指導医1人

　元来ものづくりが好きな私は、大学生の頃から形成外科に興味が
ありました。いざ入局した今、自分の選択は間違っていなかったと
日々感じています。形成外科が対象とする疾患は頭から足先まで、
年齢層も乳幼児から高齢者まで幅広く、学ぶことも様々です。その
ため、大変なこともありますが、そういった部位や年齢に加えて、整
容面や機能面、患者さんの社会的背景、予後など様々な要素を考慮
して多くの選択肢から治療を検討し実践していく奥深さこそ形成
外科の魅力だと感じています。
　また、大学では、複数のチームに分かれて診療にあたっており、
レジデントは各チームをローテーションしながら研修を行います。
先天疾患、マイクロサージェリー、乳房再建、一般形成など、専門分
野ごとのチームで、皮膚腫瘍や外傷などはすべてのチームで診療し
ています。先述したように診療範囲が多岐にわたる形成外科です
が、このようにローテーションすることである程度まとまって同じ
ような症例や術式について学ぶことができるため、私のような不器
用な人間でもとても学びやすい環境だと感じます。上級医の先生方
も多くのことを指導してくださり、何かあった時には全力でサポー
トしてくれますし、同期も資料を共有しあったり、教え合いながら
和気藹々とした雰囲気でとても充実した日々を過ごすことができ
ています。進路に迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一
度足を運んでみてください！

先輩レジデントのコメント

充実した後期研修

岡本 貴恵　2022年度レジデント

　もともと細かな作業が好きで、手術方法やデザインの仕方も多岐
にわたり患者さんの満足度にも直結するような形成外科に魅力を
感じていました。そこで次に迷うのが、どこの医局に入りたいかと
いうことでしたが、当院の決め手の1つが“術後のホワイトボード
でのプレゼンでした。限られた日程での病院見学では、どの大学病
院も雰囲気のよさや症例の豊富さを感じることができましたが、当
院では専門医試験でも役立つような人前でのプレゼン力を養える
と思いました。実際入局後にやってみるとなかなか難しく大変な思
いもしましたが、術前にあらかじめ書いてみると予習になるし、術
後は手術内容の復習になるだけでなくカンファレンスでのフィー
ドバックを受けやすかったです。　
　またチームに分かれて数か月単位でローテートすることで、幅広
く専門性の高い領域の知識を基礎から学べるため、レジデントとし
て恵まれた環境だなと感じています。さらに、手取り足取りではあ
るものの、丁寧なご指導を受けながらの手術執刀や学会発表といっ
た機会も与えていただきました。
　まだまだレジデントとしては始まったばかりで、様々な症例を経
験し知識や技術を吸収している段階ですが、充実した毎日が送れて
います。女性医師も多いのでプライベートなことも相談しやすく、
医局の雰囲気もとてもいいので、少しでも興味があれば気軽に見学
に来ていただければ幸いです。

当科へ入局してみて

李　受娟　2022年度レジデント

　大阪医科大学で取り扱っている形成外科疾患は外傷や皮膚腫瘍
といった一般形成外科の他に小児先天異常、他科の再建、マイクロ
サージャリーと多岐に渡ります。2018年に大阪医科大学形成外科
に入局した最初の1年は毎回見たことのない手術の連続で、知識も
技術も圧倒的に不足しており、形成外科という広大な分野の全容す
ら見えずに途方にくれていた事を思い出します。
　しかし大学病院や関連病院の先生方のご指導の元、手探りで1
年、2年と過ぎるうちに少しずつですが出来る手技が増え、手術中
に見えてくる景色が変わり、点と点であった自分の知識や技術が
一本の線に繋がっていく事を感じ取れるようになってきました。
淡々と進んでいるように見えた手術にはこのような工夫があった
のか、少しの工夫でこんな結果が変わるのかと新たな発見があれ
ばますます形成外科の手術の面白さがわかってくるようになると
思います。
　現在入局後4年が経過しようとしていますが、自分が希望したマ
イクロサージャリー班に1年間所属し、頭頚部再建などかつて自分
には全く手が届かないものだと思っていた手術に携わらせて頂き、
忙しくも充実した毎日を送っております。
　上司の先生方は我々レジデントの日々の努力、成長など必ず見て
下さっています。僕自身まだまだ未熟者ですが、ここは熱意を持っ
て取り組めば必ずステップアップ出来る医局だと実感しています。
将来形成外科でキャリアを積みたい方や興味はあるけど進路に悩
まれている方はぜひ一度大阪医科薬科大学に見学に来て頂ければ
幸いです。

熱意に応えてくれる医局

大橋 剛輝　2018年度レジデント

　「形成外科専門医受験資格」の基準症例を用いて、形成外科疾患の
受け持ちが万遍なく行われているかどうかを基準に行う。また、術
前術後カンファレンスでの発表内容からも合わせて検討する。な
お、形成外科専門医の取得には、形成外科の臨床に基づく論文発表
が義務づけられているので、できるだけ多くの症例を経験して、学
会発表、論文発表に努める必要がある。

研修プログラム

評価方法

•ケロイド・肥厚性瘢痕のエネルギー代謝
•静脈皮弁のdelayに関する研究
•顔面骨骨折の固定における力学的解析
•三次元モデルを用いた頭蓋顔面骨切り術のシミュレーション手術
•三次元画像を用いた乳房形態評価方法に関する研究
•三次元解析ソフトを用いた各種計測
•リンパ浮腫の解析
•眼瞼下垂におけるMuller筋の変性に対する研究
•一眼レフ3Dカメラの臨床応用
•AR技術を活用した手術時情報共有システムの開発

•薬理学教室
　　W9ペプチドと幹細胞を用いた新しい骨再生治療の開発
•生理学教室
　　ノックアウトマウスを用いた発毛の研究および腫瘍免疫の研究
•解剖学教育
　　ケロイド増殖におけるオートファジー効果の研究

本学での共同研究

教室独自の研究

大阪医科薬科大学
形成外科



大学院における研究活動

•東京医科歯科大学歯学部分子発生学教室
　　頭蓋縫合早期癒合症の発生メカニズムおよび治療

後期研修プログラムの特徴
　日常の臨床から得られる、様々な問題点から発展した臨床研究を積極的に企画し、実践する能力を身につけることができる研修システム
を構築しています。具体的には、①学会報告や症例報告、②臨床研究から論文作成、③当科と連携を深めている形成外科疾患研究における基
礎リサーチへの参加、などがレジデント研修期間に可能です。

研修風景 国際学会 in Oxford
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ような症例や術式について学ぶことができるため、私のような不器
用な人間でもとても学びやすい環境だと感じます。上級医の先生方
も多くのことを指導してくださり、何かあった時には全力でサポー
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年、2年と過ぎるうちに少しずつですが出来る手技が増え、手術中
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　「形成外科専門医受験資格」の基準症例を用いて、形成外科疾患の
受け持ちが万遍なく行われているかどうかを基準に行う。また、術
前術後カンファレンスでの発表内容からも合わせて検討する。な
お、形成外科専門医の取得には、形成外科の臨床に基づく論文発表
が義務づけられているので、できるだけ多くの症例を経験して、学
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　上記の目標を達成するために大学病院のリハビリテーション科
で研修を行います。当科では、主に急性期の患者さんの機能、活動、
参加の障害を評価・診断し、必要で適切なリハビリテーション治療
を処方できるようになるための診察法とリハビリテーション治療
の組み立て方を習得してもらいます。また、リハビリテーション科
では嚥下内視鏡・嚥下造影・筋電図検査・心肺運動負荷試験などの専
門的な検査も十分に経験できます。さらに、研修期間と希望に応じ
て、回復期リハビリテーション病院や障害を持つ子どもたちのため
の療育施設など、大学病院外のリハビリテーション科の関連施設で
も研修が可能です。

主な研修内容
①指導医のもとで外来新患患者の診察と障害の評価・診断して、

適切なリハビリテーション治療の処方を行う。
②病棟回診や嚥下回診などのリハビリテーション医療チームの回

診に参加する。
③初診患者検討会に参加して症例のプレゼンテーションを行い、

指導医からのレビューを受ける。
④多職種を含む全体カンファレンスに参加してリハビリテーショ

ン治療計画を説明し、議論する。
⑤リハビリテーション医療に必要な検査（筋電図検査、嚥下内視鏡

検査、嚥下造影検査、心肺運動負荷試験（CPX）など）を経験する。
⑥指導医のもとで義肢・装具を処方し、適合性を判定する。また、

義肢・装具の治療効果を実際に経験する。
⑦痙縮外来に参加してボツリヌス毒素療法などの治療手技を経験

する。

主な到達目標
①運動器疾患、脳血管疾患、神経疾患、呼吸器・循環器疾患などの基

本的な身体診察ができる。
②リハビリテーション医療に必要な運動学的・電気生理学的診断

法、心肺運動負荷試験（CPX）の手技・手法を理解して実施でき
る。また、その結果を基に疾患や障害を診断できる。

③国際生活機能分類にもとづいて「活動」と「障害」を評価できる。
④リハビリテーション科で行う治療手技を理解して実施できる。
⑤リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士）、義肢装具士やその他の職種（介護福祉士や社会福祉士など）
の役割を説明できる。

⑥診断と評価に基づいて各疾患や障害に必要なリハビリテーショ
ン治療を処方することができる。

⑦患者さん、障害を持つ人のADLと生活環境を考慮した退院後の
生活支援のための計画を立案できる。

⑧必要な社会資源の活用法、および福祉サービスとの連携を理解し
て支援を実施できる。
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●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　物理医学（Physical Medicine）を起源とするリハビリテーション医学（Rehabilitation Medicine）は、ヒトの活動と機能・能力そして社会参
加を探求する専門領域です。
　リハビリテーション医学教室では、急性期の「安静」と「運動・活動」のリスクとベネフィットを正しく評価し、多職種が連携して傷害や疾病の発
症早期から「運動・活動」という“Wonder drug（特効薬）”を積極的に投入して、廃用（不必要な運動・活動の低下）・誤用（不適切あるいは誤った運
動・活動）・過用（過度・過重・長時間の運動・活動）による障害の発症を予防したり、治療したりすることにより、治療対象となる方々を可能な限り

「健康」にするという高邁な目標を掲げて、教育と研究にあたっています。そして、臨床を担う診療部門のリハビリテーション科では、通常の身体
診察や血液/画像検査はもちろんのこと、運動学的あるいは電気生理学的検査などを駆使して障害の評価と診断を行い、薬物療法、神経ブロック、
運動療法や物理療法、作業療法、義肢・装具療法、言語聴覚療法などの治療手技・手法を駆使して、患者さんおよび障害を負った方々が、できる限り
住み慣れた地域へ復帰（リハビリテーション：Rehabilitation）して、さまざまな社会活動に参加できるように全力で支援しています。

初期研修プログラムの特徴
　「障害」に対する医療体系（障害学）の実践であるリハビリテーション医学では、高齢の方や障害を持つ方のADLおよびQOLの維持・向上と
社会復帰を目的に、急性期から回復期、生活期、終末期にわたって、地域の医療、保健、福祉、介護サービスとも連携しながら、多くの専門職と
ともに根拠に基づいた包括的なチームアプローチを実践しています。
　当科では、医師として最低限必要なリハビリテーション医学・医療の知識・技能・態度を身につけることを目標に研修を行います。
　当院では初期臨床研修プログラム期間中にリハビリテーション科を選択することが可能です。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部総合医学講座リハビリテーション医学教室　TEL：072-684-6510／e-mail：reh000@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class-site/reh/index.html

多職種連携カンファレンス風景 ボツリヌス毒素療法

氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

冨岡正雄（准教授）
リハビリテーション科専門医、整形外科専門医
救急科専門医

日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会
日本救急医学会

　週間スケジュール
　リハビリテーション科では、入院患者さんを中心に関連診療科との連携を密に取りながら、運動器疾患、
脳血管疾患、神経筋疾患、脊椎脊髄疾患、呼吸器・循環器疾患、脳性麻痺、内科疾患に基づく障害、高次脳機能
障害などの評価・診断と治療を行っています。また、リウマチ性疾患（関節リウマチ、若年性特発性関節炎な
ど）、ポリオ・ポストポリオ症候群や顔面神経麻痺に対するリハビリテーション診療専門外来、脳血管疾患
後遺症や脳性麻痺、脊椎脊髄疾患などを原因とする痙縮に対する治療外来（薬物療法・ボツリヌス毒素療
法・バクロフェン持続髄注療法・装具療法など）、ブレイス（義肢・装具）クリニックも開設しています。
　リハビリテーション科では、院内の多くの診療科と連携しながら、患者さんや障害を持った方が身体的、
精神的、社会的に、できる限り元の生活と有用性を取り戻すことができるように、リハビリテーション科専
門医、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、義肢装具士、医療ソーシャルワーカーなどが、患者さん
や障害を持った方、ご家族を中心に据えた“ひとつのチーム（One team）”をつくり、診断と評価、治療、生
活再建と社会復帰への支援を行っています。
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■専門分野
運動器のリハビリテーション医学・医療（関節リウマチ、脊髄損傷など）、義肢・装具療法、運動機能障害に対
する薬物療法（含む、ボツリヌス毒素療法、バクロフェン持続髄注療法など）

■職歴
　昭和61年　神戸大学医学部卒業
　平成 元年　カナダ クイーンズ大学留学
　平成04年　神戸大学大学院医学研究科修了
　平成05年　神戸大学医学部附属病院理学療法部 助手
　平成08年　神戸大学医学部保健学科 助教授
　平成18年　兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 副院長
　平成20年　大阪医科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室 教授
　令和03年　大阪医科薬科大学 医学部 総合医学講座 リハビリテーション医学教室 教授
　　　　　　 （合併に伴い大学名変更）
■主な学会／専門医資格

日本リハビリテーション医学会（リハビリテーション科専門医・指導責任者）、日本整形外科学会（整形外科
専門医、指導医）、日本リウマチ学会（リウマチ専門医、指導医）、日本義肢装具学会、日本リウマチリハビリテ
ーション研究会

■研究課題
リウマチ性疾患に対するリハビリテーション医療のエビデンスの構築、再生医療における運動療法の有用
性に関する研究、痙縮に対するリハビリテーション医療の有用性に関する研究、リハビリテーション医学・
医療の課題解決に向けてのICT・デジタル技術の利用に関する研究（リハビリテーション医学・医療のデジタ
ルトランスフォーメーション：DX）

　本院の卒後研修プログラムに基づき、研修医評価表、指導医評価
表を用いてリハビリテーション科スタッフが総合的な評価を行い
ます。なお、公益社団法人日本リハビリテーション医学会のリハビ
リテーション科専門研修プログラムに準じて、できるだけ多くの領
域の症例を研修中に経験できるように配慮しています。

評価方法
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ァレンス、外来診察、脳神経
外科・脳血管内治療科病棟カ
ンファレンスおよび回診

臨床検査*
症例検討会・抄読会・研究発
表会

初診患者検討会、外来診察、
痙縮外来

臨床検査*

初診患者検討会、全体カンフ
ァレンス、外来診察、ブレイ
ス（義肢・装具）クリニック

臨床検査*
嚥下障害回診（全病棟）
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ブレイス（義肢・装具）クリ
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臨床検査*

外来診察、痙縮外来

月

曜日 午　前 午　後

火

水

木

金

土

嚥下造影検査

他 非常勤医師3名、非常勤講師3名

土井あかね（助 教）

仲野春樹（講 師）
リハビリテーション科専門医、整形外科専門医
リウマチ専門医

リハビリテーション科専門医

日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会
日本リウマチ学会

日本リハビリテーション医学会、日本リウマチ学会
日本神経学会

佐浦 隆一（さうら りゅういち）教授（科長）

研修内容と到達目標

＊臨床検査（嚥下内視鏡検査、筋電図検査、超音波画像検査、心肺運動負荷試験検査
　（CPX）など）
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法、心肺運動負荷試験（CPX）の手技・手法を理解して実施でき
る。また、その結果を基に疾患や障害を診断できる。

③国際生活機能分類にもとづいて「活動」と「障害」を評価できる。
④リハビリテーション科で行う治療手技を理解して実施できる。
⑤リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士）、義肢装具士やその他の職種（介護福祉士や社会福祉士など）
の役割を説明できる。

⑥診断と評価に基づいて各疾患や障害に必要なリハビリテーショ
ン治療を処方することができる。

⑦患者さん、障害を持つ人のADLと生活環境を考慮した退院後の
生活支援のための計画を立案できる。

⑧必要な社会資源の活用法、および福祉サービスとの連携を理解し
て支援を実施できる。
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診察や血液/画像検査はもちろんのこと、運動学的あるいは電気生理学的検査などを駆使して障害の評価と診断を行い、薬物療法、神経ブロック、
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住み慣れた地域へ復帰（リハビリテーション：Rehabilitation）して、さまざまな社会活動に参加できるように全力で支援しています。

初期研修プログラムの特徴
　「障害」に対する医療体系（障害学）の実践であるリハビリテーション医学では、高齢の方や障害を持つ方のADLおよびQOLの維持・向上と
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　当科では、医師として最低限必要なリハビリテーション医学・医療の知識・技能・態度を身につけることを目標に研修を行います。
　当院では初期臨床研修プログラム期間中にリハビリテーション科を選択することが可能です。
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　リハビリテーション科では、院内の多くの診療科と連携しながら、患者さんや障害を持った方が身体的、
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■職歴
　昭和61年　神戸大学医学部卒業
　平成 元年　カナダ クイーンズ大学留学
　平成04年　神戸大学大学院医学研究科修了
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専門医、指導医）、日本リウマチ学会（リウマチ専門医、指導医）、日本義肢装具学会、日本リウマチリハビリテ
ーション研究会

■研究課題
リウマチ性疾患に対するリハビリテーション医療のエビデンスの構築、再生医療における運動療法の有用
性に関する研究、痙縮に対するリハビリテーション医療の有用性に関する研究、リハビリテーション医学・
医療の課題解決に向けてのICT・デジタル技術の利用に関する研究（リハビリテーション医学・医療のデジタ
ルトランスフォーメーション：DX）

　本院の卒後研修プログラムに基づき、研修医評価表、指導医評価
表を用いてリハビリテーション科スタッフが総合的な評価を行い
ます。なお、公益社団法人日本リハビリテーション医学会のリハビ
リテーション科専門研修プログラムに準じて、できるだけ多くの領
域の症例を研修中に経験できるように配慮しています。

評価方法

初診患者検討会、全体カンフ
ァレンス、外来診察、脳神経
外科・脳血管内治療科病棟カ
ンファレンスおよび回診

臨床検査*
症例検討会・抄読会・研究発
表会

初診患者検討会、外来診察、
痙縮外来

臨床検査*

初診患者検討会、全体カンフ
ァレンス、外来診察、ブレイ
ス（義肢・装具）クリニック

臨床検査*
嚥下障害回診（全病棟）

初診患者検討会、外来診察 臨床検査*

初診患者検討会、外来診察、
ブレイス（義肢・装具）クリ
ニック、嚥下造影検査

臨床検査*

外来診察、痙縮外来

月

曜日 午　前 午　後

火

水

木

金

土

嚥下造影検査

他 非常勤医師3名、非常勤講師3名

土井あかね（助 教）

仲野春樹（講 師）
リハビリテーション科専門医、整形外科専門医
リウマチ専門医

リハビリテーション科専門医

日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会
日本リウマチ学会

日本リハビリテーション医学会、日本リウマチ学会
日本神経学会

佐浦 隆一（さうら りゅういち）教授（科長）

研修内容と到達目標

＊臨床検査（嚥下内視鏡検査、筋電図検査、超音波画像検査、心肺運動負荷試験検査
　（CPX）など）



リハビリテーション科24

嚥下内視鏡検査（VE）

嚥下造影検査

電気生理検査（神経伝導検査）

心肺運動負荷試験（CPX）

　「誰のために何をやっているんだろう…」「医療として正
しいけど、本当にこの人のためになっているのかな…」「こ
の処置を継続することで誰が幸せになるんだろう…」「本当
に自分は正しいことをやっているんだろうか…」という、も
やもやした気持ち、ありませんか？
　私は急性期病院で総合内科の研修を受けている中で常に

抱えていました。その「もやもやした気持ち」に対する一つの回答が「リハビリテーシ
ョン医学」と思います。診療科を超え、療法士や管理栄養士、看護師など他の専門職と
の連携により、「目の前の患者さんの幸せになるような、家庭、社会での活動を考え、み
んなで協力していく」という目標を立て医療を行いますので、冒頭の「もやもやした気
持ち」を抱えることがないと思います。
　さらに、大阪医科薬科大学病院での研修では嚥下機能検査、心肺機能負荷試験やボ
ツリヌス毒素療法、装具療法などリハビリテーション医療を行っていく上で必要な知
識のみならず、診療科を横断した幅広い症例を経験できます。総合的に患者さんと接
していくことに興味のある先生をお待ちしています。

大学院・医学研究科（医科学専攻修士課程・医学専攻博士課程）における研究活動

a関節リウマチのリハビリテーション医学・医療／佐浦 隆一、仲野 春樹
　関節リウマチの薬物治療の進歩に伴い、リハビリテーション治療も変化し
ています。そのため、新しい関節リウマチの薬物治療に即した有用なリハビリ
テーション技法を開発しています。
b顔面神経麻痺のリハビリテーション治療／仲野 春樹
　顔面神経麻痺のリハビリテーション治療について、電気生理学的検査など
客観的指標に基づいた評価と予後予測の研究を行っています。また、令和2年
度からは科学研究費を取得し、後遺症と関連する顔面神経の興奮性について
の電気生理学的研究にも取り組んでいます。
c末梢神経に関する電気生理学的研究／仲野 春樹
　絞扼性末梢神経障害に対して神経伝導検査や筋電図検査を行い、定量的評
価と予後予測に基づいたリハビリテーション治療法や超音波ガイドを用いた
簡便かつ確実な電気生理検査法を研究しています。
d災害時におけるリハビリテーション医療の効果的介入の検討
　／冨岡 正雄、佐浦 隆一、森川 明
　平時からの災害時リハビリテーション医療に関する教育・研修手法の準備
と実践、リハビリテーション支援活動における評価や介入方法の標準化、災害
時に早期に支援活動(含む、支援対策本部の迅速な立ち上げと円滑な運営)を開
始して効率よく実施するためのマニュアル整備などを行っています。
eレジスタンストレーニングが高齢者の体組成・身体機能・栄養状態に与える
影響／吉澤 賢志、佐浦 隆一、村川 佳太、本郷 裕士
　加齢とともに身体機能・栄養状態が低下します。高齢者施設に入所中の高齢
者がレジスタンストレーニングを実践することで体組成（骨格筋量、体脂肪量
など）・身体機能（筋力、歩行速度など）・栄養状態などが維持・改善できるかど
うか？を研究をしています。
f活動の変化や良し悪しを個人の特性や疾患に配慮して医療や健康増進に活
用する研究／土井 博文、大谷 巧、佐浦 隆一
　スマートウォッチや活動量計に内蔵されたセンサで捉えられた体の動きを
表す信号を用いて、個人の特性に配慮して動作の良し悪しを判定し、より詳細
に医療・健康・スポーツに活用するための基礎的技術を研究しています。
g在宅療養患者の活動性の向上に資するリハビリテーションマネジメントおよ
びケアマネジメント手法の検討／土井 博文、渡辺 智子、西岡 大輔、佐浦 隆一
　フレイルや病後患者が日々の在宅生活で主体的に活動できるように、リハ
ビリテーション医療の視点や技法を用いた評価方法や目標設定、リハビリテ
ーションマネジメントおよびケアマネジメント手法などの支援方法に関する
研究をしています。
hリハビリテーション治療の評価と経過管理における関数データ解析の活用
　／土井 博文、伊藤 ゆり、西岡 大輔、松井 秀俊、佐浦 隆一
　健康増進やスポーツ領域における活動指標、リハビリテーション治療の評
価や経過管理の指標といったビッグデータの関数データ解析を活用した統計
解析手法を研究をしています。
i生活期の装具フォローアップ介入による有効性の評価
　／大谷｠巧、佐浦 隆一
　生活期での脳卒中患者の装具フォローアップに関する環境整備は不十分で
あり、さまざまな問題が生じているので、この問題の解決に資するためにICT
を活用した装具フォローアップ支援ツールの開発を目指しています。
j高齢造血器腫瘍患者の骨格筋量が治療後の身体機能に与える影響について
の研究／中西 俊祐、佐浦 隆一
　高齢造血器腫瘍患者のサルコペニア（骨格筋量減少）は生存期間に影響を与
えると報告されていますが、生存期間のみでなく、身体機能を主要評価項目と
した研究も必要です。その臨床疑問（クリニカルクエスチョン）を解決するた
めに、骨格筋量が治療後の高齢造血器腫瘍患者の身体機能に与える影響を研
究をしています。

後期研修プログラムの特徴
　質の高いリハビリテーション医療を提供することができるように、公益社団法
人日本リハビリテーション医学会が整備して一般社団法人日本専門医機構が認定
したリハビリテーション科専門研修プログラムに準じて、専門的な知識、技能、態
度および理念（rehabilitation mind）を習得します。これは、公益社団法人日本リ
ハビリテーション医学会が実施する「リハビリテーション科専門医」試験の受験資
格を取得するための重要な課程です。そのため、当科は関連各科から診療依頼を幅
広く受け入れ、年間4500件余りの新患および再診症例を扱っていますので、「日
本専門医機構 基本領域専門研修プログラム〈リハビリテーション科〉」で定められ
た研修項目の全てを過不足なく経験することができます。

装具作製

　脳血管疾患、運動器疾患、神経筋疾患、脊椎脊髄疾患、悪性腫瘍（がん）、呼吸器・循環
器疾患、内科疾患、小児疾患、脳外傷、脊髄損傷、四肢切断などの各種疾病や外傷のほ
か、加齢や廃用（不必要な運動・活動の低下）・誤用（不適切あるいは誤った運動・活
動）・過用（過度・過重・長時間の運動・活動）に起因するさまざまな「障害」の評価、診
断、検査、帰結〔機能予後〕予測、目標設定、計画策定、リハビリテーション治療や義肢・
装具療法の指示・処方、リスク管理、チームマネジメントなどを習得する。
　具体的には、運動障害（麻痺、失調、筋力低下、拘縮、四肢切断など）、感覚障害（疼痛
を含む）、構音・嚥下障害、高次脳機能障害（失語、失行、失認など）、呼吸障害、精神心理
的障害（認知症を含む）などの各種障害に対するリハビリテーション医療（理学療法、
作業療法、物理療法、言語聴覚療法、摂食機能療法、義肢・装具療法など）をリハビリテ
ーション専門職や看護職とともに包括的なチームアプローチをもって実践すること
により、リハビリテーション診療に関する専門的な知識、技能、態度および理念を習
得する。さらに、医療だけではなく、地域の保健、介護、福祉サービスと連携する「地域
リハビリテーション」の実際を経験する。
　大学病院だけでは経験できない回復期～生活期～終末期のリハビリテーション医
療や障害を持つ子どもたちの療育は地域の専門病院や施設で研修を受ける。

研修内容と到達目標

❶嚥下内視鏡検査（VE）：担当 冨岡・土井　　検査数：10～12件/月
　摂食・嚥下機能はさまざまな原因で低下します。特に高齢の方の場合、少し絶飲食に
しただけで、容易に誤嚥性肺炎につながる摂食・嚥下機能障害が発生します。 
　当科では、2019年10月からベッドサイドでの嚥下内視鏡検査を実施しています。
直径3mmほどの経鼻内視鏡を用いて、摂食・嚥下機能障害の疑いがある患者さんの機
能と誤嚥リスクの評価を行っています。その評価を元に、食
形態の変更や摂食時の姿勢の指導、病棟看護師や言語聴覚
士による摂食機能療法を処方します。できるだけ早期から
訓練を開始するためにVEを毎日実施できる体制を整えて
います。
　研修の到達目標は、指導医の下でVEを実施し、摂食・嚥下
機能と誤嚥リスクを評価して、適切な食事形態や摂食時の
姿勢の指導、病棟看護師や言語聴覚士に適切な摂食機能療
法を指示できるようになることです。

後期研修期間中に習得可能な臨床検査手技

リハビリテーション科専門医（日本専門医機構）、認定臨床医（日本リハビリテーショ
ン医学会）

取得できる認定医・専門医

日本リハビリテーション医学会／日本整形外科学会／日本リウマチ学会／日本神経
学会／日本臨床神経生理学会／日本摂食嚥下リハビリテーション学会／日本義肢装
具学会／日本脳卒中学会／日本心臓リハビリテーション学会／日本災害医学会 ほか

参加学会等

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院／愛仁会リハビリテーション病院／尼崎だ
いもつ病院／適寿リハビリテーション病院／西宮協立リハビリテーション病院／大
阪急性期・総合医療センター／神戸福祉医療センターにこにこハウス／葛城病院／
琵琶湖中央病院／京都大原記念病院など

主なる関連病院

　リハビリテーション科での臨床研修あるいは業務で、自らが疑問に感じた
ことを研究課題とし、先端的かつ独創的な発想に基づいた研究計画を立案し
ます。そして自らが立案した研究計画に沿って臨床研究あるいは実験研究を
遂行し、必要とするデータ集積を行い、得られた結果を解析することにより、
リハビリテーション医学・医療の発展に寄与する論文を作成します。また、週
一回、夜に開催されるオンライン（ウェブ）ミーティング（リサーチカンファレ
ンス）では、最新の文献の抄読会や研究の進捗状況の発表、研究計画や作成し
ている論文のチェックとアドバイスが行われます。
　以上を大学院・医学研究科在籍中に実践することにより、医科学専攻修士課
程あるいは医学専攻博士課程修了後はリハビリテーション医学・医療に関連
する専門職あるいはリハビリテーション科医師として、専門性の高い知識・技
能・態度を習得することができます。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要ならびに展望

大学院生（修了者も含む）のコメント

＜３年目～５年目における研修方法＞
　「日本専門医機構 基本領域専門研修プログラム〈リハビリテーション科〉」に沿っ
て研修を実施します。

研修プログラム

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院*、愛
仁会リハビリテーション病院*、高槻病院*、尼
崎だいもつ病院*、適寿リハビリテーション病
院*、辻外科リハビリテーション病院*、大阪急
性期・総合医療センター*、神戸福祉医療セン
ターにこにこハウス、京都大原記念病院*

プログラムに参加する医療機関等

（*：日本リハビリテーション医学会認定研修施設）

先輩レジデントのコメント

長尾 陽子 

　私は防衛医科大学校を平成26年に卒業し、自衛隊医官と
して勤務しながら、令和3年春にリハビリテーション科専門
医になりました。自衛隊医官は全国異動があるため、後期研
修を複数の研修施設で行い、その一つが大阪医科薬科大学病
院（以下、当院）です。
　当院リハビリテーション科では、主に急性期リハビリテー
ション医療を学びました。症例は脳血管疾患、運動器疾患を

中心に多岐にわたり、専門医試験を受験するために充分な症例を経験することができま
した。また、脳性麻痺やポリオ後遺症・ポストポリオ症候群、脳血管障害後遺症などの患
者さんの生活期の状態を外来で学び、ボツリヌス毒素療法の手技や、装具の処方と適合
判定の知識、技術を会得できました。リハビリテーション科医には必須の手技・検査法で
ある嚥下造影、嚥下内視鏡、電気生理検査、心肺運動負荷試験なども豊富に経験できま
す。約1年間の研修期間中に担当していた患者さんの治療経過を第54回日本リハビリ
テーション医学会学術集会（岡山）で発表できて非常に充実した、また、満足できる研修
期間でした。私は、研修の途中で出産し育休を挟みましたが、当院リハビリテーション科
には変則的な研修プログラムや妊娠・出産・育児といった女性のライフイベントにも柔
軟に対応して貰えました。もとより、リハビリテーション科は性別や年齢を問わず、医師
として、家庭人として、自分のライフプランに合わせて働くことができる診療科だと思
いますが、特に当院リハビリテーション科は教員の先生方・先輩方の丁寧な指導もあっ
てそのような環境が整っていると感じています。
　現在の職場では主に内科診療を行っていますが、生活習慣病などで受診される患者さ
んから、脳血管障害後遺症の麻痺や装具の状態などに関して相談を受けることもあり、
リハビリテーション科医のニーズを感じています。
　これからも当院での研修も継続し、リハビリテーション科医としてスキルアップして
いきたいと思います。

❷嚥下造影検査（VF）：担当 仲野　　検査数：3～4件/月
　嚥下機能障害のある患者さんに造影剤を混ぜた水や食材
を飲み込んでもらい、X線透視下に嚥下機能を観察・評価す
る検査法です。
　研修の到達目標は、指導医の下、検査結果から年齢や生活
習慣といった患者さんの背景を踏まえた障害の診断や適切
な食事形態、摂食時の姿勢、必要なリハビリテーション治療
法を考える習慣を会得することです。
❸電気生理検査：担当 仲野　　検査数：8～10件/月
　臨床所見だけでは確定診断できない末梢神経障害の患者
さんに神経伝導検査と針筋電図検査を実施して、電気生理
学的に診断します。
　研修の到達目標は、検査結果を解釈して、神経障害の病態
生理を推論できるようになること、他診療科からの依頼頻
度が多い正中神経（手根管症候群）の神経伝導検査と針筋電
図検査を単独で実施できるようになることです。
❹心肺運動負荷試験（CPX）：担当 土井　　検査数：10～
15件/月
　心大血管疾患リハビリテーションでは、心不全や心臓血
管外科手術後の患者さんに、発症あるいは術後早期から離
床を促進し、運動により体力改善を図りますが、訓練時の安
全かつ適切な運動負荷量を決めるために、エルゴメーター
で運動負荷をかけながら、運動中の呼気ガス成分の濃度変
化を分析する心肺運動負荷試験（CPX）を実施します。
　研修の到達目標は、呼気ガス中の二酸化炭素濃度の変化
から、適切な運動負荷量の目安となる有酸素運動から無酸
素運動に切り替わる点（嫌気性代謝閾値、AT）を検出できる
ようになることです。

防衛医科大学校平成26年卒業：リハビリテーション科専門医

大学院（医科学専攻修士課程・博士課程）
大谷　巧
義肢装具士：医科学専攻修士課程：令和3年度入学
　私は、義肢装具士免許を取得してからちょうど10年目に大学院への進学を決意しま
した。これまでは、病院での装具の選定・モデル採型・装具の適合業務から作業場での装
具製作まで、義肢装具士としての職能の習得に努力してきました。そして、次第に自分の
手で形づくる装具が利用者さんに適切に寄り添うものであって欲しいと思う一方で、十
分なフォローアップができないことに疑問を抱くようになり、私自身の考えに閉塞感を
感じるようになったので、広い見識による解決策を求めて大学院に入学しました。想像
以上に広い視野を持つ教員方とそのネットワークによって、信頼できる／される研究の
遂行に導いていただいております。入学後は自身の研究の広がりを喜びつつ、利用者さ
んに安心を提供できるフォローアップ環境の確立に向けた検討を進めています。

中西 俊祐
理学療法士：医科学専攻修士課程：令和3年度入学
　近年、治療の進歩によりがん患者さんの生命予後は改善していますが、一方で要介護
状態や復職困難となるがん患者さんも増加して、リハビリテーション医療への期待やそ
の需要が高くなっています。しかし、がんのリハビリテーション治療のエビデンスはま
だまだ確立されているとはいえません。そこで、私は、がんの化学療法後の身体機能予後
を明らかにすることを目的に研究を開始しました。現在は、臨床での疑問（クリニカルク
エスチョン）を実現可能な研究課題（リサーチクエスチョン）にすることで苦労していま
すが、これは研究の醍醐味でもあります。各分野で精通された先生方と協議し、実現可能
なリサーチクエスチョンに落とし込んでいくことは大学院でしか経験できないことだ
と考えています。本学の大学院は夜間に講義を実施しており、社会人でも通学可能な環
境が整っています。さらに、定期的なリサーチカンファレンスによって研究に関する相
談がしやすい環境となっています。

土井 博文
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了、博士課程；令和4年度入学
　普段懇意にしている医師の方々の薦めで社会人大学院（修士課程）の門をたたくこと
になりました。日々、専門職の経験を重ねたからこその面白さがあり、幅広い診療科の基
礎から最先端まで濃縮された講義は、学生の時よりも充実した時間でした。また、講義や
研究指導だけでなく、他の研究者の研究に触れる機会を頂き、解決に向けた発見やヒン
トも得られました。
　外来や在宅領域のリハビリテーション診療、ケアマネジメントの経験から、高齢の
方 ・々障害を持つ方々の在宅領域での活動性の向上と自己実現、活動性の低下や疾病発
症の早期発見と対応、スポーツなどの健康活動に伴う外傷などを研究対象にしていま
す。修士研究では、センサを使った普段の日常活動の良し悪しの気づきを得る基礎的研
究を行いましたが、他にも取り組みたい課題は増えていきました。これは普段の経験が
あるからこその気づきであったように思います。引き続き博士課程で勤労社会人と大学
院学生の二足の草鞋という充実した生活が継続できることが楽しみです。

本郷 裕士
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　私は近隣の急性期病院で理学療法士として勤務しておりました。これまでは、臨床で
の疑問（クリニカルクエスチョン）に対して科学的に検証しようと臨床研究を行っても、
研究手法に関する十分な知識がなく、不完全燃焼に終わっていました。大学院に進学後
は、毎週のリサーチカンファレンスで多くのアドバイスをいただき、リサーチクエスチ
ョンのたて方、結果に関する考察や論文の書き方など多くのことを学びました。また、大
学院のカリキュラムでは統計解析に関する講義も充実しており、自分の研究に適した解
析法をじっくり考えることもでき、納得のいく論文を書くことができました。大阪医科
薬科大学大学院・医学研究科は、現職のまま臨床研究のノウハウを学べるので、臨床に従
事するリハビリテーション専門職にとって、とても魅力的だと思います。

村川 佳太
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　私は総合病院勤務中に理学療法士として臨床業務で様々な疑問を持つことがあり、そ
の臨床の疑問を解決する力をつけたいと思い、大阪医科薬科大学大学院・医学研究科へ
入学いたしました。
　修士課程在籍中の学会発表や修士論文作成の際には、リサーチカンファレンスで多く
の人と議論をして、指導教員には細部にわたって指導をいただけましたので、有意義な
時間となり、学会発表後や修士論文提出後に、大きな達成感を得ることができました。私
は働きながら、育児中で、時間の確保に苦労したこともありました。しかし、リサーチカ
ンファレンスなどの討議や指導を受ける場が多く設けられているので、自分のペースで
研究を進められる環境であると思います。

森川　明
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　2005年から病院に勤務しながら、災害時に支援活動を行うなど、災害時のリハビリ
テーション医療に関わるようになりました。しかし、災害時のリハビリテーション医療
について、体系だって研究を行う機会がありませんでした。そこで、専門的に研究したい
と思い大学院に入学しました。日々の臨床の傍ら、自らの経験や業績を発表することは
ありましたが、計画的な研究の準備や具体的な研究方法を考案する経験がなく、文章化
ができずに苦労しました。しかし、最初はぼんやりとしていた構想が次第にはっきりと
形になっていくことはやりがいにつながり、研究を仕事と両立させながら前向きに取り
組むことができました。大阪医科薬科大学だから実現した専門家たちとの対話の中で自
らの構想にアドバイスや承認を得ることは自信につながり、これまでとは比べ物になら
ないほど活動の幅の広がりを感じています。

金沢大学平成30年卒業、令和3年度レジデント：
現 尼崎だいもつ病院リハビリテーション科
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嚥下内視鏡検査（VE）

嚥下造影検査

電気生理検査（神経伝導検査）

心肺運動負荷試験（CPX）

　「誰のために何をやっているんだろう…」「医療として正
しいけど、本当にこの人のためになっているのかな…」「こ
の処置を継続することで誰が幸せになるんだろう…」「本当
に自分は正しいことをやっているんだろうか…」という、も
やもやした気持ち、ありませんか？
　私は急性期病院で総合内科の研修を受けている中で常に

抱えていました。その「もやもやした気持ち」に対する一つの回答が「リハビリテーシ
ョン医学」と思います。診療科を超え、療法士や管理栄養士、看護師など他の専門職と
の連携により、「目の前の患者さんの幸せになるような、家庭、社会での活動を考え、み
んなで協力していく」という目標を立て医療を行いますので、冒頭の「もやもやした気
持ち」を抱えることがないと思います。
　さらに、大阪医科薬科大学病院での研修では嚥下機能検査、心肺機能負荷試験やボ
ツリヌス毒素療法、装具療法などリハビリテーション医療を行っていく上で必要な知
識のみならず、診療科を横断した幅広い症例を経験できます。総合的に患者さんと接
していくことに興味のある先生をお待ちしています。

大学院・医学研究科（医科学専攻修士課程・医学専攻博士課程）における研究活動

a関節リウマチのリハビリテーション医学・医療／佐浦 隆一、仲野 春樹
　関節リウマチの薬物治療の進歩に伴い、リハビリテーション治療も変化し
ています。そのため、新しい関節リウマチの薬物治療に即した有用なリハビリ
テーション技法を開発しています。
b顔面神経麻痺のリハビリテーション治療／仲野 春樹
　顔面神経麻痺のリハビリテーション治療について、電気生理学的検査など
客観的指標に基づいた評価と予後予測の研究を行っています。また、令和2年
度からは科学研究費を取得し、後遺症と関連する顔面神経の興奮性について
の電気生理学的研究にも取り組んでいます。
c末梢神経に関する電気生理学的研究／仲野 春樹
　絞扼性末梢神経障害に対して神経伝導検査や筋電図検査を行い、定量的評
価と予後予測に基づいたリハビリテーション治療法や超音波ガイドを用いた
簡便かつ確実な電気生理検査法を研究しています。
d災害時におけるリハビリテーション医療の効果的介入の検討
　／冨岡 正雄、佐浦 隆一、森川 明
　平時からの災害時リハビリテーション医療に関する教育・研修手法の準備
と実践、リハビリテーション支援活動における評価や介入方法の標準化、災害
時に早期に支援活動(含む、支援対策本部の迅速な立ち上げと円滑な運営)を開
始して効率よく実施するためのマニュアル整備などを行っています。
eレジスタンストレーニングが高齢者の体組成・身体機能・栄養状態に与える
影響／吉澤 賢志、佐浦 隆一、村川 佳太、本郷 裕士
　加齢とともに身体機能・栄養状態が低下します。高齢者施設に入所中の高齢
者がレジスタンストレーニングを実践することで体組成（骨格筋量、体脂肪量
など）・身体機能（筋力、歩行速度など）・栄養状態などが維持・改善できるかど
うか？を研究をしています。
f活動の変化や良し悪しを個人の特性や疾患に配慮して医療や健康増進に活
用する研究／土井 博文、大谷 巧、佐浦 隆一
　スマートウォッチや活動量計に内蔵されたセンサで捉えられた体の動きを
表す信号を用いて、個人の特性に配慮して動作の良し悪しを判定し、より詳細
に医療・健康・スポーツに活用するための基礎的技術を研究しています。
g在宅療養患者の活動性の向上に資するリハビリテーションマネジメントおよ
びケアマネジメント手法の検討／土井 博文、渡辺 智子、西岡 大輔、佐浦 隆一
　フレイルや病後患者が日々の在宅生活で主体的に活動できるように、リハ
ビリテーション医療の視点や技法を用いた評価方法や目標設定、リハビリテ
ーションマネジメントおよびケアマネジメント手法などの支援方法に関する
研究をしています。
hリハビリテーション治療の評価と経過管理における関数データ解析の活用
　／土井 博文、伊藤 ゆり、西岡 大輔、松井 秀俊、佐浦 隆一
　健康増進やスポーツ領域における活動指標、リハビリテーション治療の評
価や経過管理の指標といったビッグデータの関数データ解析を活用した統計
解析手法を研究をしています。
i生活期の装具フォローアップ介入による有効性の評価
　／大谷｠巧、佐浦 隆一
　生活期での脳卒中患者の装具フォローアップに関する環境整備は不十分で
あり、さまざまな問題が生じているので、この問題の解決に資するためにICT
を活用した装具フォローアップ支援ツールの開発を目指しています。
j高齢造血器腫瘍患者の骨格筋量が治療後の身体機能に与える影響について
の研究／中西 俊祐、佐浦 隆一
　高齢造血器腫瘍患者のサルコペニア（骨格筋量減少）は生存期間に影響を与
えると報告されていますが、生存期間のみでなく、身体機能を主要評価項目と
した研究も必要です。その臨床疑問（クリニカルクエスチョン）を解決するた
めに、骨格筋量が治療後の高齢造血器腫瘍患者の身体機能に与える影響を研
究をしています。

後期研修プログラムの特徴
　質の高いリハビリテーション医療を提供することができるように、公益社団法
人日本リハビリテーション医学会が整備して一般社団法人日本専門医機構が認定
したリハビリテーション科専門研修プログラムに準じて、専門的な知識、技能、態
度および理念（rehabilitation mind）を習得します。これは、公益社団法人日本リ
ハビリテーション医学会が実施する「リハビリテーション科専門医」試験の受験資
格を取得するための重要な課程です。そのため、当科は関連各科から診療依頼を幅
広く受け入れ、年間4500件余りの新患および再診症例を扱っていますので、「日
本専門医機構 基本領域専門研修プログラム〈リハビリテーション科〉」で定められ
た研修項目の全てを過不足なく経験することができます。

装具作製

　脳血管疾患、運動器疾患、神経筋疾患、脊椎脊髄疾患、悪性腫瘍（がん）、呼吸器・循環
器疾患、内科疾患、小児疾患、脳外傷、脊髄損傷、四肢切断などの各種疾病や外傷のほ
か、加齢や廃用（不必要な運動・活動の低下）・誤用（不適切あるいは誤った運動・活
動）・過用（過度・過重・長時間の運動・活動）に起因するさまざまな「障害」の評価、診
断、検査、帰結〔機能予後〕予測、目標設定、計画策定、リハビリテーション治療や義肢・
装具療法の指示・処方、リスク管理、チームマネジメントなどを習得する。
　具体的には、運動障害（麻痺、失調、筋力低下、拘縮、四肢切断など）、感覚障害（疼痛
を含む）、構音・嚥下障害、高次脳機能障害（失語、失行、失認など）、呼吸障害、精神心理
的障害（認知症を含む）などの各種障害に対するリハビリテーション医療（理学療法、
作業療法、物理療法、言語聴覚療法、摂食機能療法、義肢・装具療法など）をリハビリテ
ーション専門職や看護職とともに包括的なチームアプローチをもって実践すること
により、リハビリテーション診療に関する専門的な知識、技能、態度および理念を習
得する。さらに、医療だけではなく、地域の保健、介護、福祉サービスと連携する「地域
リハビリテーション」の実際を経験する。
　大学病院だけでは経験できない回復期～生活期～終末期のリハビリテーション医
療や障害を持つ子どもたちの療育は地域の専門病院や施設で研修を受ける。

研修内容と到達目標

❶嚥下内視鏡検査（VE）：担当 冨岡・土井　　検査数：10～12件/月
　摂食・嚥下機能はさまざまな原因で低下します。特に高齢の方の場合、少し絶飲食に
しただけで、容易に誤嚥性肺炎につながる摂食・嚥下機能障害が発生します。 
　当科では、2019年10月からベッドサイドでの嚥下内視鏡検査を実施しています。
直径3mmほどの経鼻内視鏡を用いて、摂食・嚥下機能障害の疑いがある患者さんの機
能と誤嚥リスクの評価を行っています。その評価を元に、食
形態の変更や摂食時の姿勢の指導、病棟看護師や言語聴覚
士による摂食機能療法を処方します。できるだけ早期から
訓練を開始するためにVEを毎日実施できる体制を整えて
います。
　研修の到達目標は、指導医の下でVEを実施し、摂食・嚥下
機能と誤嚥リスクを評価して、適切な食事形態や摂食時の
姿勢の指導、病棟看護師や言語聴覚士に適切な摂食機能療
法を指示できるようになることです。

後期研修期間中に習得可能な臨床検査手技

リハビリテーション科専門医（日本専門医機構）、認定臨床医（日本リハビリテーショ
ン医学会）

取得できる認定医・専門医

日本リハビリテーション医学会／日本整形外科学会／日本リウマチ学会／日本神経
学会／日本臨床神経生理学会／日本摂食嚥下リハビリテーション学会／日本義肢装
具学会／日本脳卒中学会／日本心臓リハビリテーション学会／日本災害医学会 ほか

参加学会等

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院／愛仁会リハビリテーション病院／尼崎だ
いもつ病院／適寿リハビリテーション病院／西宮協立リハビリテーション病院／大
阪急性期・総合医療センター／神戸福祉医療センターにこにこハウス／葛城病院／
琵琶湖中央病院／京都大原記念病院など

主なる関連病院

　リハビリテーション科での臨床研修あるいは業務で、自らが疑問に感じた
ことを研究課題とし、先端的かつ独創的な発想に基づいた研究計画を立案し
ます。そして自らが立案した研究計画に沿って臨床研究あるいは実験研究を
遂行し、必要とするデータ集積を行い、得られた結果を解析することにより、
リハビリテーション医学・医療の発展に寄与する論文を作成します。また、週
一回、夜に開催されるオンライン（ウェブ）ミーティング（リサーチカンファレ
ンス）では、最新の文献の抄読会や研究の進捗状況の発表、研究計画や作成し
ている論文のチェックとアドバイスが行われます。
　以上を大学院・医学研究科在籍中に実践することにより、医科学専攻修士課
程あるいは医学専攻博士課程修了後はリハビリテーション医学・医療に関連
する専門職あるいはリハビリテーション科医師として、専門性の高い知識・技
能・態度を習得することができます。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要ならびに展望

大学院生（修了者も含む）のコメント

＜３年目～５年目における研修方法＞
　「日本専門医機構 基本領域専門研修プログラム〈リハビリテーション科〉」に沿っ
て研修を実施します。

研修プログラム

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院*、愛
仁会リハビリテーション病院*、高槻病院*、尼
崎だいもつ病院*、適寿リハビリテーション病
院*、辻外科リハビリテーション病院*、大阪急
性期・総合医療センター*、神戸福祉医療セン
ターにこにこハウス、京都大原記念病院*

プログラムに参加する医療機関等

（*：日本リハビリテーション医学会認定研修施設）

先輩レジデントのコメント

長尾 陽子 

　私は防衛医科大学校を平成26年に卒業し、自衛隊医官と
して勤務しながら、令和3年春にリハビリテーション科専門
医になりました。自衛隊医官は全国異動があるため、後期研
修を複数の研修施設で行い、その一つが大阪医科薬科大学病
院（以下、当院）です。
　当院リハビリテーション科では、主に急性期リハビリテー
ション医療を学びました。症例は脳血管疾患、運動器疾患を

中心に多岐にわたり、専門医試験を受験するために充分な症例を経験することができま
した。また、脳性麻痺やポリオ後遺症・ポストポリオ症候群、脳血管障害後遺症などの患
者さんの生活期の状態を外来で学び、ボツリヌス毒素療法の手技や、装具の処方と適合
判定の知識、技術を会得できました。リハビリテーション科医には必須の手技・検査法で
ある嚥下造影、嚥下内視鏡、電気生理検査、心肺運動負荷試験なども豊富に経験できま
す。約1年間の研修期間中に担当していた患者さんの治療経過を第54回日本リハビリ
テーション医学会学術集会（岡山）で発表できて非常に充実した、また、満足できる研修
期間でした。私は、研修の途中で出産し育休を挟みましたが、当院リハビリテーション科
には変則的な研修プログラムや妊娠・出産・育児といった女性のライフイベントにも柔
軟に対応して貰えました。もとより、リハビリテーション科は性別や年齢を問わず、医師
として、家庭人として、自分のライフプランに合わせて働くことができる診療科だと思
いますが、特に当院リハビリテーション科は教員の先生方・先輩方の丁寧な指導もあっ
てそのような環境が整っていると感じています。
　現在の職場では主に内科診療を行っていますが、生活習慣病などで受診される患者さ
んから、脳血管障害後遺症の麻痺や装具の状態などに関して相談を受けることもあり、
リハビリテーション科医のニーズを感じています。
　これからも当院での研修も継続し、リハビリテーション科医としてスキルアップして
いきたいと思います。

❷嚥下造影検査（VF）：担当 仲野　　検査数：3～4件/月
　嚥下機能障害のある患者さんに造影剤を混ぜた水や食材
を飲み込んでもらい、X線透視下に嚥下機能を観察・評価す
る検査法です。
　研修の到達目標は、指導医の下、検査結果から年齢や生活
習慣といった患者さんの背景を踏まえた障害の診断や適切
な食事形態、摂食時の姿勢、必要なリハビリテーション治療
法を考える習慣を会得することです。
❸電気生理検査：担当 仲野　　検査数：8～10件/月
　臨床所見だけでは確定診断できない末梢神経障害の患者
さんに神経伝導検査と針筋電図検査を実施して、電気生理
学的に診断します。
　研修の到達目標は、検査結果を解釈して、神経障害の病態
生理を推論できるようになること、他診療科からの依頼頻
度が多い正中神経（手根管症候群）の神経伝導検査と針筋電
図検査を単独で実施できるようになることです。
❹心肺運動負荷試験（CPX）：担当 土井　　検査数：10～
15件/月
　心大血管疾患リハビリテーションでは、心不全や心臓血
管外科手術後の患者さんに、発症あるいは術後早期から離
床を促進し、運動により体力改善を図りますが、訓練時の安
全かつ適切な運動負荷量を決めるために、エルゴメーター
で運動負荷をかけながら、運動中の呼気ガス成分の濃度変
化を分析する心肺運動負荷試験（CPX）を実施します。
　研修の到達目標は、呼気ガス中の二酸化炭素濃度の変化
から、適切な運動負荷量の目安となる有酸素運動から無酸
素運動に切り替わる点（嫌気性代謝閾値、AT）を検出できる
ようになることです。

防衛医科大学校平成26年卒業：リハビリテーション科専門医

大学院（医科学専攻修士課程・博士課程）
大谷　巧
義肢装具士：医科学専攻修士課程：令和3年度入学
　私は、義肢装具士免許を取得してからちょうど10年目に大学院への進学を決意しま
した。これまでは、病院での装具の選定・モデル採型・装具の適合業務から作業場での装
具製作まで、義肢装具士としての職能の習得に努力してきました。そして、次第に自分の
手で形づくる装具が利用者さんに適切に寄り添うものであって欲しいと思う一方で、十
分なフォローアップができないことに疑問を抱くようになり、私自身の考えに閉塞感を
感じるようになったので、広い見識による解決策を求めて大学院に入学しました。想像
以上に広い視野を持つ教員方とそのネットワークによって、信頼できる／される研究の
遂行に導いていただいております。入学後は自身の研究の広がりを喜びつつ、利用者さ
んに安心を提供できるフォローアップ環境の確立に向けた検討を進めています。

中西 俊祐
理学療法士：医科学専攻修士課程：令和3年度入学
　近年、治療の進歩によりがん患者さんの生命予後は改善していますが、一方で要介護
状態や復職困難となるがん患者さんも増加して、リハビリテーション医療への期待やそ
の需要が高くなっています。しかし、がんのリハビリテーション治療のエビデンスはま
だまだ確立されているとはいえません。そこで、私は、がんの化学療法後の身体機能予後
を明らかにすることを目的に研究を開始しました。現在は、臨床での疑問（クリニカルク
エスチョン）を実現可能な研究課題（リサーチクエスチョン）にすることで苦労していま
すが、これは研究の醍醐味でもあります。各分野で精通された先生方と協議し、実現可能
なリサーチクエスチョンに落とし込んでいくことは大学院でしか経験できないことだ
と考えています。本学の大学院は夜間に講義を実施しており、社会人でも通学可能な環
境が整っています。さらに、定期的なリサーチカンファレンスによって研究に関する相
談がしやすい環境となっています。

土井 博文
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了、博士課程；令和4年度入学
　普段懇意にしている医師の方々の薦めで社会人大学院（修士課程）の門をたたくこと
になりました。日々、専門職の経験を重ねたからこその面白さがあり、幅広い診療科の基
礎から最先端まで濃縮された講義は、学生の時よりも充実した時間でした。また、講義や
研究指導だけでなく、他の研究者の研究に触れる機会を頂き、解決に向けた発見やヒン
トも得られました。
　外来や在宅領域のリハビリテーション診療、ケアマネジメントの経験から、高齢の
方 ・々障害を持つ方々の在宅領域での活動性の向上と自己実現、活動性の低下や疾病発
症の早期発見と対応、スポーツなどの健康活動に伴う外傷などを研究対象にしていま
す。修士研究では、センサを使った普段の日常活動の良し悪しの気づきを得る基礎的研
究を行いましたが、他にも取り組みたい課題は増えていきました。これは普段の経験が
あるからこその気づきであったように思います。引き続き博士課程で勤労社会人と大学
院学生の二足の草鞋という充実した生活が継続できることが楽しみです。

本郷 裕士
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　私は近隣の急性期病院で理学療法士として勤務しておりました。これまでは、臨床で
の疑問（クリニカルクエスチョン）に対して科学的に検証しようと臨床研究を行っても、
研究手法に関する十分な知識がなく、不完全燃焼に終わっていました。大学院に進学後
は、毎週のリサーチカンファレンスで多くのアドバイスをいただき、リサーチクエスチ
ョンのたて方、結果に関する考察や論文の書き方など多くのことを学びました。また、大
学院のカリキュラムでは統計解析に関する講義も充実しており、自分の研究に適した解
析法をじっくり考えることもでき、納得のいく論文を書くことができました。大阪医科
薬科大学大学院・医学研究科は、現職のまま臨床研究のノウハウを学べるので、臨床に従
事するリハビリテーション専門職にとって、とても魅力的だと思います。

村川 佳太
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　私は総合病院勤務中に理学療法士として臨床業務で様々な疑問を持つことがあり、そ
の臨床の疑問を解決する力をつけたいと思い、大阪医科薬科大学大学院・医学研究科へ
入学いたしました。
　修士課程在籍中の学会発表や修士論文作成の際には、リサーチカンファレンスで多く
の人と議論をして、指導教員には細部にわたって指導をいただけましたので、有意義な
時間となり、学会発表後や修士論文提出後に、大きな達成感を得ることができました。私
は働きながら、育児中で、時間の確保に苦労したこともありました。しかし、リサーチカ
ンファレンスなどの討議や指導を受ける場が多く設けられているので、自分のペースで
研究を進められる環境であると思います。

森川　明
理学療法士：医科学専攻修士課程；令和3年度修了
　2005年から病院に勤務しながら、災害時に支援活動を行うなど、災害時のリハビリ
テーション医療に関わるようになりました。しかし、災害時のリハビリテーション医療
について、体系だって研究を行う機会がありませんでした。そこで、専門的に研究したい
と思い大学院に入学しました。日々の臨床の傍ら、自らの経験や業績を発表することは
ありましたが、計画的な研究の準備や具体的な研究方法を考案する経験がなく、文章化
ができずに苦労しました。しかし、最初はぼんやりとしていた構想が次第にはっきりと
形になっていくことはやりがいにつながり、研究を仕事と両立させながら前向きに取り
組むことができました。大阪医科薬科大学だから実現した専門家たちとの対話の中で自
らの構想にアドバイスや承認を得ることは自信につながり、これまでとは比べ物になら
ないほど活動の幅の広がりを感じています。

金沢大学平成30年卒業、令和3年度レジデント：
現 尼崎だいもつ病院リハビリテーション科
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●教室（診療科）の特色●

初期臨床研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当科は、高槻市・茨木市・摂津市・長岡京市・枚方市・吹田市およびその近隣地区の歯科口腔外科治療の中核を担う診療科です。周辺歯科医師会と

の密接な連携のもとに、口腔内に発症するあらゆる病変の専門的治療を行っています。また、がん治療患者さんの口腔ケアなどを通じた医科歯科

連携医療にも力を注ぎ、当科を受診される患者さんに高度で安全・安心な医療の提供に全力を注いでいます。

　当科で専門的に扱う治療は、顎骨や口腔粘膜に発生する腫瘍、顎骨外傷、嚢胞性疾患、口腔粘膜疾患、顎関節疾患、顎炎、顎変形症、睡眠時無呼吸

症および全身疾患を有する患者さんの口腔外科治療です。耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成外科と連携し、外傷や腫瘍で顎を喪失した患者さんの顎

骨再建や歯科インプラントによる咀嚼機能再建にも積極的に取り組んでいます。また、がん治療中の患者さんや、心臓血管外科手術を受ける患者

さんの専門的口腔ケアを行い、術後誤嚥性肺炎予防や抗がん剤による口腔粘膜炎の重症化予防に効果をあげています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学口腔外科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ora/

歯科口腔外科

真野隆充（准教授）

中島世市郎（講　師）

井上和也（講　師）

他助教3名

（社）日本口腔外科学会専門医・指導医

（社）日本口腔外科学会･専門医

口腔腫瘍・顎変形症

顎骨再建

矯正歯科

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

到達目標と研修内容

　研修は単独型であるので研修病院への派遣はないが、2年目に関
連病院での研修を行う場合がある。

研修病院群

　指導医は定期的に研修内容を評価し、その評価に基づいて研修医
の指導を行う。研修の前半と終了時に、研修医の到達進捗程度を、経
験症例数や報告書などを判断材料として、評価を行い、研修管理委
員会により最終評価を行う。

評価方法

　大阪医科薬科大学病院における歯科医師国家試験合格後の初期臨床研修の目的は、研修プログラムに基づいて、関連領域の基礎的知識と
医療技術および歯科医師としての態度を習得することにあります。
　この初期臨床研修プログラムは総合的な歯科医学研修を実践できることに特徴があります。

植野 高章（うえの たかあき）教授（科長）
■専門分野
　口腔外科手術、顎骨欠損症例への骨移植術とインプラント外科治療

■職歴

　平成05年07月　岡山大学歯学部助手　

　平成21年02月　福井大学医学部准教授

　　　　　　　　　岡山大学歯学部非常勤講師

　　　　　　　　　米国カリフォルニア大学ロサンジェルス校歯学部客員教授

　平成23年09月　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）

■主な学会／専門医資格

　（社）日本口腔外科学会専門医・指導医、日本口腔インプラント学会専門医・指導医、

　日本がん治療認定医機構教育医（口腔外科）、日本顎顔面インプラント学会指導医、

　日本口腔ケア学会

■研究課題

　成長因子を応用した骨の再生医療とその組織学的評価法開発、咬合機能の回復と全身状態の評価、

　悪性腫瘍治療患者の口腔衛生管理に関する研究

⇒上記をもとに医師としての礼節・総合的な歯科治療能力を習得する

⇒上記をもとに医師としての礼節・総合的な歯科治療能力を習得する

到達目標

（1）基本的診察・検査・診断・診療計画

【基本的診療業務　1.基本的診療能力等】

研修内容

学術活動
　■　教室内での専門分野の抄読会
　■　学術大会への参加・発表
　■　症例についての論文作成

患者の心理・社会的背景を考慮したうえ
で、適切に医療面接を実施する。

診断結果に基づき、患者の状況・状態を総
合的に考慮した上で、考え得る様々な一
口腔単位の診療計画を検討し、立案する。
必要な情報を整理したうえで、わかりや
すい言葉で十分な説明を行い、患者およ
び家族の意思決定を確認する。

正しい医学用語を用い患者と対話する。

全身状態を考慮した上で、顎顔面および
口腔内の基本的診察を実施し、診察所見
を解釈する。

問診（口腔、全身）口腔内診査、歯式の記入
を適切に行える。

診療所見に応じた適切な検査を選択、実
施し、検査結果を解釈する。

問診の結果必要な、X線検査、歯周病検査
などを施行する。

病歴の聴取、診察所見および検査結果に
基づいて歯科疾患の診断を行う。

③で施行した、結果を適切に解釈し、診
断を行う。

（3）患者管理
歯科治療上問題となる全身的な疾患、服
用薬剤等について説明する。

全身疾患、服用薬剤について指導医の講義
を受講し、理解を深める。

（4）患者の状態に応じた歯科治療の提供

各ライフステージおよび全身状態に応
じた歯科医療を実践する。

患者に医療情報等について必要に応じ
て主治の医師等と診療情報を共有する。

主治医に対し治療に必要な全身疾患につ
いて診療情報提供を求める。

全身状態に配慮が必要な患者に対し、歯
科治療中にバイタルサインのモニタリ
ングを行う。

処置時のバイタルサインを確認し、実際の
患者との様子を注意して観察する。

歯科診療時の主な併発症や偶発症への
基本的な対応法を実践する。

指導医の講義を受講し、偶発症への対応の
理解を深める。

入院患者に対し、患者の状態に応じた基
本的な術前、術後管理及び療養上に管理
を実践する。

入院時の口腔内確認、カルテに正確に
記入する。

④の診断に基づき、治療計画を指導医と相
談して立案する。

妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢
期の患者に対し、各ライフステージに応
じた歯科疾患の基本的な予防管理、口腔
機能管理について理解し、実践する。

指導医のもと、口腔内のう蝕、歯周病予防、
口腔機能管理について説明する。

治療計画を患者に配慮した上で行う。

到達目標

（1）歯科専門職の連携

【基本的診療業務　2.歯科医療に関連する連携と制度の理解等】

研修内容

歯科衛生士の役割を理解し、予防処置や
口腔衛生管理等の際に連携を図る。

多職種によるチーム医療についてその
目的、各職種の役割を理解した上で、歯
科専門職の役割を理解し説明する。

口腔ケア施行時に歯科衛生士と症例につ
いて検討する。

歯科技工士の役割を理解し、適切に歯科
技工書を作成するとともに、必要に応じ
て連携を図る。

歯科技工指示書作成時に技工士と作製物
について検討する。

指導医による講義を受講。

（4）歯科医療提供に関連する制度の理解

医療保険制度を理解し、適切な保険診療
を実践する。

医療法や歯科医師法をはじめとする医
療に関する法規及び関連する制度の目
的と仕組みを理解し、説明する。

指導医による講義を受講。正確な保険診療
請求を行う。

介護保険制度の目的と仕組みを理解し
説明する。

指導医による講義を受講。

指導医による講義を受講。

（3）地域保健
地域の保健・福祉の関係機関、関係職種
を理解し、説明する。
保健所等における地域歯科保健活動を
理解し、説明する。

指導医による講義を受講。

（2）多職種連携、地域医療
地域包括ケアシステムについて理解し、
説明する。

がん患者等の周術期等口腔機能管理にお
いて、その目的および各専門職の役割を理
解した上で、多職種によるチーム医療に参
加し、基本的な口腔機能管理を経験する。

指導医による講義を受講。
地域包括ケアシステムにおける歯科医
療の役割を説明する。

入院患者の入退院時における多職種支
援について理解し、参加する。

入退院時の多職種支援の検討に参加する。

周術期口腔管理のチーム医療に参加し、口
腔機能の管理を行う。

歯科専門職が関与する多職種チーム（例
えば栄養サポートチーム、摂食嚥下リハ
ビリテーションチーム、口腔ケアチーム
等について、その目的および各専門職の
役割を理解した上で、チーム医療に参加
し、関係者と連携する。

栄養サポートチームの検討、ラウンド
に参加する。

（2）基本的臨床技能等 
歯科疾患を予防するための口腔衛生指
導、基本的な手技を実践する。

基本的な応急処置を実践する。

歯科診療を安全に行うために必要なバイタ
ルサインを観察し、全身状態を評価する。
診療に関する記録や文書（診療録、処方
せん、歯科技工指示書等）を作成する。
医療事故の予防に関する基本的な対策
について理解し、実践する。

一般的な歯科疾患に対応するために必
要となる基本的な治療および管理を実
践する。
　a.歯の硬組織疾患
　b.歯髄疾患
　c.歯周病
　d.口腔外科疾患
　e.歯質と歯の欠損
　f.口腔機能の発達不全、口腔機能の低下

TBIを説明、実施する。

a.CR修復
b.根管治療
c.スケーリング
d.抜歯術などの小手術
e.義歯
 f.口腔粘膜疾患、顎変形症、高齢化による
  機能低下
の治療を経験する。

指導医に止血処置について指導を受けた
うえで症例があれば対応する。
観血的処置前にモニターを使用してバイ
タルサインを確認する
電子カルテに正確に記入する。

院内研修会に参加する。
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●教室（診療科）の特色●

初期臨床研修プログラムの特徴

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　当科は、高槻市・茨木市・摂津市・長岡京市・枚方市・吹田市およびその近隣地区の歯科口腔外科治療の中核を担う診療科です。周辺歯科医師会と

の密接な連携のもとに、口腔内に発症するあらゆる病変の専門的治療を行っています。また、がん治療患者さんの口腔ケアなどを通じた医科歯科

連携医療にも力を注ぎ、当科を受診される患者さんに高度で安全・安心な医療の提供に全力を注いでいます。

　当科で専門的に扱う治療は、顎骨や口腔粘膜に発生する腫瘍、顎骨外傷、嚢胞性疾患、口腔粘膜疾患、顎関節疾患、顎炎、顎変形症、睡眠時無呼吸

症および全身疾患を有する患者さんの口腔外科治療です。耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成外科と連携し、外傷や腫瘍で顎を喪失した患者さんの顎

骨再建や歯科インプラントによる咀嚼機能再建にも積極的に取り組んでいます。また、がん治療中の患者さんや、心臓血管外科手術を受ける患者

さんの専門的口腔ケアを行い、術後誤嚥性肺炎予防や抗がん剤による口腔粘膜炎の重症化予防に効果をあげています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学口腔外科学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/ora/

歯科口腔外科

真野隆充（准教授）

中島世市郎（講　師）

井上和也（講　師）

他助教3名

（社）日本口腔外科学会専門医・指導医

（社）日本口腔外科学会･専門医

口腔腫瘍・顎変形症

顎骨再建

矯正歯科

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

到達目標と研修内容

　研修は単独型であるので研修病院への派遣はないが、2年目に関
連病院での研修を行う場合がある。

研修病院群

　指導医は定期的に研修内容を評価し、その評価に基づいて研修医
の指導を行う。研修の前半と終了時に、研修医の到達進捗程度を、経
験症例数や報告書などを判断材料として、評価を行い、研修管理委
員会により最終評価を行う。

評価方法

　大阪医科薬科大学病院における歯科医師国家試験合格後の初期臨床研修の目的は、研修プログラムに基づいて、関連領域の基礎的知識と
医療技術および歯科医師としての態度を習得することにあります。
　この初期臨床研修プログラムは総合的な歯科医学研修を実践できることに特徴があります。

植野 高章（うえの たかあき）教授（科長）
■専門分野
　口腔外科手術、顎骨欠損症例への骨移植術とインプラント外科治療

■職歴

　平成05年07月　岡山大学歯学部助手　

　平成21年02月　福井大学医学部准教授

　　　　　　　　　岡山大学歯学部非常勤講師

　　　　　　　　　米国カリフォルニア大学ロサンジェルス校歯学部客員教授

　平成23年09月　大阪医科大学教授（現 大阪医科薬科大学）

■主な学会／専門医資格

　（社）日本口腔外科学会専門医・指導医、日本口腔インプラント学会専門医・指導医、

　日本がん治療認定医機構教育医（口腔外科）、日本顎顔面インプラント学会指導医、

　日本口腔ケア学会

■研究課題

　成長因子を応用した骨の再生医療とその組織学的評価法開発、咬合機能の回復と全身状態の評価、

　悪性腫瘍治療患者の口腔衛生管理に関する研究

⇒上記をもとに医師としての礼節・総合的な歯科治療能力を習得する

⇒上記をもとに医師としての礼節・総合的な歯科治療能力を習得する

到達目標

（1）基本的診察・検査・診断・診療計画

【基本的診療業務　1.基本的診療能力等】

研修内容

学術活動
　■　教室内での専門分野の抄読会
　■　学術大会への参加・発表
　■　症例についての論文作成

患者の心理・社会的背景を考慮したうえ
で、適切に医療面接を実施する。

診断結果に基づき、患者の状況・状態を総
合的に考慮した上で、考え得る様々な一
口腔単位の診療計画を検討し、立案する。
必要な情報を整理したうえで、わかりや
すい言葉で十分な説明を行い、患者およ
び家族の意思決定を確認する。

正しい医学用語を用い患者と対話する。

全身状態を考慮した上で、顎顔面および
口腔内の基本的診察を実施し、診察所見
を解釈する。

問診（口腔、全身）口腔内診査、歯式の記入
を適切に行える。

診療所見に応じた適切な検査を選択、実
施し、検査結果を解釈する。

問診の結果必要な、X線検査、歯周病検査
などを施行する。

病歴の聴取、診察所見および検査結果に
基づいて歯科疾患の診断を行う。

③で施行した、結果を適切に解釈し、診
断を行う。

（3）患者管理
歯科治療上問題となる全身的な疾患、服
用薬剤等について説明する。

全身疾患、服用薬剤について指導医の講義
を受講し、理解を深める。

（4）患者の状態に応じた歯科治療の提供

各ライフステージおよび全身状態に応
じた歯科医療を実践する。

患者に医療情報等について必要に応じ
て主治の医師等と診療情報を共有する。

主治医に対し治療に必要な全身疾患につ
いて診療情報提供を求める。

全身状態に配慮が必要な患者に対し、歯
科治療中にバイタルサインのモニタリ
ングを行う。

処置時のバイタルサインを確認し、実際の
患者との様子を注意して観察する。

歯科診療時の主な併発症や偶発症への
基本的な対応法を実践する。

指導医の講義を受講し、偶発症への対応の
理解を深める。

入院患者に対し、患者の状態に応じた基
本的な術前、術後管理及び療養上に管理
を実践する。

入院時の口腔内確認、カルテに正確に
記入する。

④の診断に基づき、治療計画を指導医と相
談して立案する。

妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢
期の患者に対し、各ライフステージに応
じた歯科疾患の基本的な予防管理、口腔
機能管理について理解し、実践する。

指導医のもと、口腔内のう蝕、歯周病予防、
口腔機能管理について説明する。

治療計画を患者に配慮した上で行う。

到達目標

（1）歯科専門職の連携

【基本的診療業務　2.歯科医療に関連する連携と制度の理解等】

研修内容

歯科衛生士の役割を理解し、予防処置や
口腔衛生管理等の際に連携を図る。

多職種によるチーム医療についてその
目的、各職種の役割を理解した上で、歯
科専門職の役割を理解し説明する。

口腔ケア施行時に歯科衛生士と症例につ
いて検討する。

歯科技工士の役割を理解し、適切に歯科
技工書を作成するとともに、必要に応じ
て連携を図る。

歯科技工指示書作成時に技工士と作製物
について検討する。

指導医による講義を受講。

（4）歯科医療提供に関連する制度の理解

医療保険制度を理解し、適切な保険診療
を実践する。

医療法や歯科医師法をはじめとする医
療に関する法規及び関連する制度の目
的と仕組みを理解し、説明する。

指導医による講義を受講。正確な保険診療
請求を行う。

介護保険制度の目的と仕組みを理解し
説明する。

指導医による講義を受講。

指導医による講義を受講。

（3）地域保健
地域の保健・福祉の関係機関、関係職種
を理解し、説明する。
保健所等における地域歯科保健活動を
理解し、説明する。

指導医による講義を受講。

（2）多職種連携、地域医療
地域包括ケアシステムについて理解し、
説明する。

がん患者等の周術期等口腔機能管理にお
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後期研修プログラムの特徴

プログラム責任者：植野 高章
＜2年目＞
研修内容
　2年目は麻酔科（6か月間）、場合により他の隣接科での研修を
行う。
＜3年目～5年目における研修方法＞
研修内容と到達目標
　外来ならびに病棟において主治医となり、積極的に臨床に携わ
る。特に(社)日本口腔外科学会専門医取得を目標として研修を
行う。

研修プログラム

大阪医科薬科大学病院　歯科口腔外科

プログラムに参加する医療機関等

（社）日本口腔外科学会専門医
日本口腔科学会認定医
日本口腔インプラント学会専門医
日本顎顔面インプラント学会専門医
日本口腔ケア学会認定医

取得できる認定医・専門医

日本口腔外科学会／日本口腔科学会／日本口腔インプラント学会
日本口腔腫瘍学会／日本口腔粘膜学会／日本口腔ケア学会
日本顎顔面インプラント学会／口腔診断学会／日本顎関節学会
日本咀嚼学会
The Hard  T issue B io logy  Network  Assoc iat ion  
international Association of Oral and Maxillofacial 
Surgery （IAOMS）
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery

参加学会等

❶口腔ケア・歯周病と全身疾患の関連に関する研究
　近年、糖尿病や誤嚥性肺炎などの全身疾患との関連からう蝕や歯
周病などの歯性感染症のコントロールを中心とした口腔ケアの重
要性が広く認識されるようになった。当科のような医科大学附属病
院においてはがんを扱う院内各科や心臓血管外科から口腔ケアの
依頼が急増しつつある。しかし、一般的な口腔ケアの重要性は認識
されているものの、疾患ごとのあるいは科別の口腔ケアの意義につ
いてのエビデンスは未だ不十分である。頭頸部外科における口腔ケ
アの意義や心臓血管外科における口腔ケアの意義など、症例を蓄積
し分析している。また、歯周病とリウマチの関連についても内分泌
内科と共同研究を開始している。
❷骨補填材を用いた硬組織再生の研究
　歯槽堤骨欠損部位への歯科インプラント手術に際して、不足した
骨量を回復するために骨増成手術が行われる。骨増成手術の際に使
用される骨補填材の骨形成過程は未だ不明な点が多い。有効性を科
学的に検証し、臨床における歯槽骨再生を効率的に行うための研究
を行っている。

❸睡眠時無呼吸症候群に関する研究
　閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の歯科的なアプローチを行
った研究を行っている。これまで、画像分析によるOSAS患者の顎
骨形態や口腔装置が顎骨形態や気道、舌に与える影響に関し研究を
行ってきた。これら研究成果であるOSASの治療法ついては、積極
的に公開し、地域医療の進展を図るなど社会的貢献も行っている。
今後は顎変形症や頭頸部腫瘍など、頭頸部領域の術後における顎顔
面の形態変化が
気道へ及ぼす影
響について検討
し、OSASにお
ける歯科的アプ
ローチを行う予
定である。

現在の研究テーマとその概要並びに展望

❹口腔内細菌叢ゲノム解析
　様々なライフステージの全身状態の変化により口腔内細菌叢が
どのように変化するのか？を解明するために口腔内細菌叢のゲノ
ム解析を行っている。とく
に小児難病、糖尿病、ALS
なの患者のもつ口腔内細
菌叢のデータベース作成
を通じて新規診断法や治
療法の開発を目指す。

❺濃厚血小板血漿（Plate-Rich plasma: PRP）の臨床基礎研究
　濃厚血小板血漿（Plate-Rich plasma: PRP）をインプラント手
術時の骨造成や埋伏智歯の抜歯後の治癒促進に臨床応用している。
骨の再生や創傷治癒に有用であることは解っているがPRPに含ま
れるVEGF、TGF-β、PDGF等の成長因子の濃度については不明な
点が多い。PRPに含まれる成長因子について濃度の経時的変化な
どの臨床に直結した研究を行っている。
❻グラフトレス・チタン人工骨開発
　骨欠損再生医療分野では、骨修復の方法として組織再生誘導法

（GBR法）が注目されている。しかし広範囲な骨欠損や複雑な形態
の骨欠損には応用が困難とされてきた。われわれは自由な三次元形
態をもつチタン表面に様々な処理を施し、広範囲で複雑な形態の骨
欠損を再生する新規骨再生マテリアルの開発を目指し、次世代型骨
再生法の研究を，中部大学、大阪冶金興業と行っている。

市立ひらかた病院／藍野病院／藍野花園病院
公立学校共済組合中国中央病院／北出病院
枚方市口腔保健支援センター／千里丘中央病院／太子病院

主なる関連病院

25 歯科口腔外科

　国が定めた歯科における研修期間は1年間です。しかし、大阪医科薬科大学の歯科研修プログラムでは、臨床手技の習得に重点化した専門
的な歯科口腔外科後期研修プログラムを組んでいます。
　より高度で、専門的な疾患の診断・治療を担当し、その中からより深い知識と臨床能力を身につけ、大学院などへの研究分野に進んでいく
ことも可能です。

　口腔疾患全般にわたって、医師、歯科医師として必要な幅広い理論と経験を身につけるとともに、それらを裏付けるための臨床的ならびに
基礎的研究を行います。臨床研究においては、歯科口腔外科先進医療の開発を目指します。基礎研究においては臨床における問題点を解明す
るための最新の研究を行います。高度化する医学へ対応するため、他大学および他研究施設と積極的に交流しています。

大学院における研究活動

クリニカルクラークシップ 海外共同研究：カナダ・バンクーバー ブリティッシュ・コロンビア大学

ラット骨欠損部の骨補填材の組織像（左：トルイジンブルー、右：von Kossa染色）

顕微鏡下口腔外科治療

週間スケジュール

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

外来診療
病棟処置
外来診療（一般歯科）、中央手術
入院カンファレンス
外来診療、外来手術
病棟回診
外来診療、外来手術
病棟処置
外来診療、中央手術
病棟処置
外来診療
病棟処置

口腔外科手術室

土 曜 日
（第1、3、5週）
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BLSトレーニング

ICLSトレーニング

＜１年目＞
研修内容／急性疾病さらに外傷等外因性を含んだ、重症・軽症を問
わず幅広い領域での救急患者への治療ならびに手技の修得を行う。
到達目標
A)チーム医療を実践するために、

a)診療チームのメンバーと良好な関係を築く。
b)診療チームの一員として責任を認識してそれを果たす。
c)チームメンバーや他施設（救急隊員を含む）の人と情報交換を

適切に行うことができる。
B)生命や機能予後に係る緊急を要する病態や日常的な疾病・外傷

に対し適切な初期対応ができるために、
a)バイタルサインの把握ができる。
b)緊急度・重症度の把握ができる。
c)外来で行う迅速検査（血液検査、検尿、単純X線写真、心電図）に

ついて、適応を判断してその実施と解釈ができる。緊急エコー・
CT検査の適応を説明でき、指導医と共に実施・読影できる。

d)二次救命処置ができ、一次救命処置を指導できる。
e)日常的な頻度の高い救急疾患の外来から入院に至るまでの初

期治療ができる。
f) 適切な診療科へのコンサルテーションまたは高次施設へ転送

ができる。
g)外傷初期診療が理解できる。
h)災害時のトリアージができる。

C)重症侵襲患者の適切な集中治療ができるために、
a)重症侵襲患者の経過中の病態変動を理解・説明できる。
b)呼吸循管理・栄養・感染管理を説明できる。

＜２年目＞
　生命や機能予後に係る緊急を要する病態や疾病・外傷に対し適切
な初期対応ができるために、①バイタルサインの把握ができる。②
緊急度・重症度の把握ができる。③ショックの診断と初期治療がで
きる。④二次救命処置ができ、一次救命処置を指導できる。⑤日常的
な頻度の高い救急疾患の初期治療ができる。⑥適切な診療科へのコ
ンサルテーションまたは高次施設へ転送ができる。⑦災害医療を理
解し、自己の役割を把握し実践できる。
　上記1年目で修得したことをさらに進展させ、指導医監督下に自
らの役割を実践できる。

研修内容／救急医学と救急医療に係る診断や知識に関する総論的
な領域の研修（救急医療体制、MC体制、災害医療体制を含む）。症候
を中心とした領域ならびに外傷（多発外傷を含む）、溺水、中毒、環境
異常等、外因を中心とした領域における軽症から重症患者への対
応。具体的には、救急科専門医取得に必要な研修内容とする。

　研修プログラムに基づき自己評価ならびに指導医による評価を
受ける。指導は救急医療部科長ならびに助教（准）以上の教員が責任
を持つ。担当した症例は実績表に記載し、指導医の検閲を受ける。
研修終了時に評価表、実績表（チェックリスト）等を指導担当医に提
出する。
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●教室（診療科）の特色● 初期研修プログラムの特徴

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　救急医療の対象は急な病気だけでなく、外傷や中毒・熱傷・溺水などの外因性傷病から心肺停止までもが含まれ、複数の診療科にまたがる症状

や怪我など、従来の縦割り診療体制だけでは解決できない病態に対してその病態を包括的に診断・治療する必要があります。「救急医療は医の原

点」をモットーに、外科・内科を問わず、救命救急センターを中心に幅広く横断的に重症救急患者の診療を中心に行っています。また、ドクターカ

ー運用を含めたプレホスピタルケア・救急システムの展開や構築を率先して行います。

　医療の基本的臨床能力を養うために、自ら研鎖し、医師としてのマナ一・人格を身につけます。「救急医療は医の原点である」という認識に
基づき、内因性・外因性を問わず救急傷病者への初期対応に必要な手技、知識を習得し、社会が要求する臨床医としての基礎的な資質の確立
を目的とする必修研修プログラムです。本プログラムでは、クリティカルケア（救命救急）とプライマリケア（ER）の両面からアプローチした
臨床研修の場として、大学病院救命救急センターと一般救急外来を活用し、幅広い救急傷病者を対象とします。救急医療への理解を深め、あ
らゆる救急傷病者を全人的に診ることができる能力を養います。

　救急医療部はクリティカルケア（救命救急）を中心とした救急医療を行っていますが、一・二次救急も包括して幅広い診療を行っています。複雑

な病態や状態が不安定な重症救急対応の初期治療や集中治療に力を注ぎ、救命救急センターの中心的な役割を果たしています。救急医療を行う

上で、疾病だけはなく外傷、また内科や外科を問わず幅広い領域で、さらに災害医療にも対応できる幅の広い診療能力を身につける必要がありま

す。プライマリーケアが主となる一・二次救急診療は総合診療科のサポートを得て行い、総合診療力をつけるようします。また、ドクターカーを運

用することで、地域プレホスピタルケアの充実に貢献しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　救急医学教室　TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/emm/

　救命救急センター  週間スケジュール

救急医療部

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

8:30～症例検討会引き続き、救急外来、病棟業務

月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
木 曜 日
金 曜 日
土 曜 日
日 曜 日

 氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

高須 朗（たかす あきら）教授（科長）
■専門分野
　救急医学、外傷外科、熱傷、中毒

■職歴

　昭和61年03月　大阪医科大学卒業

　平成05年01月　防衛医科大学校救急部　助手

　平成08年07月　ピッツバーグ大学　fellow

　平成11年01月　防衛医科大学校救急部　講師

　平成21年04月　防衛医科大学校救急部　准教授

　平成25年04月　現職

■主な学会／資格

　日本救急医学会／評議員／指導医・専門医、日本外傷学会／評議員／専門医、日本外科学会／指導医・専門医

　日本熱傷学会／専門医、日本臨床救急医学会／評議員、アメリカ外傷外科学会　Active member

　Society of Critical Care Medicine member

■研究課題

　出血性ショック蘇生法に関係する基礎的研究

　蘇生後脳蘇生に関係する臨床的研究

日本救急医学会、日本集中治療学会、日本熱傷学会畠山淳司（講　師） 救急科専門医、集中治療専門医、熱傷専門医

日本救急医学会、日本外科学会、日本集中治療医学会山川一馬（准教授） 救急科専門医、外科専門医、集中治療専門医

救急科専門医 日本救急医学会太田孝志（助　教）

救急科専門医、外科専門医 日本救急医学会、日本外科学会今枝政喜（助　教）

外科専門医、日本外科学会 日本外科学会川口　直（助　教）

救急科専門医、集中治療専門医 日本救急医学会、日本集中治療学会雨宮　優（助　教）

救急科専門医 日本救急医学会阪上正英（助　教）

研修内容と到達目標

評価方法

＊宿日直研修週間スケジュール

宿日直（救命救急センター） 宿日直（ER）

救急指導医の下、週1回
程度の日直もしくは宿
直研修を行う 

総合診療科・臨床研修指
導医の下、通年で7回程
度の日直もしくは当直
研修を行う
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宿日直（救命救急センター） 宿日直（ER）

救急指導医の下、週1回
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度の日直もしくは当直
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❶臨床症例から問題点をみつけ研究課題とし、症例の集積からデー
タを纏めることに喜びを感じるよう活動します。

❷臨床研究結果の整合性を図るため、あるいは臨床研究の出発点と
して基礎研究を充実させます。

❸病院前救急医療に関する臨床疫学調査を行い、地域の救急体制の
構築にフィードバックします。

❹心肺蘇生法の効率的な普及啓発活動とその評価を行います。

大学院における研究活動

高須　朗
❶出血性ショック蘇生法の基礎的研究
❷蘇生後脳低体温療法に関する臨床的研究

山川 一馬
❶外傷患者の止血・凝固系機能異常の臨床的研究
❷敗血症患者の播種性血管内凝固症候群のメカニズムの解明

畠山 淳司
❶PICSの疫学調査
❷救急的集中治療の臨床研究

太田 孝志
❶救急搬送例の疫学的研究
❷ER診療の効率化に関する研究
❸ERでの敗血症診断に関する臨床研究

雨宮　優
❶ECMOカー運用に関する臨床研研究
❷ECMO中の凝固活性調整に関する基礎的研究

　原則として研修期間は3年間です。研修領域ごとの研修期間は、
基幹研修施設である大阪医科薬科大学病院救急医療部（救命救急セ
ンター）での救急全般（ER研修、重症救急の初期診療、救急入院患者
診療、救急ICUでの集中治療、およびドクターカーによる病院前診
療）12か月、連携救命救急センターでのクリティカルケアと外傷診
療12か月、地域総合病院での救急診療12か月（6か月ずつ他科研
修に応じて2カ所）です。

　最初の2年間は大阪医科薬科大学病院救急医療部と連携救命救
急センターで研修を行い（12か月で交代します）、最後の1年間は
地域総合病院（連携病院）で各病院の特色に応じた地域医療の実際
を研修します。地域医療の研修に1年を充てていますが、基本的な
手技や知識は最初の2年間で概ね修得できており、自立してじっく
りと地域医療を経験することを目指します。全研修期間を通して基
幹研修病院、救命救急センター、地域連携病院で週一度程度の相互
研修を行います。これは当連携病院群が大阪府三島医療圏を中心に
まとまっているために可能となります。つまり、最初の2年間では
週一度、地域連携病院に出向し、3年次には逆に基幹病院あるいは
救命救急センターに出向します。基幹病院と連携病院を常に行き来
することで指導体制を強化できます。また、各連携病院は地域の救
急体制を支えている施設であり、各救命救急センターは、集中治療、
外傷、ドクターヘリなどプレホスピタル、ER診療などそれぞれ特色
ある救急診療を展開してます。教育資源一覧表に示した通り豊富な
症例数に対応しています。

後期研修プログラムの特徴

26 救急医療部

現在の研究テーマとその概要並びに展望

　本プログラムの専攻医研修は、救急科領域研修カリキュラムに
準拠し行われます。本プログラムに沿った専門研修によって専門
的知識、専門的技能、学問的姿勢の修得に加えて医師としての倫理
性・社会性（コアコンピテンシー）を修得することが可能であり、以
下の能力を備えることができます。

1）様々な傷病、緊急度の救急患者に、適切な初期診療を行える。 
2）複数患者の初期診療に同時に対応でき、優先度を判断できる。 
3）重症患者への集中治療が行える。 
4）他の診療科や医療職種と連携・協力し良好なコミュニケーシ

ョンのもとで診療を進めることができる。 
5）ドクターカー及びドクターヘリを用いた病院前診療を行える。 
6）病院前救護のメディカルコントロールが行える。 
7）災害医療において指導的立場を発揮できる。 
8）救急診療に関する教育指導が行える。 
9）救急診療の科学的評価や検証が行える。

1）大阪医科薬科大学病院（基幹研修施設）12か月
（1） 研修到達目標：救急医の専門性、独自性に基づく役割と多職
種連携の重要性について理解し、救急科専攻医診療実績表に基づ
く知識と技能の修得します。
また、わが国ならびに地域の救急医療体制を理解し、MCならびに
災害医療に係る基本的・応用的な知識と技能を修得します。

（2） 研修内容：上級医の指導の下、初期救急から重症救急に至る
症例の初期診療を経験することができます。また、救命救急センタ
ーへ搬入される意識障害や敗血症など重症救急患者の入院診療、
退院・転院調整を担当します。腹部救急外科手術の助手や術後管理
も担当します。ドクターカーによる病院前診療し, 救急救命士か
らの特定行為指示要請に対応します。地域MC協議会に参加して
地域MC体制を把握して、プロトコル策定や検証を行います。
DMAT研修受講にも応募します。

2） 救命救急センター12ヶ月
（1） 研修到達目標：3次救急疾患や重症外傷の診療を行い、救命処
置、診療手順、診断手技、集中治療手技、外科手技を修得します。救
急救命士に的確な指示ができるようMC体制構築について理解し
ます。

（2） 研修内容：上級医の指導の下、心肺停止、重症外傷、中毒、熱
傷、意識障害、敗血症など重症患者の初期対応、入院診療、退院・転
院調整を担当します。ドクターカーによる病院前診療し, 救急救
命士からの特定行為指示要請に対応します。
3）3年目；地域連携病院6か月ずつ （地域医療と他科研修）

（1） 研修到達目標：1～2年次で修得した知識と技能をさらに確
固のものとするために、地域連携病院にて自立して責任をもった
医師として行動することで、地域医療の実状を理解し、そして求め
られる救急医療を修得します。

（3） 研修内容：各地域連携病院の特性を生かして、他科救急疾患
を重点的に診療します。各科専門医の指導の下、小児科救急、循環
救急、脳疾患救急などについて初期対応、入院診療、退院・転院調整
を担当します。また、ER型救急体制をとっている連携病院では、救
急受け入れの指揮や部門運営についても経験します。地域連携病
院は各専攻医の希望に応じて選択して頂きます。週に一度は大学
病院か救命救急センターでの出向も可能です。

研修内容と到達目標

大阪市立総合医療センター／第一東和会病院
愛仁会高槻病院／高槻赤十字病院／北摂総合病院
みどりヶ丘病院／愛仁会千船病院
兵庫県災害医療センター（救命救急センター）
倉敷中央病院（救命救急センター）／市立ひらかた病院
静岡徳洲会病院／前橋赤十字病院

プログラムに参加する医療機関

救急科専門医取得

取得できる専門医

日本救急医学会／日本臨床救急医学会
近畿救急医学研究会（日本救急医学会近畿地方会）
日本外傷学会／日本熱傷学会／日本中毒学会／日本集中治療学会

参加学会大阪医科
薬科大学
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注） 症例数は当プログラムへの按分数のみ記載しています。
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❶臨床症例から問題点をみつけ研究課題とし、症例の集積からデー
タを纏めることに喜びを感じるよう活動します。

❷臨床研究結果の整合性を図るため、あるいは臨床研究の出発点と
して基礎研究を充実させます。

❸病院前救急医療に関する臨床疫学調査を行い、地域の救急体制の
構築にフィードバックします。

❹心肺蘇生法の効率的な普及啓発活動とその評価を行います。

大学院における研究活動

高須　朗
❶出血性ショック蘇生法の基礎的研究
❷蘇生後脳低体温療法に関する臨床的研究

山川 一馬
❶外傷患者の止血・凝固系機能異常の臨床的研究
❷敗血症患者の播種性血管内凝固症候群のメカニズムの解明

畠山 淳司
❶PICSの疫学調査
❷救急的集中治療の臨床研究

太田 孝志
❶救急搬送例の疫学的研究
❷ER診療の効率化に関する研究
❸ERでの敗血症診断に関する臨床研究

雨宮　優
❶ECMOカー運用に関する臨床研研究
❷ECMO中の凝固活性調整に関する基礎的研究

　原則として研修期間は3年間です。研修領域ごとの研修期間は、
基幹研修施設である大阪医科薬科大学病院救急医療部（救命救急セ
ンター）での救急全般（ER研修、重症救急の初期診療、救急入院患者
診療、救急ICUでの集中治療、およびドクターカーによる病院前診
療）12か月、連携救命救急センターでのクリティカルケアと外傷診
療12か月、地域総合病院での救急診療12か月（6か月ずつ他科研
修に応じて2カ所）です。

　最初の2年間は大阪医科薬科大学病院救急医療部と連携救命救
急センターで研修を行い（12か月で交代します）、最後の1年間は
地域総合病院（連携病院）で各病院の特色に応じた地域医療の実際
を研修します。地域医療の研修に1年を充てていますが、基本的な
手技や知識は最初の2年間で概ね修得できており、自立してじっく
りと地域医療を経験することを目指します。全研修期間を通して基
幹研修病院、救命救急センター、地域連携病院で週一度程度の相互
研修を行います。これは当連携病院群が大阪府三島医療圏を中心に
まとまっているために可能となります。つまり、最初の2年間では
週一度、地域連携病院に出向し、3年次には逆に基幹病院あるいは
救命救急センターに出向します。基幹病院と連携病院を常に行き来
することで指導体制を強化できます。また、各連携病院は地域の救
急体制を支えている施設であり、各救命救急センターは、集中治療、
外傷、ドクターヘリなどプレホスピタル、ER診療などそれぞれ特色
ある救急診療を展開してます。教育資源一覧表に示した通り豊富な
症例数に対応しています。

後期研修プログラムの特徴

26 救急医療部

現在の研究テーマとその概要並びに展望

　本プログラムの専攻医研修は、救急科領域研修カリキュラムに
準拠し行われます。本プログラムに沿った専門研修によって専門
的知識、専門的技能、学問的姿勢の修得に加えて医師としての倫理
性・社会性（コアコンピテンシー）を修得することが可能であり、以
下の能力を備えることができます。

1）様々な傷病、緊急度の救急患者に、適切な初期診療を行える。 
2）複数患者の初期診療に同時に対応でき、優先度を判断できる。 
3）重症患者への集中治療が行える。 
4）他の診療科や医療職種と連携・協力し良好なコミュニケーシ

ョンのもとで診療を進めることができる。 
5）ドクターカー及びドクターヘリを用いた病院前診療を行える。 
6）病院前救護のメディカルコントロールが行える。 
7）災害医療において指導的立場を発揮できる。 
8）救急診療に関する教育指導が行える。 
9）救急診療の科学的評価や検証が行える。

1）大阪医科薬科大学病院（基幹研修施設）12か月
（1） 研修到達目標：救急医の専門性、独自性に基づく役割と多職
種連携の重要性について理解し、救急科専攻医診療実績表に基づ
く知識と技能の修得します。
また、わが国ならびに地域の救急医療体制を理解し、MCならびに
災害医療に係る基本的・応用的な知識と技能を修得します。

（2） 研修内容：上級医の指導の下、初期救急から重症救急に至る
症例の初期診療を経験することができます。また、救命救急センタ
ーへ搬入される意識障害や敗血症など重症救急患者の入院診療、
退院・転院調整を担当します。腹部救急外科手術の助手や術後管理
も担当します。ドクターカーによる病院前診療し, 救急救命士か
らの特定行為指示要請に対応します。地域MC協議会に参加して
地域MC体制を把握して、プロトコル策定や検証を行います。
DMAT研修受講にも応募します。

2） 救命救急センター12ヶ月
（1） 研修到達目標：3次救急疾患や重症外傷の診療を行い、救命処
置、診療手順、診断手技、集中治療手技、外科手技を修得します。救
急救命士に的確な指示ができるようMC体制構築について理解し
ます。

（2） 研修内容：上級医の指導の下、心肺停止、重症外傷、中毒、熱
傷、意識障害、敗血症など重症患者の初期対応、入院診療、退院・転
院調整を担当します。ドクターカーによる病院前診療し, 救急救
命士からの特定行為指示要請に対応します。
3）3年目；地域連携病院6か月ずつ （地域医療と他科研修）

（1） 研修到達目標：1～2年次で修得した知識と技能をさらに確
固のものとするために、地域連携病院にて自立して責任をもった
医師として行動することで、地域医療の実状を理解し、そして求め
られる救急医療を修得します。

（3） 研修内容：各地域連携病院の特性を生かして、他科救急疾患
を重点的に診療します。各科専門医の指導の下、小児科救急、循環
救急、脳疾患救急などについて初期対応、入院診療、退院・転院調整
を担当します。また、ER型救急体制をとっている連携病院では、救
急受け入れの指揮や部門運営についても経験します。地域連携病
院は各専攻医の希望に応じて選択して頂きます。週に一度は大学
病院か救命救急センターでの出向も可能です。

研修内容と到達目標

大阪市立総合医療センター／第一東和会病院
愛仁会高槻病院／高槻赤十字病院／北摂総合病院
みどりヶ丘病院／愛仁会千船病院
兵庫県災害医療センター（救命救急センター）
倉敷中央病院（救命救急センター）／市立ひらかた病院
静岡徳洲会病院／前橋赤十字病院

プログラムに参加する医療機関

救急科専門医取得

取得できる専門医

日本救急医学会／日本臨床救急医学会
近畿救急医学研究会（日本救急医学会近畿地方会）
日本外傷学会／日本熱傷学会／日本中毒学会／日本集中治療学会
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　一般目標としては、実際の病理診断を経験しながら病院における
病理検査の役割を理解し、基礎的な病理学的手技についても理解・
実践でき、それらについてプレゼンテーションができること、とし
ます。以下に2ヶ月コースの内容（到達目標）を示しますが、12ヶ
月、6ヶ月コースにおいても研修内容や形式はほぼ変わらず、さら
に多くの幅広い症例を経験することができます。
❶基礎となる薄切、HE染色などの標本作製を経験します。
❷生検・手術など50症例以上／月を原則として担当し、検鏡から病

理報告書作成までを行います。
❸上級医の切り出しの介助を行い、外科材料の担当症例については

自ら切り出しを行います。
❹剖検例を介助者として経験し、CPCに参加します。
　以上の内容は、上級医のマンツーマン指導の下、行われます。
また、部内カンファランスで症例提示を行い、院内の各種研究会・勉
強会にも参加します。

27 病理部・病理診断科
Diagnostic Pathlogy

●教室（診療科）の特色●

●教室（診療科）の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　病理部・病理診断科は、臨床科から提出されてきた生検・手術検体などの病理診断や細胞診断を行う病院内中央診療部門であり、病理学教室と

密に連携しています。昨今の医療の高度先進化に伴って、病理診断に要求される内容は増えており、単なる組織診断のみならず病変の生物学的側

面（悪性度や増殖能など）に関する評価にまで及んでいます。それらを可能な限り網羅したうえで、更なる情報発信のソースでありたい――私た

ちは病理診断をそう考えています。

初期臨床研修プログラムの特徴
　選択希望診療科として病理部・病理診断科を選択した初期研修医を対象に、病理研修を行います。病理研修では、病理専門医を目指す者に
対しては幅広い症例の経験を目標とし、臨床医を目指すがその基礎となる病理を学びたい者においては、個々の進路・希望を尊重しながら研
修内容・ペースを決めていきます。研修期間は規定に準じますが、短期研修なども受け入れる予定ですのであらかじめ相談してください。

❶病理学に関する教育・研修はトータルにコーディネートされており、スタッフは専門性（消化管・肝・呼吸器・婦人科・皮膚科など）を備えた陣容

となっています。

❷高度先進医療が進む中、臨床科からの幅広い要求に対応して、最新の知見が盛り込まれた病理診断を行っています。

❸年間にして生検・手術材料14000件、細胞診材料13000件余りが診断されており、すべての臨床科からの偏りの少ない症例を経験すること

ができます。

❹近年は20体前後／年を推移している病理解剖を病理学教室と連携して行っており、その結果の討論の場であり、初期研修医のための貴重な教

育の場ともなっているCPC（臨床病理カンファランス）も20回／年ほど開かれています。

❺病理は身体的負荷、時間拘束が比較的少なく、「女性にやさしい」という魅力があり、現在、2名の女性病理医が在籍（内、1名は病理学教室と兼

任）しています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　病理部・病理診断科  TEL：072-683-1221(内線3315)
■ホームページ ： https://hospital.ompu.ac.jp/dept_list/d10/index.html

氏 名（職 掌） 専 門 医 主な学会

安田恵美（講師、医長）

平田公一（助　教）

病理専門医、細胞診専門医

病理専門医

日本病理学会、日本臨床細胞学会

日本病理学会

　週間スケジュール
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栗栖 義賢（くりす よしたか）准教授（科長）
■専門分野
　病理診断学・細胞診断学

■主な学会／専門医資格
　日本病理学会、日本臨床細胞学会／病理専門医、細胞診専門医

■研究課題
　人体病理

研修内容と到達目標

　病理解剖は「回帰と再出発」の場である。
　病変を直に目にすることで、不幸な転帰を来した病態の診断治療
が妥当であったのか、それを静かに振り返る場である。
　または、人体の精巧さにいま一度触れることで、医学生時代の系
統解剖で感じた純粋な驚きと敬虔な気持ちを取り戻す場である。
　あるいは、死を受け入れざるを得なかった患者の無念を思い、遺
族のやるせなさや喪失感に思いを馳せる場でもある。
　そのような場であるが故、病理解剖を生前における臨床的評価の
単なる「答え合わせ」に終わらせず、病態の本質や因果の解明に迫る

「高い志」を持たなければならない。
　ひょっとするとそこで未知なるものに遭遇し、そこから新たな研
究が展開するかもしれない。
　「振り返り戻る」場であると同時に「今後の礎」が提供される場
――未だ測り知れない可能性を秘める病理解剖を生かすも殺すも
あなた次第。

病理解剖とは？

　CPC研修は、病理選択の有無に関わらず2年間の初期研修期間中
に全員に課せられる義務項目です。具体的には病理解剖出席（1症
例以上）、CPC出席（2症例以上）、CPCレポート提出（2症例以上）
の3項目が当院では義務づけられています。ちなみに日本病理学会
が提言するCPC研修目標としては以下の6つが挙げられており、
個々の希望・熱意に応じて研修項目の増量・追加を受け入れます。
①病理解剖の法的制約・手続きを説明できる
②ご遺族に対して病理解剖の目的と意義を説明できる
③ご遺体に対して礼を持って接する
④臨床経過とその問題点を的確に説明できる
⑤病理所見（肉眼・組織像）とその示す意味を説明できる
⑥症例報告が出来る

CPC（剖検症例検討会）研修について

　病理診断件数・内容、研修姿勢、協調性、積極性などを考慮し、総合
的に評価します。

評価方法

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土 曜 日

抄読会

切り出し、検鏡
教室ミーティング（CPC随時）

切り出し、検鏡

切り出し、検鏡

切り出し、検鏡
細胞診カンファランス

検鏡
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大学院における教育・研究活動専門研修プログラムの特徴
　基本領域専門医である病理専門医（およびサブスペシャリティで
ある細胞診専門医）資格取得を目指す者を対象とするプログラムで
す。対象者は、専攻医として3年間、上級医の指導のもとで病理医と
しての実地経験を積んでいきます。具体的には病理学会あるいは臨
床細胞学会の専門医受験資格にある条件をクリアすることを最低
限の目標とし、個々の興味・ペースを尊重しながら幅広い症例を経
験していきます。

病理部・病理診断科27

標本作製。生検材料の切り出しを行っています。

大阪医科薬科大学病理専門研修プログラム

研修プログラム名

希望受入数　2名／年程度

プログラム受入数

3年間

プログラム期間

日本病理学会／日本臨床細胞学会

参加学会等

病理専門医／細胞診専門医（サブスペシャリティ）／死体解剖資格

取得できる専門医・資格

　病理学会の専門医受験資格をクリアするために、OJTに基づく
病理診断を重視しながら、専門医として活躍できるような経験を積
みます。具体的な活動目標を下に列挙しておきます。この研修は基
幹施設においてのみならず、地域医療貢献として1～2日／週程度
の連携施設における研修も義務づけています。連携施設としては大
阪府内の6病院で構成されており、各施設への移動・アクセスが容
易であることも特徴です。また、病理診断技能のみならず、臨床医・
コメディカルとのコミュニケーション・多職種連携、医師としての
人間性・倫理性などにも配慮した、総合的研修を目指しています。
❶生検・手術などの病理診断症例150例／月以上を担当します。
❷担当症例については自ら切り出しをし、病理報告書作成までを行
います。
❸細胞診についてはプレ・スクリーニングとして実地業務に入るか
たちで、陰性陽性例あわせて30例／月以上を担当します。
❹基幹および関連施設の剖検症例を担当します。
❺CPC・各種カンファランスに積極的に参加します。
❻学内外の研究会・学会での発表、論文作成（まずは症例報告）を行
います。
　以上の内容は、原則として上級医の指導の下に行われますが、あ
る程度の経験の後にはその一部を自立・自発的に行われることが期
待されます。

研修プログラムの内容

基幹施設）大阪医科薬科大学病院
連携施設）済生会吹田病院／市立ひらかた病院／北摂総合病院／多
根総合病院／守口敬仁会病院／大阪はびきの医療センター

プログラムに参加する医療機関等

　専門医取得後は、臨床病理医として活躍する、実験病理医として
ポジションを得る等、様々な将来像を描くことが可能で、具体的に
は①病院・病理学教室スタッフとなる、②大学院進学、③国内外への
留学、など様々な選択肢があり、個々の興味・希望を尊重したかたち
で進路を決めていきます。加えて強調したいのが、病理は身体的負
荷が少ないこと、時間拘束がゆるやかなことから女性医師にもやさ
しく、経験が重視されることから現役として長く活躍することが可
能です。しかし現在、全国で活躍する現役病理医は二千人足らず。病
理医不在の大規模病院も珍しくなく、圧倒的に不足していることが
指摘されています。
いま病理医はあら
ゆる場面で求めら
れています。病理に
興味を持つ若手医
師が増えることを
願ってやみません。

専門医取得後について

　日本病理学会による「病理診断に関わる研修についての細則」等
で、専門研修として修了すべき項目として、以下のような数値目標
を掲げています。これらに対応して本プログラムは、できるだけ最
短での病理専門医取得を目指す内容となっています。
①病理解剖症例数30例以上（原則として主執刀で、報告書を作成し
た例）
②生検ならびに切除検体の病理診断数5000件以上
③術中迅速診断数50件以上
④細胞診診断数1000件以上（スクーリニング・陰性例を含む）
⑤解剖症例の組織標本作製2例以上
⑥人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上

専門医受験資格

　病理部・病理診断科には大学院の設置はなく、病理学教室の大学

院に所属するか、臨床系各教室の大学院からの派遣の形式をとりま

す。（詳細は病理学教室の頁を参照して下さい）

教育・研究指導方針
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③術中迅速診断数50件以上
④細胞診診断数1000件以上（スクーリニング・陰性例を含む）
⑤解剖症例の組織標本作製2例以上
⑥人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上

専門医受験資格

　病理部・病理診断科には大学院の設置はなく、病理学教室の大学
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氏 名（職 掌） 専 門 医 参加学会

28 中央検査部
Central Clinical Laboratory

28 中央検査部

●教室（診療科）の特色●

●診療科の概要・特徴●

●教室（診療科）指導医・上級医●

　「精確・迅速・チー厶ワーク・思いやり・探究心」を基本理念と掲げ、他の中央診療部門と密に連携し、日常診療に貢献します。

❶病院病理部や輸血室など中央診療部門と連携し、日常診療に貢献しています。
❷患者臨床像と乖離した検査データの矛盾点を解決するなど実地医療に即した臨床研究を実施しています。
❸日本臨床検査医学会認定研修施設ですが、臨床検査専門医 注1） 臨床検査管理医 注2） の取得を希望される際は、あらかじめ担当者にご相

談ください。
❹感染対策室と連携して病原微生物同定と院内感染制御を実施しています。
注1） http://www.jslm.org/recognition/control/senmoni_rule.
注2） http://www.jslm.org/recognition/specialist/kanrii_rule.

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学病院中央検査部  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： http://www.osaka-med.ac.jp/deps/kns/main.html

松村洋子（講　師）
日本内科学会総合内科専門医、リウマチ専門医
臨床検査専門医

横濱桂介（講師（准））
日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医

宮崎彩子（非常勤講師） 臨床検査専門医、臨床遺伝専門医 日本臨床検査医学会、日本人類遺伝学会
日本遺伝カウンセリング学会、日本臨床化学会

日本内科学会、日本消化器病学会
日本肝臓学会、日本消化器内視鏡学会
日本循環器学会、日本内科学会
日本心血管インターベンション治療学会　など柴田兼作（助　教） 日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医

日本心血管インターベンション学会専門医
日本小児科学会、日本小児神経学会、日本てんかん学会
日本児童青年精神医学会、日本新生児成育医学会
日本小児救急医学会、日本アレルギー学会

北原　光（助　教） 小児科専門医

日本内科学会、日本リウマチ学会、日本臨床検査医学会

大坂 直文（おおさか なおふみ）特務准教授
■専門分野
　上部消化管

■主な学会／専門医資格

　日本消化器内視鏡学会・指導医

　日本消化器病学会・専門医

　日本内科学会・認定医

後期臨床研修プログラムの特徴
　後期臨床研修では、レジデントとして2年間、専門医を目指す研修医は3年間の研修を行なっていただきます。専門医を目指すレジデント
は専門医機構が承認する臨床検査専門医研修プログラムに沿って研修を進めることになります。2年間の研修では専門医研修プログラムの
内容を適宜圧縮したプログラムで研修を行います。

【一般目標】
　中央検査部での日常的検査業務は採血（中央採血室）、試料回収・
運搬・受付・情報処理（受付・情報室）、一般・尿検査（尿一般検査室）、
生理検査（生理検査室）、血液・凝固機能検査（血液検査室）、生化学・
血清検査（化学検査室）、微生物検査（細菌検査室）、遺伝子検査（遺伝
子検査室）から、成り立っています。さらに輸血関連検査（輸血室）が
あります。臨床検査専門医として、これら日常業務を行なえる十分
な知識と技術を身につけ、専門医に必要最低限の実務を経験するこ
とを目標とします。さらに臨床検査医学の発展に寄与する研究意欲
の涵養と能力の獲得も目標となります。

臨床検査の法的基盤、倫理基盤を解説できる。
臨床医学における臨床検査の位置付けや意義を十分に説明で
きる。
臨床検査医学総論の基礎的項目を説明でき、臨床検査の現場で
活用できる。
各検査部門の業務内容を説明でき、主たる検査項目や検査件
数、検査機器を述べることができる。
技師の助力のもとに主たる臨床検査を実施でき、指導医の指導
のもとに結果を解釈した上で報告書を作成できる。
指導医の指導のもとにコンサルテーション、アドバイスサービ
スを行なうことができ、記録を作成できる。
臨床カンファレンスで検査や異常値に関する説明を行なうこ
とができ、R-CPC で発表、発言できる。
検査室の業務運営管理（マネジメント）の補助を指導医の指導
のもとに行なうことができる。
臨床検査医学会等の関連学会で発表し、論文を作成できる。

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

午 　 前 午 　 後

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

夕 　 方

自己学習

カンファレンス

自己学習

研究会・セミナー

R-CPC（月1回）

　当分の間は、本院中央検査部のみでの研修とします。

プログラムに参加する医療機関等

　研修記録、自己評価表、指導医が評価記載した評価表、種々の学会
への参加記録や投稿論文、および研修終了時の面接による評価を総
合して評価します。

評価

日本臨床検査医学会認定臨床検査管理医、日本臨床検査医学会認
定臨床検査専門医、（日本輸血・細胞治療学会認定認定医、日本超音
波医学会認定超音波専門医、日本臨床神経生理学会認定専門医、日
本リウマチ学会登録ソノグラファーも取得可能ですが、取得申請
資格については別途学会が要求する学会活動歴や研修履歴が必要
です。）

取得できる資格

日本臨床検査医学会、日本臨床検査自動化学会、日本輸血・細胞治療
学会、日本超音波医学会、日本臨床神経生理学会、日本リウマチ学会

参加学会等

　中央検査部には大学院は設置されておらず、希望すれば大学院設
置教室への出向を検討します。

大学院における教育・研究活動

週間スケジュール

【行動目標】

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期研修2年目に選択希望診療科として中央検査部を選択した初期研修医を対象に研修を行います。期間は原則として2ヶ月で、それ以上
長期にわたる研修は希望に応じて設定します。

【一般目標】
　臨床各科の外来と病棟で必要とされる基本的臨床検査の適応や
解釈を学び、診療科としての臨床検査部門、即ち中央検査部で実施
される臨床検査の基本事項や基本手順を理解する。同時に測定原理
や異常値発生機序についても学修する。中央検査部は中央採血室、

受付・情報室、生理（機能）検査室、尿一般検査室、血液・凝固機能検査
室、化学・免疫検査室、細菌検査室に分かれており、各検査室を巡回
して学修することになります。さらに輸血の基本も学んでいただく
ため、本学附属病院輸血室も経験していただく予定です。

検査の特性（感度、特異度、偽陽性、偽陰性、検査前確率（予測
値）、尢度比、誤差、測定値の変動を説明でき、基準値、カットオ
フ値を実際に設定できる。
正しい検体採取の方法を説明でき、不適切な採取を行なった場
合の検査値異常を判断できる。
尿検査の目的、適応と異常所見を説明し、結果を解釈出来る。
血液・凝固機能検査の目的、適応と異常所見を説明し、実際に 
Giemsa 染色標本を作製し、所見をとることが出来、結果を解
釈出来る。

1.

2.

3.
4.

生化学検査項目を列挙し、それらの目的や適応と異常所見を説
明出来、結果を解釈出来る。
免疫学的検査の目的、適応と異常所見を説明でき、結果を解釈
できる。
自己抗体を列挙でき、臨床的意義を説明できる。
一般細菌の塗抹・培養検査の目的、適応と異常所見を説明でき、
実際に Gram 染色標本を作製でき、結果を解釈できる。
腫瘍の遺伝子診断を概説できる。

5.

6.

7.
8.

9.

【行動目標】

代表的なスケジュール例として超音波検査研修時のスケジュールを示します。
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談ください。
❹感染対策室と連携して病原微生物同定と院内感染制御を実施しています。
注1） http://www.jslm.org/recognition/control/senmoni_rule.
注2） http://www.jslm.org/recognition/specialist/kanrii_rule.
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■ホームページ ： http://www.osaka-med.ac.jp/deps/kns/main.html
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日本内科学会、日本リウマチ学会、日本臨床検査医学会

大坂 直文（おおさか なおふみ）特務准教授
■専門分野
　上部消化管

■主な学会／専門医資格

　日本消化器内視鏡学会・指導医

　日本消化器病学会・専門医

　日本内科学会・認定医

後期臨床研修プログラムの特徴
　後期臨床研修では、レジデントとして2年間、専門医を目指す研修医は3年間の研修を行なっていただきます。専門医を目指すレジデント
は専門医機構が承認する臨床検査専門医研修プログラムに沿って研修を進めることになります。2年間の研修では専門医研修プログラムの
内容を適宜圧縮したプログラムで研修を行います。

【一般目標】
　中央検査部での日常的検査業務は採血（中央採血室）、試料回収・
運搬・受付・情報処理（受付・情報室）、一般・尿検査（尿一般検査室）、
生理検査（生理検査室）、血液・凝固機能検査（血液検査室）、生化学・
血清検査（化学検査室）、微生物検査（細菌検査室）、遺伝子検査（遺伝
子検査室）から、成り立っています。さらに輸血関連検査（輸血室）が
あります。臨床検査専門医として、これら日常業務を行なえる十分
な知識と技術を身につけ、専門医に必要最低限の実務を経験するこ
とを目標とします。さらに臨床検査医学の発展に寄与する研究意欲
の涵養と能力の獲得も目標となります。

臨床検査の法的基盤、倫理基盤を解説できる。
臨床医学における臨床検査の位置付けや意義を十分に説明で
きる。
臨床検査医学総論の基礎的項目を説明でき、臨床検査の現場で
活用できる。
各検査部門の業務内容を説明でき、主たる検査項目や検査件
数、検査機器を述べることができる。
技師の助力のもとに主たる臨床検査を実施でき、指導医の指導
のもとに結果を解釈した上で報告書を作成できる。
指導医の指導のもとにコンサルテーション、アドバイスサービ
スを行なうことができ、記録を作成できる。
臨床カンファレンスで検査や異常値に関する説明を行なうこ
とができ、R-CPC で発表、発言できる。
検査室の業務運営管理（マネジメント）の補助を指導医の指導
のもとに行なうことができる。
臨床検査医学会等の関連学会で発表し、論文を作成できる。
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月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

午 　 前 午 　 後

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

指導医による指導・自己学習

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

超音波検査研修

夕 　 方

自己学習

カンファレンス

自己学習

研究会・セミナー

R-CPC（月1回）

　当分の間は、本院中央検査部のみでの研修とします。

プログラムに参加する医療機関等

　研修記録、自己評価表、指導医が評価記載した評価表、種々の学会
への参加記録や投稿論文、および研修終了時の面接による評価を総
合して評価します。

評価

日本臨床検査医学会認定臨床検査管理医、日本臨床検査医学会認
定臨床検査専門医、（日本輸血・細胞治療学会認定認定医、日本超音
波医学会認定超音波専門医、日本臨床神経生理学会認定専門医、日
本リウマチ学会登録ソノグラファーも取得可能ですが、取得申請
資格については別途学会が要求する学会活動歴や研修履歴が必要
です。）

取得できる資格

日本臨床検査医学会、日本臨床検査自動化学会、日本輸血・細胞治療
学会、日本超音波医学会、日本臨床神経生理学会、日本リウマチ学会

参加学会等

　中央検査部には大学院は設置されておらず、希望すれば大学院設
置教室への出向を検討します。

大学院における教育・研究活動

週間スケジュール

【行動目標】

初期臨床研修プログラムの特徴
　初期研修2年目に選択希望診療科として中央検査部を選択した初期研修医を対象に研修を行います。期間は原則として2ヶ月で、それ以上
長期にわたる研修は希望に応じて設定します。

【一般目標】
　臨床各科の外来と病棟で必要とされる基本的臨床検査の適応や
解釈を学び、診療科としての臨床検査部門、即ち中央検査部で実施
される臨床検査の基本事項や基本手順を理解する。同時に測定原理
や異常値発生機序についても学修する。中央検査部は中央採血室、

受付・情報室、生理（機能）検査室、尿一般検査室、血液・凝固機能検査
室、化学・免疫検査室、細菌検査室に分かれており、各検査室を巡回
して学修することになります。さらに輸血の基本も学んでいただく
ため、本学附属病院輸血室も経験していただく予定です。

検査の特性（感度、特異度、偽陽性、偽陰性、検査前確率（予測
値）、尢度比、誤差、測定値の変動を説明でき、基準値、カットオ
フ値を実際に設定できる。
正しい検体採取の方法を説明でき、不適切な採取を行なった場
合の検査値異常を判断できる。
尿検査の目的、適応と異常所見を説明し、結果を解釈出来る。
血液・凝固機能検査の目的、適応と異常所見を説明し、実際に 
Giemsa 染色標本を作製し、所見をとることが出来、結果を解
釈出来る。

1.

2.

3.
4.

生化学検査項目を列挙し、それらの目的や適応と異常所見を説
明出来、結果を解釈出来る。
免疫学的検査の目的、適応と異常所見を説明でき、結果を解釈
できる。
自己抗体を列挙でき、臨床的意義を説明できる。
一般細菌の塗抹・培養検査の目的、適応と異常所見を説明でき、
実際に Gram 染色標本を作製でき、結果を解釈できる。
腫瘍の遺伝子診断を概説できる。

5.

6.

7.
8.

9.

【行動目標】

代表的なスケジュール例として超音波検査研修時のスケジュールを示します。



図3. 就労の有無による婚姻状況と脳卒中発症リスクの関連　(女性)　
(Stroke. 2016; 47(4):991-8)

図2.居住地区貧困度と脳卒中発症リスクの関連
(J Epidemiol. 2015;25(3):254-60)
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29 社会･行動科学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

個人の心理・行動から社会要因の健康への影響を重層的に探る
　社会・行動科学教室では、個人の心理・行動から社会経済状況、所得格差、ソーシャル

キャピタル、社会規範、社会制度、世帯状況、ジェンダーなどの社会要因までを対象に

社会と健康の関連を重層的に把握し、心理学、行動科学、社会学、経済学等の理論を用

いて解明する実証研究を行っています。収集した大規模コホートデータを様々な視点

から分析し、「どのような社会が人々の健康に寄与するのか」の問いに答え、健康増進

活動や社会制度への提言を行うことを目指しています。

　健康を対象とした社会・行動科学（行動医学）は、社会文化、心理社会、行動、生物医学に関する知識と技術を集積統合した学際的な学問です。人
の心理・行動ならびに健康は、個人要因のみで説明されるのではなく、様々な社会環境要因によっても規定されています。
　本教室では社会における様々な要因と健康の関係を、疫学研究手法を用いて把握し、心理学、行動科学、社会学、経済学の理論を用いて解明する
実証研究を行っています。地域環境要因から個人の健康に至るメカニズムを検討することは、予防医学的見地から健康の地域差を理解し、その縮
減を図る上で緊要な社会医学課題であると考えています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　社会・行動科学教室　TEL：072-683-1221（内線2956）／e-mail：khonjo@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/psy.html

図1. 健康決定要因の階層構造

■専門分野
　社会疫学、行動科学
　日本公衆衛生学会認定専門家
　日本疫学会認定上級疫学専門家
■主な学会
　日本疫学会、日本公衆衛生学会、日本行動医学会
　日本循環器病予防学会、国際疫学会、国際行動医学会
■学歴・職歴

昭和61年　関西学院大学経済学部卒業
平成09年　米国ボストン大学公衆衛生大学院　MPH取得修了
平成14年　米国ハーバード大学公衆衛生大学院　MSc取得修了
平成17年　岡山大学大学院医歯薬総合研究科　博士（医学）取得
平成18年　大阪大学大学院医学系研究科　研究員
平成19年　大阪大学大学院医学系研究科　特任助教
平成22年　大阪大学グローバルコラボレーションセンター　特任准教授　
平成28年　大阪大学大学院医学系研究科　特任准教授
平成29年　大阪医科大学　社会・行動科学　教授
令和03年　大阪医科薬科大学　社会・行動科学　教授

健康の社会的格差
　健康格差についてエビデンスは近年蓄積されつつあり日本にお
いても欧米と同様に社会経済状況による健康格差が多くの健康指
標でみられています。当教室では、これまでに日本における精神健
康、健康行動、自覚的健康感、循環器疾患発症リスク、身体機能障害、
死亡リスク等の社会階層間格差に関する研究を行ってきました。
しかし、観察された健康の社会格差のメカニズムは未だ明らかで
はありません。現在、健康格差を生成するメカニズムについて心
理・行動科学理論を用いて解明することを目指した研究を実施して
います。

居住地域環境の健康影響
　健康の社会格差は個人の健康リスク要因の検討のみでは十分に
説明することが出来ません。本教室では個人の健康決定要因に加え
て、地域・居住地の特性が人々の健康に関与している可能性を検証
する研究を進めています。たとえば、地域貧困度と総死亡、疾病別死
亡、疾病発症との関連を縦断的に検証し、そのメカニズムの解明の
ため、同定された地域要因と健康行動要因、社会心理要因、生物学的
疾病リスク因子の関連を分析しています。

ジェンダーの健康影響
　日本社会における社会的性差の背景にある「性別役割分業規範

（男が外で働き、女は家庭を守る）」がどのように健康・健康格差に影
響を与えているのか、また、そのメカニズムを検証することを目的
とした社会疫学研究を実施しています。家庭や仕事に関する要因と
社会的環境の健康影響ならびにこれらの要因の相互影響における
性差を分析し、健康における性差生成メカニズムの理解を進める研
究を実施しています。

　上記の観点から社会要因が個人の心理や行動にどのように作用
し、健康に影響を及ぼすのかというプロセスを検討することによ
り、人間と社会の関わりについての理解を深め、健康格差の縮減へ
のエビデンスを提供していきたいと考えています。
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著書

大学院における研究活動

　大学院では、社会的健康決定要因の健康への影響を疫学研究手法により把握し、その影響メカニズムを心理学、行動科学、社会学、経済学の
理論を用いて解明する実証研究を実施する能力の涵養を目指します。

教育・研究指導方針

本庄 かおり（ほんじょう かおり）教授

本庄かおり（教　授）

鈴木有佳（助　教）

子育て期の女性と子どもの健康に影響を与える子育て環境要因を把握する社会疫学研究

育児・介護を含む家庭内役割と健康との関連を明らかにする社会疫学研究

●教室の指導教員●



図3. 就労の有無による婚姻状況と脳卒中発症リスクの関連　(女性)　
(Stroke. 2016; 47(4):991-8)

図2.居住地区貧困度と脳卒中発症リスクの関連
(J Epidemiol. 2015;25(3):254-60)
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活動や社会制度への提言を行うことを目指しています。

　健康を対象とした社会・行動科学（行動医学）は、社会文化、心理社会、行動、生物医学に関する知識と技術を集積統合した学際的な学問です。人
の心理・行動ならびに健康は、個人要因のみで説明されるのではなく、様々な社会環境要因によっても規定されています。
　本教室では社会における様々な要因と健康の関係を、疫学研究手法を用いて把握し、心理学、行動科学、社会学、経済学の理論を用いて解明する
実証研究を行っています。地域環境要因から個人の健康に至るメカニズムを検討することは、予防医学的見地から健康の地域差を理解し、その縮
減を図る上で緊要な社会医学課題であると考えています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　社会・行動科学教室　TEL：072-683-1221（内線2956）／e-mail：khonjo@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/psy.html

図1. 健康決定要因の階層構造

■専門分野
　社会疫学、行動科学
　日本公衆衛生学会認定専門家
　日本疫学会認定上級疫学専門家
■主な学会
　日本疫学会、日本公衆衛生学会、日本行動医学会
　日本循環器病予防学会、国際疫学会、国際行動医学会
■学歴・職歴

昭和61年　関西学院大学経済学部卒業
平成09年　米国ボストン大学公衆衛生大学院　MPH取得修了
平成14年　米国ハーバード大学公衆衛生大学院　MSc取得修了
平成17年　岡山大学大学院医歯薬総合研究科　博士（医学）取得
平成18年　大阪大学大学院医学系研究科　研究員
平成19年　大阪大学大学院医学系研究科　特任助教
平成22年　大阪大学グローバルコラボレーションセンター　特任准教授　
平成28年　大阪大学大学院医学系研究科　特任准教授
平成29年　大阪医科大学　社会・行動科学　教授
令和03年　大阪医科薬科大学　社会・行動科学　教授

健康の社会的格差
　健康格差についてエビデンスは近年蓄積されつつあり日本にお
いても欧米と同様に社会経済状況による健康格差が多くの健康指
標でみられています。当教室では、これまでに日本における精神健
康、健康行動、自覚的健康感、循環器疾患発症リスク、身体機能障害、
死亡リスク等の社会階層間格差に関する研究を行ってきました。
しかし、観察された健康の社会格差のメカニズムは未だ明らかで
はありません。現在、健康格差を生成するメカニズムについて心
理・行動科学理論を用いて解明することを目指した研究を実施して
います。

居住地域環境の健康影響
　健康の社会格差は個人の健康リスク要因の検討のみでは十分に
説明することが出来ません。本教室では個人の健康決定要因に加え
て、地域・居住地の特性が人々の健康に関与している可能性を検証
する研究を進めています。たとえば、地域貧困度と総死亡、疾病別死
亡、疾病発症との関連を縦断的に検証し、そのメカニズムの解明の
ため、同定された地域要因と健康行動要因、社会心理要因、生物学的
疾病リスク因子の関連を分析しています。

ジェンダーの健康影響
　日本社会における社会的性差の背景にある「性別役割分業規範

（男が外で働き、女は家庭を守る）」がどのように健康・健康格差に影
響を与えているのか、また、そのメカニズムを検証することを目的
とした社会疫学研究を実施しています。家庭や仕事に関する要因と
社会的環境の健康影響ならびにこれらの要因の相互影響における
性差を分析し、健康における性差生成メカニズムの理解を進める研
究を実施しています。

　上記の観点から社会要因が個人の心理や行動にどのように作用
し、健康に影響を及ぼすのかというプロセスを検討することによ
り、人間と社会の関わりについての理解を深め、健康格差の縮減へ
のエビデンスを提供していきたいと考えています。
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著書

大学院における研究活動

　大学院では、社会的健康決定要因の健康への影響を疫学研究手法により把握し、その影響メカニズムを心理学、行動科学、社会学、経済学の
理論を用いて解明する実証研究を実施する能力の涵養を目指します。

教育・研究指導方針

本庄 かおり（ほんじょう かおり）教授

本庄かおり（教　授）

鈴木有佳（助　教）

子育て期の女性と子どもの健康に影響を与える子育て環境要因を把握する社会疫学研究

育児・介護を含む家庭内役割と健康との関連を明らかにする社会疫学研究

●教室の指導教員●



30 解剖学教室
Anatomy and Cell Biology

30 解剖学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

近藤洋一（教　授）

平田あずみ（准教授）

杉山紀之（准教授）

二木杉子（講　師）

髄鞘の再生、グリアバイオロジー

歯・歯周組織の発生と口蓋形成

一次繊毛が司る尿細管形成の分子機構の解析

基底膜の機能解析

●教室の指導教員●

　解剖学は、主として人体およびこれを構成する器官・組織・細胞の形態と構造に関する学問ですが、当教室ではそれにとどまらずに様々な生命

現象を機能的にみて、そのメカニズムを様々な角度から分析することを目指します。また、臨床の教室との共同研究を通じて、臨床の場にフィー

ドバックできる研究を行っています。各自の研究テーマ及び研究手段においては、各自の独創性を重んじながらも、指導教員と十分なディスカッ

ションのうえ決定しています。

「髄鞘再生の研究」、「歯・歯周組織の研究」、「一次繊毛の機能解析」、「基底膜の研究」などを精力的に行っています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学解剖学教室　TEL：072-684-7268／e-mail：kaibou_ompu@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/an1.html

　以前から臨床系の大学院生を受け入れていた関係上、各自の専門領域の臓器を尊重してテーマを考え、臨床にフィードバック出来るよう

に配慮している。教育指導方針の特徴としては、従来からの電顕を中心とした形態学のほか、分子生物学的手技を応用して、形態と機能の関

連性を追求している。また、最近では新規バイオマーカーを用いた臨床応用研究も併せて行っている。

❶近藤 洋一 教授
　／グリアバイオロジーと大脳白質形成不全症の治療法開発
　中枢神経系では神経細胞の活動を支えるグリア細胞に異常をき

たす難病が多種類知られており、その多くは髄鞘が破壊される、

もしくは髄鞘形成不全を呈する白質の疾患である。本研究室では

なかでも先天性大脳白質形成不全症、白質ジストロフィーに焦点

を当て、病態の解明や治療法開発のための基礎研究を行っている。

そのアプローチは様々で現在、以下のようなテーマについて複数

の教室員で研究を進めている。

 ・ ペリツェウス・メルツバッハ病モデルマウスを用いたヒト神経

幹細胞移植による髄鞘再生研究。

 ・ 髄鞘再生治療に用いる最適なオリゴデンドロサイト前駆細胞の

誘導・維持条件の探索。

 ・ 疾患特異的iPS細胞から誘導したアストロサイトおよびヒトグ

リア細胞キメラマウスを用いたアレキサンダー病の病態機序解

明研究。

 ・ 遺伝子編集技術により白質ジストロフィーの遺伝子異常を修復

するためのin vivo研究（クラッベ病モデルマウスを用いて）。

❷平田 あずみ 准教授
　／歯・歯周組織の形成に関する研究
　ヒトの歯の発生は胎生6週ごろから始まり、口腔粘膜上皮細胞と

その下にある間葉細胞との相互作用によって20本の乳歯と32本

の永久歯が形成される。どの部位にどの歯が発生するかは歯胚の

位置と数によるが、個々の歯の形成の基本プロセスはどの歯にも

共通している。歯冠が完成すると歯根の形成、さらに歯を支持する

歯周組織の形成へと続く。このような歯・歯周組織の形成に関わる

細胞の分化と基質形成を制御するメカニズムを明らかにすること

を目指している。

　／口蓋形成に関する研究
　口蓋形成課程では胎生7～8週頃、両側の上顎突起から突出した

口蓋突起が、舌の上方で癒合し二次口蓋が形成される。この課程を

制御し口蓋形成を誘導する因子と、それらの口蓋裂発生への関与

を探索している。

❸杉山 紀之 准教授　
　／一次繊毛が司る尿細管形成の分子機構の解析
　繊毛は細胞体から細胞外へ突出した構造体であり、その異常は

嚢胞腎、肝臓・胆管異常、内臓逆位、多指症、脳梁低形成、認知障害、

網膜色素変性症、骨格異常、糖尿病など多岐にわたる疾患を生じ、

これら繊毛に関わる遺伝子性疾患を繊毛病と呼ぶ。腎臓の尿細管

上皮細胞においても尿細管内腔に向けて生えており、原尿の流れ

に沿って倒れ（メカノセンサー）、あるいは原尿内因子を受容して

（ケミカルセンサー）、上皮細胞内にシグナルを伝達していると考

えられている。尿細管上皮細胞の一次繊毛の異常は、異常な細胞増

殖、アポトーシスの亢進や間質の線維化を生じさせ、嚢胞腎を発生

させる。嚢胞腎モデルマウスの解析を通じて一次繊毛が司る尿細

管の形成・維持機構を解析している。

❹二木 杉子 講師
　／器官形成・組織構築における基底膜の機能解析
　基底膜は上皮や内皮組織を支えるシート状の細胞外基質で、細

胞接着の足場としての役割を担う。基底膜の構成因子は組織や細

胞ごとに異なっており、それぞれに適した足場を提供することで

細胞の接着や生存・分化を制御し、組織構築に重要な役割を果たし

ていると考えられる。基底膜は胚発生や器官形成に不可欠であり、

がんの浸潤などの病態への関与も注目されている。しかし生体内

での基底膜の変化や制御機構は不明な点が多く残されている。こ

のような基底膜の動的変化をライブイメージングなどの手法を用

いて明らかにし、基底膜が組織構築にどのように関わっているか

の解明をめざす。

教育指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における研究活動

尿細管における一次繊毛3週齢マウス臼歯ヒトグリア細胞キメラマウスの白質に生じた脱髄巣

氏 名（職 掌） 専 門 領 域

■専門分野

　髄鞘の再生、神経免疫

■職歴

　平成 元年　 岡山大学医学部卒業

　平成 元年　 岡山大学医学部附属病院第三内科入局

　平成07年　 岡山大学大学院医学研究科（脳代謝医学）修了

　平成07年　 岡山大学医学部分子細胞医学研究施設神経情報学部門 研究員

　平成08年　 岡山大学医学部分子細胞医学研究施設神経情報学部門 助手

　平成10年　 米国ハーバード大学医学部・ブリガム アンド ウィメンズ病院 研究員

　平成13年　 米国ウィスコンシン大学マディソン校 研究員～ Associate Scientist

　平成23年　 米国ロチェスター大学メディカルセンター Assistant Professor

　平成26年　 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 細胞組織学分野 准教授

　平成28年　 大阪医科大学解剖学教室 教授（現 大阪医科薬科大学）

近藤 洋一（こんどう よういち）教授

他 功労教授（嘱託）、講師（准）1名、助教4名

マウス網膜における血管の基底膜。
枠内は血管の横断面。内皮細胞（緑）
の外側を基底膜（マゼンタ）が包む。
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教育指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における研究活動

尿細管における一次繊毛3週齢マウス臼歯ヒトグリア細胞キメラマウスの白質に生じた脱髄巣

氏 名（職 掌） 専 門 領 域

■専門分野

　髄鞘の再生、神経免疫

■職歴

　平成 元年　 岡山大学医学部卒業

　平成 元年　 岡山大学医学部附属病院第三内科入局

　平成07年　 岡山大学大学院医学研究科（脳代謝医学）修了

　平成07年　 岡山大学医学部分子細胞医学研究施設神経情報学部門 研究員

　平成08年　 岡山大学医学部分子細胞医学研究施設神経情報学部門 助手

　平成10年　 米国ハーバード大学医学部・ブリガム アンド ウィメンズ病院 研究員

　平成13年　 米国ウィスコンシン大学マディソン校 研究員～ Associate Scientist

　平成23年　 米国ロチェスター大学メディカルセンター Assistant Professor

　平成26年　 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 細胞組織学分野 准教授

　平成28年　 大阪医科大学解剖学教室 教授（現 大阪医科薬科大学）

近藤 洋一（こんどう よういち）教授

他 功労教授（嘱託）、講師（准）1名、助教4名

マウス網膜における血管の基底膜。
枠内は血管の横断面。内皮細胞（緑）
の外側を基底膜（マゼンタ）が包む。



31 生理学教室
Physiology

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　当教室は平成26年から新体制となり、教員も大幅に入れ替わった。それぞれの教員が前任の研究室で行っていた実験系を継続、発展すること

により、多様な系を対象としつつ、実験技術や機器の共有を通じて有機的に連関した研究体制をとっている。このため自分のなじみのない分野に

もふれて、生理学を多面的に理解する機会が多い事も特徴である。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部生理学教室
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/department/physiology/Physiology-index.html

　日々の実験と議論を通じて、それぞれの研究テーマに取り組むことにより、研究者としての思考能力、モラルと、正しいデータの扱いかた

を身につける。大学院修了後は、自らのテーマを主体的に選択し、チームワークを通じて生理学の進歩に資する研究を遂行できる研究者に

なることを目標とする。

aゼブラフィッシュ・マウスをもちいた神経系研究
　／小野富三人、大黒恵理子、山下愛美、江頭良明、中城光琴
　ゼブラフィッシュは小型の熱帯魚であるが、医学、生物学のモデ

ル系として、世界的に広く用いられている実験動物である。具体的

には、神経筋接合部をシナプスのモデルとし、このシナプスの構成

蛋白に突然変異をもつ系統をもちいることによって、シナプス中の

タンパク質の機能を研究している。

　神経筋接合部で運動神経が放出する伝達物質はアセチルコリン

であるが、筋肉の細胞膜上に存在してアセチルコリンの放出を感知

し、筋肉の収縮につなげるのがアセチルコリン受容体（AChR）であ

る。AChR内のいくつかのサブユニットの突然変異を解析すること

により、今まで知られていなかったAChRがシグナル伝達に果たす

役割を見つけ、また筋肉線維の種類によってサブユニットの構成が

異なるという発見が得られた。

　今までの発見の基礎となるメカニズムを解析してさらに発展さ

せるための研究を行う。これに加え、本学他教室や他大学とも共同

で、新しい分野の開拓にも取り組んでいる。

b人工アミノ酸を利用したアセチルコリン受容体の動作原理の解明
　／坂田 宗平
　アセチルコリン受容体(AChR)は、運動神経が放出したアセチル

コリンを受容してイオンを透過させるリガンド作動性のイオンチ

ャネルである。最近、我々は蛍光を持つ人工アミノ酸を利用するこ

とで、タンパク質の立体構造変化を蛍光信号として捉えることに成

功した。この方法をAChRに応用して、これまで電流でしか捉えら

れなかったAChRの動態を立体構造変化の面から明らかにしたい

と考えている。さらにこの方法を用いて、生体中でAChRが動作す

る様子を明らかにすることも目指して研究を行っている。

c膜電位の普遍的な意義の解明／佐々木 真理
　膜電位とは細胞内外のイオン組成の違いに基づく、細胞内外間で

の電位差のことであり、神経細胞に限らず、すべての細胞が有して

いる。すべての細胞に備わっている膜電位は、神経や筋肉細胞以外

の細胞では何をしているのだろうか？この疑問に答えるため、イメ

ージング技術を駆使して、細胞増殖シグナルと膜電位の関連をひも

解いていく。

d精子運動性における温度変化の影響／山本 耕裕
　男性の精巣は、熱に弱い性質があり、精巣の温度が2、3度上昇す

るだけでも、精巣の働きが低下することが明らかになっている。

我々はゼブラフィッシュにおいても、水温の上昇が精子運動性の著

しい低下をもたらし、その際発現変化する遺伝子群を見出してい

る。本研究では、精巣におけるこれら遺伝子群の機能を解析するこ

とにより、精子形成・精子運動性における水温変化での分子機序の

解明を目的とする。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における研究活動

坂田宗平（准教授）

佐々木真理（講　師）

大黒恵理子（講師（准））

山本耕裕（講師（准））

山下愛美（助　教）

江頭良明（助　教）

中城光琴（助　教）

人工アミノ酸を利用したアセチルコリン受容体の動作原理の解明

膜電位の普遍的な意義の解明

上皮細胞におけるイオン輸送の解析、神経系の研究

生殖内分泌の研究

神経系の研究

神経系の研究

神経内分泌系の研究

氏 名（職 掌） 研究課題等

31 生理学教室

　生理学は、臨床医学にとって病態生理を理解するための基礎であるだけでなく、個々の細胞、また有機的総合体としての個体がどのようなメカ

ニズムで機能しているか、その根源的な原理を追求する学問である。当教室は、“膜興奮性”と“イオン”をキーワードとして、神経系、筋肉、腎臓な

どいくつかの臓器をターゲットとして研究を行っている。研究を行うにあたっては、電気生理学や運動生理学などの伝統的に生理学分野で用い

られているものに加え、分子生物学、光学的プローブ、遺伝学など様々な新しいテクニックも積極的に取り入れて組み合わせている。それによっ

て、新しい世界を切り開き、世界の最先端で競争できる、独自性のある研究を行うのが目標である。

小野 富三人（おの ふみひと）教授
■専門分野
　神経生理学

■経歴
　平成03年　東京大学医学部卒業
　平成03年　国立国際医療センター内科研修医
　平成08年　東京大学大学院医学研究科修了
　平成08年　学術振興会特別研究員
　平成10年　ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校研究員
　平成15年　フロリダ大学医学部助教授（臨海実験所兼任）
　平成19年　米国NIH室長
　平成26年～大阪医科大学生理学教室教授
　平成27年－令和2年　大阪医科大学研究支援センター長
　平成30年－令和2年　大阪医科大学学長補佐
　令和03年～大阪医科薬科大学本部図書館長

■主な学会

　生理学会、Society for Neuroscience
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　平成08年　学術振興会特別研究員
　平成10年　ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校研究員
　平成15年　フロリダ大学医学部助教授（臨海実験所兼任）
　平成19年　米国NIH室長
　平成26年～大阪医科大学生理学教室教授
　平成27年－令和2年　大阪医科大学研究支援センター長
　平成30年－令和2年　大阪医科大学学長補佐
　令和03年～大阪医科薬科大学本部図書館長

■主な学会

　生理学会、Society for Neuroscience
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32 生化学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　生命現象を分子レベルで理解するという生化学の本来の立場に立って研究活動を行っています。特にタンパク質の構造に基づいた機能の解

明、タンパク質と低分子の相互作用の解明、そしてそれを通じて病態の分子論的理解と治療戦略の開発のための基盤を提供することを目指して

います。

　教室員は各自のテーマを持ち、大学院生や学生研究員を指導しつつ，自ら手を動かして研究を行っています。研究成果を発表する場は日本生化

学会、日本ビタミン学会などであり、論文の掲載誌は主としてJ. Biol. Chem. やBiochemistryなど生化学の主要な雑誌です。全国的に見て、生

化学の教室は細胞生物学的な研究に傾いているところが多いのですが、本教室は分子・原子レベルでの研究を重視しているところが特徴です。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学生化学教室　TEL：072-684-7291／e-mail：takato.yano@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/med.html

　大学院学生は当教室の教育カリキュラムに沿って講義・演習形式による教育を受けると
ともに、大学院指導教員のさまざまなテーマの中から一つを選び、共同研究者として研究を
行う。その過程で研究の進め方を学ぶとともに当該領域についての文献の読解を通じ、研究
者としての総合的な能力の涵養を行う。

❶真核生物における、含硫小分子への硫黄供給経路の解明／中井由実
　硫黄原子は鉄-硫黄クラスターや補酵素・RNAの修飾塩基など様々な生体物質の中に見出
される。システインデスルフラーゼ（NFS1)はこれら含硫小分子の硫黄を供するが、その細
胞内運搬経路や硫黄の授受機構については未だ多くのことが不明である。当教室では、これ
までに酵母NFS1が細胞局在の異なる複数の硫黄修飾tRNAの生合成に関与することや細
胞質においてユビキチン様タンパク質URM1を介した硫黄伝達経路が存在することを明ら
かにしており、現在、含硫小分子への硫黄供給経路の全容の解明をめざして研究をおこなっ
ている。

❷スフィンゴ脂質代謝酵素／生城浩子
　スフィンゴ脂質は生体膜の重要な構成成分ですが，形質膜上でコレステロールと共にマ
イクロドメインと呼ばれる物質輸送や情報伝達の場を形成すること，代謝産物スフィンゴ
シン1-リン酸が情報伝達物質として機能して様々な細胞機能を制御すること，α-ガラクト
シルセラミドが自然免疫に関わるNKT細胞を活性化することなど，新たな生理機能が明ら
かになってきています。当教室ではスフィンゴ脂質生合成系の律速酵素であるセリンパル
ミトイル転移酵素や分解系の酵素スフィンゴシン1-リン酸リアーゼなどの詳細な酵素学的
解析を行なっており，スフィンゴ脂質代謝研究において最も基盤となる重要な分野を開拓
しています。

❸バイオフィルム形成機構／石井誠志
　細菌のバイオフィルム形成は、日和見感染や留置カテーテルの感染といった医療行為に
伴って発生する慢性・抗生物質抵抗性の感染症を引き起こす原因として注目されています。
当教室ではバイオフィルム形成の指令をつかさどるquorum sensingのシステムにおいて
中心的な役割を担うStreptococcusのタンパク質ComAペプチダーゼドメインの立体構
造を世界で初めて明らかにしました。このタンパク質の詳細な解析を通じてバイオフィル
ム感染症に対する有効な予防・治療法の開発を目標としています。

❹タンパク質の機能／村川 武志
　生命現象の多くは化学反応であり、それを触媒しているのは酵素です。この意味で酵素の
触媒反応機構についての知見はタンパク質一般の作用機構の解明に役立ちます。酵素反応
機構の解析を通じて酵素タンパク質と基質や補酵素がどのように反応しているかというこ
とが具体的に分かり、生体における低分子と高分子の相互作用の解析のモデルとなるわけ
です。当教室では分光学的方法やX線結晶解析の方法を用いて種々の酵素の反応機構を研究
しています。その結果、新しい型の酵素触媒原理の発見や、誘導適合現象の機構の解明など
の成果を挙げています。

❺核酸が形成するミスマッチに関わるタンパク質／福井健二
　ミスマッチをキーワードに研究を行っています。細胞内ではDNAやRNAがミスマッチ塩
基対を形成することがあります。これらを認識するタンパク質に注目し、それらの機能を明
らかにすることで新しい生命現象を見出し、反応機構を解明したいと考えています。また、
ミスマッチ認識タンパク質を応用した、基礎研究あるいは診断のための新しい技術の開発
にも取り組んでいます。

教育指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における研究活動

中 井 由 実（講　師）

生 城 浩 子（講　師）

石 井 誠 志（講　師）

村 川 武 志（助　教）

福 井 健 二（助　教）

生化学、分子生物学

生化学、分子生物学

生化学、分子生物学

生化学、分子生物学

生化学、分子生物学

氏 名（職 掌） 専 門 領 域

真核生物における、含硫小分子への硫黄供給
経路の全容の解明をめざす

スフィンゴ脂質代謝経路の概略

属細菌ComA の構造

当研究室にて構造／機能解析が行われているトレオ
ニン合成酵素の立体構造

分岐DNA切断酵素
の立体構造

矢野 貴人（やの たかと）教授
■専門分野
　酵素学・タンパク質科学・遺伝子工学

■主な学会

　日本生化学会

■学歴

　昭和62年　大阪医科大学卒業

　平成03年　大阪医科大学大学院医学研究科博士課程修了（専攻医化学）

Streptococcus
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●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　本教室は学部総合教育の化学を担当する教室として、大学入学まで記憶に頼る学習を行ってきた新入生に、自ら考える学習態度を身につけさ

せる化学教育を長年行ってきました。学部学生に求められている積極的な学習態度は、大学院で研究を進める者にも要求されることです。化学は

ヒトの体の生命現象を明らかにするために必要な学問体系であり、多くの医学研究の土台となっています。こうした背景に基づいた化学、生化

学、分子生物学の方法論や思考方法に従い、医学研究を基礎・臨床系の教室と連携しながら進めています。多くの研究遂行のためには様々な分析

技術が必要になってきます。これまで蓄積した教育と研究に関する知識を生かす形で、様々な分析手法のサポートや最先端機器による分析技術

の開発も積極的に進めています。更に、細胞培養や遺伝子組換えなどの分子生物学的技術を生かして、研究の新たな地平を拓こうとしています。

我々が行う基礎研究の究極の目標は、研究の成果を生かして臨床医学の発展に資することです。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　化学教室　TEL：072-684-7086／e-mail：hideyuki.hayashi@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/che.html

当面の課題

　大学院においては確かな実験手技を身につけることは勿論のこと、現場でその思考方法を実践する力をつけることが大切である。研究は

漫然と行うだけでは、実験手技も思考方法も将来に役立つ形で自分のものにする事はできない。それを実現する方法は、英語の論文を書い

て研究世界の第一線に身を置き、その緊張感の中で身につけてゆくことである。決めた研究テーマに取り組む過程で、実験手技を学び、実験

の組み立て、結果の解釈、教員との議論、文献読みなどを通して、問題を論理的に解決することを大学院で学ぶことになる。そして、自分の研

究成果を世界に向けて発信するために、研究成果を英語で発表する能力を身につけることが重要になる。実験と平行して英語で書かれた文

献を読み、論理的に研究成果を英語で書く訓練を積むことによってそれを実現することができる。

教育指導方針

大学院における研究活動

林 　 秀 行（教　授）

藤 橋 雅 宏（准教授）

境 　 晶 子（講　師）

生体触媒反応論

結晶構造解析を通した酵素反応の機構解明と利用

生体におけるストレス応答プロテオミクス

氏 名（職 掌） 研究課題等

❶林　秀行 教授
　／生体触媒反応論
　生命現象の根幹には化学反応がある。生体における化学反応は

酵素・補酵素によって触媒される。したがって、これらの生体触媒

の反応機構を探ることは生命現象の最も基本的な部分を明らかに

することになる。近年の酵素の立体構造の解明や遷移相を中心と

した反応解析方法の発展により、酵素・補酵素の反応機構の詳細が

明らかになって来た。今後はそれらに加えて量子化学計算による

理論的な探求を行うことにより、より完全な反応機構の解明に近

づくことが期待される。我々は我々の発見した「生成物支援触媒」

や「始原状態の不安定化による触媒」といった現象にこれらの方法

論を有機的に結合しつつ適用し、研究を続けている。

❷藤橋 雅宏 准教授
　／結晶構造解析を通した酵素反応の機構解明と利用
　生命活動は物質やエネルギーの代謝を巧みに制御することで

成立している。この制御の仕組みを解明する上で、関連する分子の

立体構造情報の決定は極めて重要である。これまでに我々は、X線

結晶構造解析を主な手段として様々な生体高分子の立体構造を決

定し、機能との関係を明ｾらかにしてきた。現在は、立体構造解析を

通して、(i) 酵素基質複合体の歪みを通した不安定化が触媒反応に

貢献する仕組みの解明、(ii) 新型テルペン合成酵素の作用機構の解

明ならびにその改変による有用テルペン化合物の合成、(iii) ATP

ではなくピロリン酸をリン酸源としたリン酸化酵素の発掘および

デザイン、を目指した研究を行っている。

❸境　晶子 講師
　／生体におけるストレス応答プロテオミクス
　細胞が種々のストレスを受けた時、細胞内でどのような応答がお

こるのか、そのストレス応答の機構をプロテオミクスによって探ろ

うとしている。様々な細胞は同じ遺伝子セットをもっているが、そ

の細胞で発現し機能するタンパク質は細胞によって異なり、また

様々な刺激によってその発現状態は変化する。さらに、タンパク質

の機能調節にはリン酸化をはじめとする翻訳後修飾が重要な役割

を担っているので、その変化も合わせて解析することが重要であ

る。本研究では、ストレスに応答してどのようなタンパク質が量的・

質的（翻訳後修飾）な変化を起こすのかを解析することで、その応答

機構を探ることを目的とする。その解析手法として二次元電気泳動

法と質量分析を用いている。現在、癌細胞が抗癌剤耐性能を獲得す

る機構の解明と耐性マーカーの検索を行っており、他教室・他大学

との共同研究として、小腸細胞における薬剤ストレス、大腸菌の飢

餓ストレスや高熱薗の温度ストレス応答の解析を行っている。

林　 秀行（はやし ひでゆき）教授
■専門分野
　生物物理化学

■職歴
　昭和57年　大阪大学医学部卒業
　昭和61年　大阪大学大学院医学研究科博士課程修了
　昭和61年　日本学術振興会特別研究員
　昭和62年　大阪大学助手
　昭和63年　大阪医科大学講師
　平成06年　大阪医科大学助教授
　平成16年　大阪医科大学教授（生化学）
　平成24年　大阪医科大学教授（化学）

■主な学会／専門医資格
　日本生化学会、日本蛋白質科学会
　American Chemical Society

■研究課題
　生体触媒反応論・酵素学・タンパク質化学



33 化学教室
Chemistry

33 化学教室

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　本教室は学部総合教育の化学を担当する教室として、大学入学まで記憶に頼る学習を行ってきた新入生に、自ら考える学習態度を身につけさ

せる化学教育を長年行ってきました。学部学生に求められている積極的な学習態度は、大学院で研究を進める者にも要求されることです。化学は

ヒトの体の生命現象を明らかにするために必要な学問体系であり、多くの医学研究の土台となっています。こうした背景に基づいた化学、生化

学、分子生物学の方法論や思考方法に従い、医学研究を基礎・臨床系の教室と連携しながら進めています。多くの研究遂行のためには様々な分析

技術が必要になってきます。これまで蓄積した教育と研究に関する知識を生かす形で、様々な分析手法のサポートや最先端機器による分析技術

の開発も積極的に進めています。更に、細胞培養や遺伝子組換えなどの分子生物学的技術を生かして、研究の新たな地平を拓こうとしています。

我々が行う基礎研究の究極の目標は、研究の成果を生かして臨床医学の発展に資することです。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　化学教室　TEL：072-684-7086／e-mail：hideyuki.hayashi@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/che.html

当面の課題

　大学院においては確かな実験手技を身につけることは勿論のこと、現場でその思考方法を実践する力をつけることが大切である。研究は
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教育指導方針

大学院における研究活動

林 　 秀 行（教　授）

藤 橋 雅 宏（准教授）

境 　 晶 子（講　師）
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氏 名（職 掌） 研究課題等
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貢献する仕組みの解明、(ii) 新型テルペン合成酵素の作用機構の解

明ならびにその改変による有用テルペン化合物の合成、(iii) ATP
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●教室の特色●

●研究課題●

●教室の指導教員●

　我々の教室は、基礎的研究や臨床応用へ向けたトランスレーショナル研究のできる医学研究者や、論理的思考のできる臨床医師の育成を目指

しています。また、新薬開発のための治験に携わることのできる臨床薬理医師の育成も行っています。

　薬理学とは、薬と生体の相互作用により生じる現象を研究する学問でありますが、我々の教室の研究の特徴として、最初から薬物を用いた研究

というよりは次のようなアプローチで基礎的およびトランスレーショナル研究を行っています。

❶まず、各種疾患の病態を分子レベルで研究しその詳細を明らかにする。

❷次に、その分子をいかにして疾患の治療に結び付けていくかの方法論を検討する。

❸最終的に、薬物療法を中心とした臨床応用に向けたトランスレーショナル研究を行う。

❶心筋、血管平滑筋におけるカルシウムシグナルタンパク質の機能解析とそれらの異常に起因する疾患の病態解明。

❷翻訳後修飾（酸化、糖鎖付加、ADP-リボシル化、アセチル化、ニトロシル化、ユビキチン化、SUMO化など）による心筋収縮関連タンパク質の制    

　御機構の解明。

❸各種イオンチャネル結合タンパク質の機能解析及び関連疾患の病態解明。

❹各種受容体におけるN型、Ｏ型糖鎖の機能解析。

❺iPS細胞を用いた難治性疾患の治療薬の開発。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学薬理学教室　TEL：072-684-7292／e-mail：masahi@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/pha/index.htm

　薬理学教室では、分子レベルでの生命現象や疾患のメカニズムの解明を目指す基礎研究や疾患の治療に用いる医薬の開発に結びつくよ
うなトランスレーショナル研究を行っている。医薬には、遺伝子治療や細胞医薬、組織医薬といった再生医薬も含まれる。大学院生には医学
に対する研究マインドを育み、自立して研究できる能力を身につけることができるように指導する。そして、基本的には研究マインド豊か
な自立した研究者の育成を目指すが、将来臨床医を志す大学院生には、良医の基盤になる正確な診断や治療方針に必要な論理的思考が習得
できるように、研究のプロセスを通して学習できるように指導する。さらに、将来臨床薬理医師を志す大学院生には、基礎的研究を指導する
以外に、新薬開発のプロセスを十分に習得させ、有害事象を持ったボランティアや患者に対して十分な対応ができるように救急医療にも習
熟できるように指導する。

教育指導方針

履修授業

大学院における研究活動

森 脇 一 将（講　師）

横 江 俊 一（助　教）

森 原 啓 文（助　教）

伊 藤 淳 平（助　教）

病態薬理学

病態薬理学

病態薬理学

病態薬理学

氏 名（職 掌） 専門領域

朝日 通雄（あさひ みちお）教授（医学博士）
■専門分野

　循環薬理学、分子病態学、臨床薬理学

■主な学会

　日本薬理学会、日本生化学会、日本内科学会、日本循環器学会、日本臨床薬理学会、日本癌学会　他

講義：
演習：

実習：

薬理学を中心とした基礎医学全般の基礎的知識を学び、病態生理学的役割を理解する。
1，2学年合同で行う。国際的に評価の高い論文や自らの研究内容に関連する文献の紹介、または、個々の研究結果を紹介し、プレゼンテ
ーション力を身につける。
①
②
③

基本的な分子生物学的および細胞生物学的手法を身につける。
心血管系初代培養細胞の単離方法や疾患動物モデルの作製方法を習得し、心血管系の機能解析方法を身につける。
摘出した組織の酵素活性および遺伝子発現の定量法、免疫染色法を学び、さらに疾患動物モデルにおける薬物による影響を解析する。

研究室内および研究風景

　週間スケジュール

月

火

水

土

通年

通年

通年

通年

10

4

4

2

講義

講義

実習

演習

曜日 時　間 期間 単位 講・演
実別 項　目 内　容 担当者 場所

17：00～20：00

18：00～19：30

13：30～18：00

9：30～11：00

統合講義

分子病態薬理学

循環系薬理学

病態薬理学

統合講義頁を参照して下さい。

分子病態薬理学総論

iPS細胞を用いた研究

iPS細胞を用いた研究

文献抄読・発表、データ検討

薬理学教室

薬理学教室

薬理学教室

木

金

土

通年

通年

通年

4

4

2

実習

実習

演習

曜日 時　間 期間 単位 講・演
実別 項　目 内　容 担当者 場所

17：00～21：30

13：30～18：00

9：30～11：00

分子病態薬理学

循環系薬理学

病態薬理学 文献抄読・発表、データ検討

分子生物学的および細胞生物学的手法
（培養細胞等）

薬理学教室

薬理学教室

薬理学教室

教授（朝日）
助教（横江）

教授（朝日）
助教（横江）

助教（森原）
助教（伊藤）

助教（森原）
助教（伊藤）

教授（朝日）
講師（森脇）

教授（朝日）
講師（森脇）

（第1学年）

（第2学年）
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心血管系初代培養細胞の単離方法や疾患動物モデルの作製方法を習得し、心血管系の機能解析方法を身につける。
摘出した組織の酵素活性および遺伝子発現の定量法、免疫染色法を学び、さらに疾患動物モデルにおける薬物による影響を解析する。

研究室内および研究風景

　週間スケジュール

月

火

水

土

通年

通年

通年

通年

10

4

4

2

講義

講義

実習

演習

曜日 時　間 期間 単位 講・演
実別 項　目 内　容 担当者 場所

17：00～20：00

18：00～19：30

13：30～18：00

9：30～11：00

統合講義

分子病態薬理学

循環系薬理学

病態薬理学

統合講義頁を参照して下さい。

分子病態薬理学総論

iPS細胞を用いた研究

iPS細胞を用いた研究

文献抄読・発表、データ検討

薬理学教室

薬理学教室

薬理学教室

木

金

土

通年

通年

通年

4

4

2

実習

実習

演習

曜日 時　間 期間 単位 講・演
実別 項　目 内　容 担当者 場所

17：00～21：30

13：30～18：00

9：30～11：00

分子病態薬理学

循環系薬理学

病態薬理学 文献抄読・発表、データ検討

分子生物学的および細胞生物学的手法
（培養細胞等）

薬理学教室

薬理学教室

薬理学教室

教授（朝日）
助教（横江）

教授（朝日）
助教（横江）

助教（森原）
助教（伊藤）

助教（森原）
助教（伊藤）

教授（朝日）
講師（森脇）

教授（朝日）
講師（森脇）

（第1学年）

（第2学年）



35 病理学教室
Pathology

35 病理学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　当教室では、附属病院の病理診断から主にがんに関する研究まで、幅広く教育・臨床・研究業務を行っています。病理学といえば、基礎教室とか

顕微鏡という凝り固まったイメージがありますが、附属病院において「病理部・病理診断科」を標榜していることが象徴するように、臨床病理的な

面が医療の高度先進化に伴ってクローズアップされてきています。基礎と臨床、実験と応用を橋渡しできる病理は、究極のgeneralistであり、

decision-makerと言えますし、specialtyをじっくりと磨くこともできます。

❶附属病院での病理診断数は年間一万件以上と豊富で、スタッフは臓器別の研究分野を持ち、それが病理診断の分担内容に直結しています。

❷動物モデルからヒト疾患まで、in vivoからin vitroまで、研究のターゲット・テクニックは幅広くカバーしています。

❸臨床科からの院生受入れや学内外との共同研究の実績は多くあります。

❹個人の興味に応じて方向性を自由に選択することも可能です。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　病理学教室　TEL：072-683-1221／e-mail：pa1000@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/path/

　分子病理学的手法を駆使して、主としてがんの生物学、特に悪性

度、転移能などに関する病理学的解析を行います。

研究方針

未踏峰初登攀を目指しつづけるために、私たちは以下の三つにこ

だわっています。

①病理形態morphological characteristicにこだわります

②好奇心curiosityにこだわります

③挑戦challengeにこだわります

研究モットー

　私たちがこれまで進めてきた、あるいは今現在進めている研究

テーマを以下に挙げます。

❶大腸癌の病理学的研究（大腸癌の分子タイピング、大腸癌の悪性

度マーカー、早期大腸癌の転移予測マーカー、動物モデルにおけ

る大腸前癌病変、メタボリック症候群における大腸発癌感受性）

❷胃癌の病理学的研究（重複胃癌の病理、早期胃癌の転移予測マー

カー）

❸肝癌の病理学的研究（炎症性肝癌の病理）

❹婦人科腫瘍の病理学的研究（婦人科腫瘍の培養細胞樹立、婦人科

腫瘍の細胞学的タイピング）

❺肺癌の病理学的研究（肺癌の悪性度マーカー）

❻悪性リンパ腫の病理学的研究（悪性リンパ腫の分子病理診断）

❼細胞外マトリックスの病理学的研究（乳癌、悪性リンパ腫におけ

る間質の病理）

　言うまでもなく研究テーマは変化していくものであり、上記は

参考程度に考えてください。

研究テーマ

　以下のような材料・手技を駆使して研究を行います。

●Materials　（材料は？）

①ヒト癌を主とするホルマリン固定パラフィン包埋材料

②癌を主とする培養細胞

③動物発癌試験によって得られる腫瘍

●Methods　（手技は？）

①HE染色ベースのclassicalな病理形態学

②特殊染色・免疫組織化学・FISHを駆使した分子病理的技術

③DNA・RNA・蛋白レベルのin vitro定量・定性解析のための分子

生物学的技術

研究方法・テクニック

大学院における研究活動

桑 原 宏 子（講　師）

川 畑 　 茂（講　師）

服 部 公 亮（助　教）

日本病理学会病理専門医

日本病理学会病理専門医

日本病理学会専門医

氏 名（職 掌） 専 門 医

悪性リンパ腫の病理学

肺癌の病理学

病理診断・細胞診全般

研究課題等

廣瀬 善信（ひろせ よしのぶ）教授
■専門分野
　病理・細胞診断学、実験病理学

■学歴・職歴
　1993年　岐阜大学医学部卒
　1997年　岐阜大学大学院医学研究科（形態系専攻）修了
　1997年　岐阜大学医学部附属病院中央検査部助手
　2004年　岐阜大学医学部附属病院病理部助教授
　2013年　大阪医科大学医学部病理学教室教授

■主な学会／専門医資格
　日本病理学会病理専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医

■研究課題
　病理診断・細胞診全般、大腸癌の発生メカニズム・予防・分子タイピング
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❸臨床科からの院生受入れや学内外との共同研究の実績は多くあります。
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■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　病理学教室　TEL：072-683-1221／e-mail：pa1000@ompu.ac.jp
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/path/
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❶大腸癌の病理学的研究（大腸癌の分子タイピング、大腸癌の悪性

度マーカー、早期大腸癌の転移予測マーカー、動物モデルにおけ

る大腸前癌病変、メタボリック症候群における大腸発癌感受性）
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❻悪性リンパ腫の病理学的研究（悪性リンパ腫の分子病理診断）

❼細胞外マトリックスの病理学的研究（乳癌、悪性リンパ腫におけ

る間質の病理）

　言うまでもなく研究テーマは変化していくものであり、上記は

参考程度に考えてください。

研究テーマ

　以下のような材料・手技を駆使して研究を行います。

●Materials　（材料は？）

①ヒト癌を主とするホルマリン固定パラフィン包埋材料

②癌を主とする培養細胞

③動物発癌試験によって得られる腫瘍
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病理診断・細胞診全般

研究課題等
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■専門分野
　病理・細胞診断学、実験病理学

■学歴・職歴
　1993年　岐阜大学医学部卒
　1997年　岐阜大学大学院医学研究科（形態系専攻）修了
　1997年　岐阜大学医学部附属病院中央検査部助手
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　2013年　大阪医科大学医学部病理学教室教授
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　日本病理学会病理専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医

■研究課題
　病理診断・細胞診全般、大腸癌の発生メカニズム・予防・分子タイピング



36 微生物学・感染制御学教室
Microbiology and Infection Control

36 微生物学・感染制御学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　当教室では、新技術の開発とその応用により、微生物の病原性や消毒法について新たな概念を提案してきました。また、世界でも希少な微生物

の超微形態学的研究技術を有しているため国内外からの共同研究の申し込みが多いのが特色です。

　当教室は、本学の前身である大阪高等医学専門学校開校年に設置されました。設立者、吉津度氏は大阪細菌研究所の開設者でもあり、当教室の

歴史的流れは設置以前に遡ることができます。このような背景もあり、歴代教授が専門とした領域の知財を積み重ね、教育研究の内容は細菌学・

ウイルス学など幅広い基礎を置き、その実学的応用を目指しています。とくに電子顕微鏡法・免疫電子顕微鏡法を用いた超微形態学的教育研究を

行う機関として、微生物形態学者が減少している現在、世界的にも貴重な存在となっています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部微生物学・感染制御学教室　TEL：072-684-7367
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/mic.html

　新興・再興感染症の出現に備え、腸管感染症やデング熱等のサー
ベイランスについて、検疫所と連携してレトロスペクティブな疫
学的研究を行っている。

実験風景

疫学研究

　『ナノトランスポーテーション・システム』とは、「細菌菌体の外
部環境の変化によって調節される菌体内の物質輸送システム」の
ことである。この言葉が耳慣れないのは、当教室で新たに確立され
た概念だからである。「細菌は1マイクロメートル前後の単細胞生
物だが、小さくともその中に代謝に関わる分子や毒素分子を運ぶ
原始的な機構をもっていてもおかしくない。」という発想から研究
が始まった。
　先ずはその機構の存在を証明する方法（免疫電子顕微鏡コント
ラスト増強法）を開発し、ヘリコバクターの代謝に関わる分子が菌
体外部環境が酸性になると菌体の中央部から辺縁部に向けて分子
が移動することを確かめ、これを「ナノトランスポーテーションシ
ステム」と命名した。現在、ヘリコバクターには２つ、コレラ菌には
１つの、腸管内の特殊な環境によって調節される「ナノトランスポ
ーテーションシステム」が存在することを証明し、それらの詳細を
解析中である。これによって、「なぜ、ヘリコバクターが胃内で病原
性を発揮するのか？」、「なぜ、胃酸分泌抑制状態のコレラ患者は重
症化するのか？」という疑問に答えることができ、今後「発症予防」
の研究が進む中で重要な基礎研究となるものと考えている。

細菌ナノトランスポーテーション・システムに関する研究

　ウイルスは他の微生物と異なり複製に細胞を必要とする。また、
そのゲノムサイズが限られているため、効率的な増殖には数多く
ある細胞性因子の機能を借りなければならない。このようなウイ
ルス－宿主の相互作用を分子レベルで理解することは、抗ウイル
ス薬の開発に不可欠である。当教室ではデングウイルスやヒト免
疫不全ウイルスなどのRNAウイルスを用い、それらの感染・増殖に
影響を与える細胞性因子の解析をおこなっている。特にインター
フェロンによって誘導されウイルスの複製を阻害する分子に着目
しており、網羅的遺伝子発現システムを用いた同定を精力的に進
めている。また、本学に設置されているBSL3実験室を用いて、
COVID-19の原因である新型コロナウイルスの研究も積極的に進
めており、分子生物学的なアプローチに電子顕微鏡による形態学
的な解析を組み合わせることで、新しい消毒薬や治療薬の開発を
おこなっている。

病原ウイルスと宿主との相互作用に関する研究

　いわゆる次世代シークエンサーの普及によって、網羅的な細菌
叢解析が可能となっている。本学では学内分野横断的な研究体制
で、糖尿病・循環器疾患・早産・胃がん等、様々な疾患と細菌叢の関

係について研究を行っている。当教室はバイオインフォマティク
ス解析を担当し、細菌叢の組成・多様性の可視化、疾患群と対照群
の比較解析を行っている。また学外の研究機関と共同し、解析法が
確立されていないウイルス叢解析法の開発も行っている。これら
を通じて、ヒトと微生物の関係解明を目指している。

メタゲノム解析を用いた細菌叢・ウイルス叢と
全身疾患に関する研究

　水道水や薄い食塩水などを弱い直流電圧で電解処理して得られ
る水溶液を「電解水」という（「電解水ガイド」機能水研究振興財
団）。当教室では電解水及び電解水生成法を応用した消毒法・医療
廃液処理法の高度化研究を行っている。
　感染制御（インフェクション・コントロール）には消毒薬の適正
使用が欠かせない。当教室では自然界で容易に不活化され毒性が
低いという電解水の特徴に着目し、消毒薬抵抗性微生物に対する
電解水の消毒効果を明らかにすることで電解水の医療応用に科学
的なエビデンスを付与すべく努力するとともに、電解の原理を応
用した消化器内視鏡消毒器の実用化に寄与している。
　また上記研究の過程で、電解水が持つ有機化学分子の分解効果
に着目し、医療廃液の無毒化への応用を試みている。当教室では電
気分解法を応用した抗癌薬含有医療廃液処理法を確立するため、
医療現場で使用可能なレベルまで小型化した廃液処理装置を試作
し、その装置の医療廃液処理性能を検討し発表した。一方で抗菌
薬・抗ウイルス薬の不活化や、尿中医薬品の不活化への応用につい
ても発表し、適応の拡大について検討を進めている。

医療用消毒法・医療廃棄物処理の高度化研究

大学院における研究活動

■専門分野
　病原微生物学、感染制御学、感染症学、環境学
■職歴
　平成 元年　大阪医科大学医学部医学科　卒業（現　大阪医科薬科大学）
　平成 元年～05年　大阪医科大学大学院医学研究科
　平成03年～04年　米国Harbor-UCLA Medical Centerへ留学
　平成05年　大阪医科大学助手
　平成09～11年　国際協力事業団フィリピンエイズ対策プロジェクト長期専門家として出張
　平成13年　大阪医科大学講師
　平成16年　同　助教授
　平成26年　同　専門教授・医学教育センター副センター長
　平成30年より現職（医学教育センター・病院感染対策室兼務）
　令和03年　医学教育センターセンター長（兼務）
■主な学会／専門医資格
　日本感染症学会（評議員）、日本細菌学会（関西支部支部長）、日本化学療法学会、日本医学教育学会、
　American Society for Microbiology（ASM）　等
　社会医学系指導医・専門医、インフェクション・コントロール・ドクター（ICD）、抗菌化学療法認定医、
　日本医師会認定産業医、大阪府介護支援専門員名簿収載
■研究課題
　医療用消毒法・医療廃棄物処理の高度化研究
　感染症の分子疫学的研究
　病原微生物がもつ病原メカニズムの解析

呉 　 　 紅（講　師）

鈴 木 陽 一（講　師）

坂 口 翔 一（助　教）

消化器内科専門医（China）

ICD

氏 名（職 掌） 専 門 医 等

日本細菌学会、日本顕微鏡学会、日本臨床分子形態学会等

日本ウイルス学会、日本感染症学会、日本細菌学会

日本ウイルス学会、日本獣医学会

参 加 学 会

研究指導風景

中野 隆史（なかの たかし）教授



36 微生物学・感染制御学教室
Microbiology and Infection Control

36 微生物学・感染制御学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　当教室では、新技術の開発とその応用により、微生物の病原性や消毒法について新たな概念を提案してきました。また、世界でも希少な微生物

の超微形態学的研究技術を有しているため国内外からの共同研究の申し込みが多いのが特色です。

　当教室は、本学の前身である大阪高等医学専門学校開校年に設置されました。設立者、吉津度氏は大阪細菌研究所の開設者でもあり、当教室の

歴史的流れは設置以前に遡ることができます。このような背景もあり、歴代教授が専門とした領域の知財を積み重ね、教育研究の内容は細菌学・

ウイルス学など幅広い基礎を置き、その実学的応用を目指しています。とくに電子顕微鏡法・免疫電子顕微鏡法を用いた超微形態学的教育研究を

行う機関として、微生物形態学者が減少している現在、世界的にも貴重な存在となっています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学医学部微生物学・感染制御学教室　TEL：072-684-7367
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/class/mic.html

　新興・再興感染症の出現に備え、腸管感染症やデング熱等のサー
ベイランスについて、検疫所と連携してレトロスペクティブな疫
学的研究を行っている。

実験風景

疫学研究

　『ナノトランスポーテーション・システム』とは、「細菌菌体の外
部環境の変化によって調節される菌体内の物質輸送システム」の
ことである。この言葉が耳慣れないのは、当教室で新たに確立され
た概念だからである。「細菌は1マイクロメートル前後の単細胞生
物だが、小さくともその中に代謝に関わる分子や毒素分子を運ぶ
原始的な機構をもっていてもおかしくない。」という発想から研究
が始まった。
　先ずはその機構の存在を証明する方法（免疫電子顕微鏡コント
ラスト増強法）を開発し、ヘリコバクターの代謝に関わる分子が菌
体外部環境が酸性になると菌体の中央部から辺縁部に向けて分子
が移動することを確かめ、これを「ナノトランスポーテーションシ
ステム」と命名した。現在、ヘリコバクターには２つ、コレラ菌には
１つの、腸管内の特殊な環境によって調節される「ナノトランスポ
ーテーションシステム」が存在することを証明し、それらの詳細を
解析中である。これによって、「なぜ、ヘリコバクターが胃内で病原
性を発揮するのか？」、「なぜ、胃酸分泌抑制状態のコレラ患者は重
症化するのか？」という疑問に答えることができ、今後「発症予防」
の研究が進む中で重要な基礎研究となるものと考えている。

細菌ナノトランスポーテーション・システムに関する研究

　ウイルスは他の微生物と異なり複製に細胞を必要とする。また、
そのゲノムサイズが限られているため、効率的な増殖には数多く
ある細胞性因子の機能を借りなければならない。このようなウイ
ルス－宿主の相互作用を分子レベルで理解することは、抗ウイル
ス薬の開発に不可欠である。当教室ではデングウイルスやヒト免
疫不全ウイルスなどのRNAウイルスを用い、それらの感染・増殖に
影響を与える細胞性因子の解析をおこなっている。特にインター
フェロンによって誘導されウイルスの複製を阻害する分子に着目
しており、網羅的遺伝子発現システムを用いた同定を精力的に進
めている。また、本学に設置されているBSL3実験室を用いて、
COVID-19の原因である新型コロナウイルスの研究も積極的に進
めており、分子生物学的なアプローチに電子顕微鏡による形態学
的な解析を組み合わせることで、新しい消毒薬や治療薬の開発を
おこなっている。

病原ウイルスと宿主との相互作用に関する研究

　いわゆる次世代シークエンサーの普及によって、網羅的な細菌
叢解析が可能となっている。本学では学内分野横断的な研究体制
で、糖尿病・循環器疾患・早産・胃がん等、様々な疾患と細菌叢の関

係について研究を行っている。当教室はバイオインフォマティク
ス解析を担当し、細菌叢の組成・多様性の可視化、疾患群と対照群
の比較解析を行っている。また学外の研究機関と共同し、解析法が
確立されていないウイルス叢解析法の開発も行っている。これら
を通じて、ヒトと微生物の関係解明を目指している。

メタゲノム解析を用いた細菌叢・ウイルス叢と
全身疾患に関する研究

　水道水や薄い食塩水などを弱い直流電圧で電解処理して得られ
る水溶液を「電解水」という（「電解水ガイド」機能水研究振興財
団）。当教室では電解水及び電解水生成法を応用した消毒法・医療
廃液処理法の高度化研究を行っている。
　感染制御（インフェクション・コントロール）には消毒薬の適正
使用が欠かせない。当教室では自然界で容易に不活化され毒性が
低いという電解水の特徴に着目し、消毒薬抵抗性微生物に対する
電解水の消毒効果を明らかにすることで電解水の医療応用に科学
的なエビデンスを付与すべく努力するとともに、電解の原理を応
用した消化器内視鏡消毒器の実用化に寄与している。
　また上記研究の過程で、電解水が持つ有機化学分子の分解効果
に着目し、医療廃液の無毒化への応用を試みている。当教室では電
気分解法を応用した抗癌薬含有医療廃液処理法を確立するため、
医療現場で使用可能なレベルまで小型化した廃液処理装置を試作
し、その装置の医療廃液処理性能を検討し発表した。一方で抗菌
薬・抗ウイルス薬の不活化や、尿中医薬品の不活化への応用につい
ても発表し、適応の拡大について検討を進めている。

医療用消毒法・医療廃棄物処理の高度化研究

大学院における研究活動

■専門分野
　病原微生物学、感染制御学、感染症学、環境学
■職歴
　平成 元年　大阪医科大学医学部医学科　卒業（現　大阪医科薬科大学）
　平成 元年～05年　大阪医科大学大学院医学研究科
　平成03年～04年　米国Harbor-UCLA Medical Centerへ留学
　平成05年　大阪医科大学助手
　平成09～11年　国際協力事業団フィリピンエイズ対策プロジェクト長期専門家として出張
　平成13年　大阪医科大学講師
　平成16年　同　助教授
　平成26年　同　専門教授・医学教育センター副センター長
　平成30年より現職（医学教育センター・病院感染対策室兼務）
　令和03年　医学教育センターセンター長（兼務）
■主な学会／専門医資格
　日本感染症学会（評議員）、日本細菌学会（関西支部支部長）、日本化学療法学会、日本医学教育学会、
　American Society for Microbiology（ASM）　等
　社会医学系指導医・専門医、インフェクション・コントロール・ドクター（ICD）、抗菌化学療法認定医、
　日本医師会認定産業医、大阪府介護支援専門員名簿収載
■研究課題
　医療用消毒法・医療廃棄物処理の高度化研究
　感染症の分子疫学的研究
　病原微生物がもつ病原メカニズムの解析

呉 　 　 紅（講　師）

鈴 木 陽 一（講　師）

坂 口 翔 一（助　教）

消化器内科専門医（China）

ICD

氏 名（職 掌） 専 門 医 等

日本細菌学会、日本顕微鏡学会、日本臨床分子形態学会等

日本ウイルス学会、日本感染症学会、日本細菌学会

日本ウイルス学会、日本獣医学会

参 加 学 会

研究指導風景

中野 隆史（なかの たかし）教授



37 37 法医学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●
　当教室は、法医学の実務である司法解剖や調査法解剖を行うとともに、研究面では、これまでDNAを用いた個人識別・親子鑑定や集団・臨床遺伝
学的な研究を行ってきました。近年、社会情勢の変化に伴い、肉眼解剖では死因の特定できない法医解剖例が増加していることから、多角的な死
因特定の手法を確立することが求められています。そこで当教室では、培われてきたDNA解析技術に加えて、質量分析法なども導入し、新たな死
因マーカーの確立や、死後経過時間等の鑑定に関わる指標の検索を行っています。また近年、薬毒物が関連した事件も多発していることから、
新たな分析手法の検討も行っています。解剖実務としては、ここ10年で年間約100～150件の法医解剖を行っており、多様な事例を経験してい
ます。剖検例には一般臨床生化学、一酸化炭素、アルコール、薬毒物、組織等の検査を行っています。令和3年度から文部科学省基礎研究医養成活性
化プログラム「地域で活躍するForensic Generalist, Forensic Specialistの養成」（拠点：滋賀医科大学　連携校：京都府立医科大学、本学）に
採択されました。同プログラムの大学院博士課程コースには、①法医臨床医養成コース②法歯科医養成コース③法医専門医養成コースがあり、法
医学（法歯学）分野で特色ある活動を行っている他2校と連携することによって、大学院在学中に幅広くかつ多様な経験を積むことが可能となっ
ています（詳細は別パンフレット参照）。

註1：他大学の解剖に対する裁判官等法曹嘱託鑑定、捜査機関嘱託損傷鑑定、DNA鑑定等。
註2：解剖執刀医の突発減のため担当署の一時的減免による解剖数減少。

　学部学生には医療と社会における法医学の役割について教育を行うとともに、実務活動として大阪府警察本部から嘱託を受けた法医解剖を通
して、犯罪捜査への協力や死因究明を行い地域へ貢献しています。また、解剖の際に経験した事項は倫理的配慮を講じたのち、教育や研究など
様々な形で生かしています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　予防・社会医学講座法医学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/leg/

　大学院学生が将来、医学の教育及び研究の指導者となり得るよう、学生の自発的研究心の涵養に重点をおく。特に、法医学を主科目とする

学生に対しては、同時に各種法医鑑定（法医解剖及び鑑定書の作成など）の遂行が可能となる素養を身につけるよう指導する。

　社会の平和と安全を維持するために法律が存在するが、法の運用

に当たっては医学の援助が必要である。法医学はその必要性から生

まれたものであり、したがって、法律の適正な運用や法律の改正・制

度等についても研究する学問である。

　日常的に発生する法律上の問題で医学に関わりのある事項につ

いての解決は、法医学の専門家のみでなく、むしろ、医療にたずさわ

る医師に求められる場合が多いので、医師である者すべてが、法医

学の知識や技術とともに、法医学的思考を修得している必要があ

る。大学院教育は、実際の解剖例あるいはその他の鑑定事例を通じ

て法医学と司法との関わりを学びながら、法医学上の問題を解決す

るために必要な研究課題を自ら探り出し、研究を進めていく力を養

うことに重点をおいて行う。また、医師でない者も法医学上の問題

解決に必要であり、それぞれの受けた専門教育で得た独自の視点か

ら研究課題に取り組み、研究を進めることを目標とする。

教育指導方針

一般目標

❶佐藤 貴子
　／死因・病態診断におけるバイオマーカー検索

❷片木 宗弘
　／薬毒物微量分析

❸齊藤 高志
　／遺体から採取した脂肪由来幹細胞のキャラクタリゼーシ

ョンとその応用

❹森　一也
　／微量分析を用いた法医診断方法の確立

❺森岡 郁哉
　／法医学全般

❻鈴木 廣一
　／DNA鑑定（個人識別・親子鑑定）

現在の研究テーマとその概要並びに展望

❶法医解剖制度の法律上の規定を説明できる。

❷死体の検案を適切に行うことができる。

❸死体の解剖を適切に行うことができる。

❹検案・解剖によって得られた所見から死因について考察すること

ができる。

❺解剖後に必要な検査を実施できる。

❻死体検案書を作成することができる。

❼鑑定書を作成することができる。

❽課題に必要な文献検索ができる。　

❾実験動物を適切に飼育し、とり扱うことができる。　　　

DNA, RNAを適切に扱うことができる。

質量分析法の原理を説明できる。

細胞培養や免疫染色を実施できる。

実験結果を英文論文としてまとめることができる。

行動目標

大学院における研究活動

氏 名（職 掌） 専 門 医

年平均総　数

参加学会（所属）

法医学教室
Legal Medicine

過去10年間の法医解剖・検案数

佐藤 貴子（さとう たかこ）教授
■専門分野
　法医病理学

■主な学会

日本法医学会法医認定医・評議員   

日本神経学会専門医   

日本内科学会認定医   

司法解剖鑑定医（大阪府警察本部）   

大阪市こども相談センター協力専門医   

日本法医病理学会   

日本法中毒学会   

日本医用マススペクトル学会   

日本DNA多型学会

鈴木廣一（名誉教授・嘱託教員） 日本法医学会、日本DNA多型学会

齊藤高志（助　教） 日本法医学会、日本バイオマテリアル学会

片木宗弘（准教授） 日本法医学会、日本法中毒学会、日本質量分析学会

森　一也（助　教） 日本法医学会、日本法中毒学会

森岡郁哉（助　教） 日本法医学会

司法解剖
その他の解剖

司法検案
解剖･検案総数

鑑定 （註1）

H23
（2011）

92
12

6
110

7

H24
（2012）

95
11

8
114

15

H25
（2013）

111
26

5
142

15

H26
（2014）

118
20

7
145

21

H27
（2015）

121
10
11

142
42

H28
（2016）

111
8
7

126
26

H29
（2017）

118
17
12

147
28

H30
（2018）

75
9

11
95（註2）

18

H31、R1
（2019）

86
15

5
106

16

R2
（2020）

78
18

1
97
15

R3
（2021）

92
26

4
122

66

1005
160

71
1236

262

101
16

7
124
26.2

年号
（西暦）



37 37 法医学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●
　当教室は、法医学の実務である司法解剖や調査法解剖を行うとともに、研究面では、これまでDNAを用いた個人識別・親子鑑定や集団・臨床遺伝
学的な研究を行ってきました。近年、社会情勢の変化に伴い、肉眼解剖では死因の特定できない法医解剖例が増加していることから、多角的な死
因特定の手法を確立することが求められています。そこで当教室では、培われてきたDNA解析技術に加えて、質量分析法なども導入し、新たな死
因マーカーの確立や、死後経過時間等の鑑定に関わる指標の検索を行っています。また近年、薬毒物が関連した事件も多発していることから、
新たな分析手法の検討も行っています。解剖実務としては、ここ10年で年間約100～150件の法医解剖を行っており、多様な事例を経験してい
ます。剖検例には一般臨床生化学、一酸化炭素、アルコール、薬毒物、組織等の検査を行っています。令和3年度から文部科学省基礎研究医養成活性
化プログラム「地域で活躍するForensic Generalist, Forensic Specialistの養成」（拠点：滋賀医科大学　連携校：京都府立医科大学、本学）に
採択されました。同プログラムの大学院博士課程コースには、①法医臨床医養成コース②法歯科医養成コース③法医専門医養成コースがあり、法
医学（法歯学）分野で特色ある活動を行っている他2校と連携することによって、大学院在学中に幅広くかつ多様な経験を積むことが可能となっ
ています（詳細は別パンフレット参照）。

註1：他大学の解剖に対する裁判官等法曹嘱託鑑定、捜査機関嘱託損傷鑑定、DNA鑑定等。
註2：解剖執刀医の突発減のため担当署の一時的減免による解剖数減少。

　学部学生には医療と社会における法医学の役割について教育を行うとともに、実務活動として大阪府警察本部から嘱託を受けた法医解剖を通
して、犯罪捜査への協力や死因究明を行い地域へ貢献しています。また、解剖の際に経験した事項は倫理的配慮を講じたのち、教育や研究など
様々な形で生かしています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学　予防・社会医学講座法医学教室  TEL：072-683-1221
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/leg/

　大学院学生が将来、医学の教育及び研究の指導者となり得るよう、学生の自発的研究心の涵養に重点をおく。特に、法医学を主科目とする

学生に対しては、同時に各種法医鑑定（法医解剖及び鑑定書の作成など）の遂行が可能となる素養を身につけるよう指導する。

　社会の平和と安全を維持するために法律が存在するが、法の運用

に当たっては医学の援助が必要である。法医学はその必要性から生

まれたものであり、したがって、法律の適正な運用や法律の改正・制

度等についても研究する学問である。

　日常的に発生する法律上の問題で医学に関わりのある事項につ

いての解決は、法医学の専門家のみでなく、むしろ、医療にたずさわ

る医師に求められる場合が多いので、医師である者すべてが、法医

学の知識や技術とともに、法医学的思考を修得している必要があ

る。大学院教育は、実際の解剖例あるいはその他の鑑定事例を通じ

て法医学と司法との関わりを学びながら、法医学上の問題を解決す

るために必要な研究課題を自ら探り出し、研究を進めていく力を養

うことに重点をおいて行う。また、医師でない者も法医学上の問題

解決に必要であり、それぞれの受けた専門教育で得た独自の視点か

ら研究課題に取り組み、研究を進めることを目標とする。

教育指導方針

一般目標

❶佐藤 貴子
　／死因・病態診断におけるバイオマーカー検索

❷片木 宗弘
　／薬毒物微量分析

❸齊藤 高志
　／遺体から採取した脂肪由来幹細胞のキャラクタリゼーシ

ョンとその応用

❹森　一也
　／微量分析を用いた法医診断方法の確立

❺森岡 郁哉
　／法医学全般

❻鈴木 廣一
　／DNA鑑定（個人識別・親子鑑定）

現在の研究テーマとその概要並びに展望

❶法医解剖制度の法律上の規定を説明できる。

❷死体の検案を適切に行うことができる。

❸死体の解剖を適切に行うことができる。

❹検案・解剖によって得られた所見から死因について考察すること

ができる。

❺解剖後に必要な検査を実施できる。

❻死体検案書を作成することができる。

❼鑑定書を作成することができる。

❽課題に必要な文献検索ができる。　

❾実験動物を適切に飼育し、とり扱うことができる。　　　

DNA, RNAを適切に扱うことができる。

質量分析法の原理を説明できる。

細胞培養や免疫染色を実施できる。

実験結果を英文論文としてまとめることができる。

行動目標

大学院における研究活動

氏 名（職 掌） 専 門 医

年平均総　数

参加学会（所属）

法医学教室
Legal Medicine

過去10年間の法医解剖・検案数

佐藤 貴子（さとう たかこ）教授
■専門分野
　法医病理学

■主な学会

日本法医学会法医認定医・評議員   

日本神経学会専門医   

日本内科学会認定医   

司法解剖鑑定医（大阪府警察本部）   

大阪市こども相談センター協力専門医   

日本法医病理学会   

日本法中毒学会   

日本医用マススペクトル学会   

日本DNA多型学会

鈴木廣一（名誉教授・嘱託教員） 日本法医学会、日本DNA多型学会

齊藤高志（助　教） 日本法医学会、日本バイオマテリアル学会

片木宗弘（准教授） 日本法医学会、日本法中毒学会、日本質量分析学会

森　一也（助　教） 日本法医学会、日本法中毒学会

森岡郁哉（助　教） 日本法医学会

司法解剖
その他の解剖

司法検案
解剖･検案総数

鑑定 （註1）

H23
（2011）

92
12

6
110

7

H24
（2012）

95
11

8
114

15

H25
（2013）

111
26

5
142

15

H26
（2014）

118
20

7
145

21

H27
（2015）

121
10
11

142
42

H28
（2016）

111
8
7

126
26

H29
（2017）

118
17
12

147
28

H30
（2018）

75
9

11
95（註2）

18

H31、R1
（2019）

86
15

5
106

16

R2
（2020）

78
18

1
97
15

R3
（2021）

92
26

4
122

66

1005
160

71
1236

262

101
16

7
124
26.2

年号
（西暦）
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38 衛生学・公衆衛生学教室

●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　衛生学・公衆衛生学教室は大学創設の翌年の昭和3年に開講され、90年以上におよぶ長い歴史と伝統のある講座です。

　教室では学部、大学院教育に加えて、地域保健に関する研究、他教室との共同研究を行っています。

　本学の卒業生のほとんどが、将来地域や職域でのプライマリーケアの担い手になるので、

そのための支援活動も教室にとり大きな課題と位置付けています。卒後のキャリア形成プロ

グラムを通じて、予防医学に関する広範囲な情報を共有し、相互理解と信頼が一層深まるよ

うコーディネートに努めています。また、当教室は日本産業衛生学会研修施設として登録し

ています。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学衛生学・公衆衛生学教室  TEL：072-683-1221（内線2651）
■ホームページ ： https://www.ompu.ac.jp/u-deps/hyg/

氏 名（職 掌） 専門医、資格等 参加学会

騒音測定実習

玉置 淳子（たまき じゅんこ）教授
■専門分野
　疫学、生活習慣病、特に骨粗鬆症に関する疫学研究

■職歴
　昭和62年　北海道大学医学部卒業
　平成12年　和歌山県立医科大学公衆衛生学助手
　平成13年　北海道大学予防医学講座公衆衛生学助手
　平成15年　近畿大学医学部公衆衛生学講師
　平成22年　近畿大学医学部公衆衛生学助教授
　平成25年　大阪医科大学医学部衛生学・公衆衛生学教授（現在に至る）

■主な学会／専門医資格
　日本疫学会・日本公衆衛生学会・日本衛生学会・アメリカ骨代謝学会・日本骨形態計測学会
　日本医師会認定産業医・日本公衆衛生学会認定専門家

■研究課題
　骨粗鬆症性骨折に関するリスク評価、循環器疾患と骨粗鬆症の関連の検討
　ナショナルデータベースを用いた骨粗鬆症診療に関する研究

大学院における教育・研究活動

　大学院ではわが国の疾病構造の変遷を理解し、その要因の解明と対策
の樹立について予防医学的視点から学習する。また関連する諸問題に関
して知識を高めるとともに、健康影響を正しく把握し、評価するための疫
学的考察力を習得する。

骨粗鬆症性骨折のリスク評価、骨粗鬆症と循環器疾患の関連につ
いての検討
　骨粗鬆症や骨粗鬆症性骨折が起こると、動脈硬化性疾患リスクが上が
るというエビデンスが報告され、慢性炎症、糖尿病等病態が「骨・血管連
関」に関与することが注目されています。地域在住女性を対象とした
Japanese Population-based Osteoporosis(JPOS)研究
の10年次追跡時に動脈硬化指標である頸動脈内中膜壁厚(IMT)値の測
定を行い、ベースライン時に骨粗鬆症または推体骨折保有の閉経女性で
は、骨量正常もしくは減少の者と比較して、IMT値が有意に高く、動脈硬
化性疾患発症リスクが高まることが示唆されました。2015-2017年に
実施したJPOS研究20年次追跡調査においても、動脈硬化指標を測定
し、骨粗鬆症と動脈硬化の進展について検討しました。
　2022-2023年に実施予定のJPOS研究25年次追跡調査においても
IMT値の測定を行い、骨粗鬆症または骨折がその後の動脈硬化の進展の
度合いに関連するかどうかを検討します。

「健康寿命をのばすたかつきモデル」事業
　当教室は、文部科学省平成29年度『私立大学研究ブランディング事
業』選定プロジェクト  事業名：オミックス医療に向けた口腔内細菌叢
研究とライフコース疫学研究融合による少子高齢中核市活性化モデル
創出（https://www.ompu.ac.jp/omics-health/）として開始し、他教室
とともに分野横断的にこの取り組みを継続しています。

　ヒトの腸内細菌叢の構成は乳幼児期に確立されるとも指摘されていま
すが、口腔内細菌叢の構成過程と関連要因については未知の部分も多い
と言われています。本研究により疾患特異的な口腔内細菌・細菌叢構成比
に影響する個人の特性や生活習慣等の要因を明らかにし、これらの要因
を加味した生涯にわたる健康増進・疾病予防、ひいては健康寿命延伸のた
めの健康増進プログラムの策定をひきつづき目指しています。

National Data Baseを用いた骨粗鬆症診療に関する調査
　骨粗鬆症に診療に関するNDBグループとして、厚生労働省が管理し
ている匿名電子レセプトのアーカイブであるNational Data Base

（NDB）を活用した骨粗鬆症診療の実態調査を実施中です。これまで
2012年から2015年の骨折発生率の動向及び都道府県別の大腿骨
近位部骨折の発生状況を検討した結果、女性では年齢調整発生率に有
意な変化はなかったが、男性では有意な上昇をみとめ、都道府県別発生
率では依然として西高東低の分布であることを示しました。
　また、「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン」における
骨粗鬆症治療に関するガイドライン遵守の実態や糖尿病治療薬と骨折
リスクの関連等について検討しています。

現在の研究テーマ

教育・研究指導方針

Characterization of Salivary Microbiota in Patients with 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Case-Control Study. 
Kato-Kogoe N, Kamiya K, Gu YH, Tamaki J, et al. J Atheroscler 
Thromb. 2022 Mar;29(3):403-421.

Insufficient increase in bone mineral density testing rates and 
pharmacotherapy after hip and vertebral fracture: analysis of the 
National Database of Health Insurance Claims and Specific 
Health Checkups of Japan. Nakatoh S, Tamaki J, et al. Arch 
Osteoporos. 2021 Sep;16(1):130.

Accommodation process for disabled workers:  Role of 
occupational health professionals in Japan. Tsuji H, Ozawa T, 
Hayashi E, Tamaki J. Sangyo Eiseigaku Zasshi. 2021 Jan;63
(1):21-26.

Decreased bone mineral density and osteoporotic fractures are 
associated with the development of echogenic plaques in the 
carotid arteries over a 10-year follow-up period: The Japanese 
Population-based Osteoporosis (JPOS) Cohort Study. Hamada 
M, Tamaki J, Kamiya K, Iki M, et al. Maturitas. 2020 Jan; 
131:40-47.

Association between hand-grip strength and site-specific risks 
of major osteoporotic fracture: Results from the Japanese 
Population-based Osteoporosis Cohort Study. Kamiya K, Tamaki 
J, Iki M, et al. Maturitas. 2019 Dec: 130:13-20.

Estimates of hip fracture incidence in Japan using the National 
Health Insurance Claim Database in 2012-2015. Tamaki J, 
Fujimori K, Ikehara S, Kamiya K, Nakatoh S, Okimoto N, Ogawa 
S, Ishi i  S, Ik i  M; Working Group of Japan Osteoporosis 
Foundation. Osteoporos Int. 2019 May;30(5):975-983.

Hyperglycemic status is associated with an elevated risk of 
osteoporotic fracture in community-dwelling elderly Japanese 
men: The Fujiwara-kyo osteoporosis risk in men (FORMEN) 
cohort study. Iki M, Fujita Y, Kouda K, Yura A, Tachiki T, Tamaki 
J, et al. Bone. 2019 Apr;121:100-106.

Low bone mineral density is associated with an elevated risk of 
developing increased arterial stiffness: A
10-year follow-up of Japanese women from the Japanese 
Population-based Osteoporosis (JPOS) cohort study. Jaalkhorol 
M, Fuj ita Y, Kouda K, Tamaki J, et al .  Maturitas. 2019 
Jan;119:39-45.

Muscle strength is associated with bone health independently 
of muscle mass in postmenopausal women: the Japanese 
population-based osteoporosis study. Tachiki T, Kouda K, 
Dongmei N, Tamaki J, Iki M, et al. J Bone Miner Metab. 2019 
Jan;37(1):53-59.

Does Trabecular Bone Score (TBS) improve the predictive ability 
of FRAXⓇ for major osteoporotic fractures according to the 
Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) cohort study?  
Tamaki J, et al.　J Bone Miner Metab. 2018 Feb 21. doi: 
10.1007/s00774-018-0910-7. 

Ratio of Endogenous Secretory Receptor for Advanced 
Glycation End Products to Pentosidine Predicts Fractures in 
Men. Tamaki J,et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Jan 1;103
(1):85-94. 

Total 25-hydroxyvitamin D levels predict fracture risk: results 
from the 15-year follow-up of the Japanese Population-based 
Osteoporosis (JPOS) Cohort Study.  Tamaki  J ,  et a l .　
Osteoporos Int. 2017 Jun;28(6):1903-1913.

Challenges and solutions in immigrant occupational health in 
the United States: a literature review and comparative analysis.  
Tsuji H, Usuda K, Takahashi Y, Kono K, Tamaki J.　Sangyo 
Eiseigaku Zasshi. 2016 Jun 7;58(2):63-71.   

研究実績

社会医学系専門医、産業医
理学療法士・心臓リハビリテーション指導士
管理栄養士
理学療法士
保健師・看護師

日本疫学会・日本公衆衛生学会・アメリカ骨代謝学会
日本公衆衛生学会・日本理学療法士協会
日本疫学会・日本公衆衛生学会
日本理学療法士協会
日本睡眠学会・日本総合病院精神医学会

玉置淳子（教　授）
神谷訓康（講師（准））
久藤麻子（講師（准））
津田晃司（助　教）
大道智恵（助　教）

中学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）

日本疫学会・日本公衆衛生学会
日本循環器病予防学会・日本高血圧学会

永井雅人（助　教）
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　骨粗鬆症や骨粗鬆症性骨折が起こると、動脈硬化性疾患リスクが上が
るというエビデンスが報告され、慢性炎症、糖尿病等病態が「骨・血管連
関」に関与することが注目されています。地域在住女性を対象とした
Japanese Population-based Osteoporosis(JPOS)研究
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現在の研究テーマ

教育・研究指導方針

Characterization of Salivary Microbiota in Patients with 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Case-Control Study. 
Kato-Kogoe N, Kamiya K, Gu YH, Tamaki J, et al. J Atheroscler 
Thromb. 2022 Mar;29(3):403-421.

Insufficient increase in bone mineral density testing rates and 
pharmacotherapy after hip and vertebral fracture: analysis of the 
National Database of Health Insurance Claims and Specific 
Health Checkups of Japan. Nakatoh S, Tamaki J, et al. Arch 
Osteoporos. 2021 Sep;16(1):130.

Accommodation process for disabled workers:  Role of 
occupational health professionals in Japan. Tsuji H, Ozawa T, 
Hayashi E, Tamaki J. Sangyo Eiseigaku Zasshi. 2021 Jan;63
(1):21-26.

Decreased bone mineral density and osteoporotic fractures are 
associated with the development of echogenic plaques in the 
carotid arteries over a 10-year follow-up period: The Japanese 
Population-based Osteoporosis (JPOS) Cohort Study. Hamada 
M, Tamaki J, Kamiya K, Iki M, et al. Maturitas. 2020 Jan; 
131:40-47.

Association between hand-grip strength and site-specific risks 
of major osteoporotic fracture: Results from the Japanese 
Population-based Osteoporosis Cohort Study. Kamiya K, Tamaki 
J, Iki M, et al. Maturitas. 2019 Dec: 130:13-20.

Estimates of hip fracture incidence in Japan using the National 
Health Insurance Claim Database in 2012-2015. Tamaki J, 
Fujimori K, Ikehara S, Kamiya K, Nakatoh S, Okimoto N, Ogawa 
S, Ishi i  S, Ik i  M; Working Group of Japan Osteoporosis 
Foundation. Osteoporos Int. 2019 May;30(5):975-983.

Hyperglycemic status is associated with an elevated risk of 
osteoporotic fracture in community-dwelling elderly Japanese 
men: The Fujiwara-kyo osteoporosis risk in men (FORMEN) 
cohort study. Iki M, Fujita Y, Kouda K, Yura A, Tachiki T, Tamaki 
J, et al. Bone. 2019 Apr;121:100-106.

Low bone mineral density is associated with an elevated risk of 
developing increased arterial stiffness: A
10-year follow-up of Japanese women from the Japanese 
Population-based Osteoporosis (JPOS) cohort study. Jaalkhorol 
M, Fuj ita Y, Kouda K, Tamaki J, et al .  Maturitas. 2019 
Jan;119:39-45.

Muscle strength is associated with bone health independently 
of muscle mass in postmenopausal women: the Japanese 
population-based osteoporosis study. Tachiki T, Kouda K, 
Dongmei N, Tamaki J, Iki M, et al. J Bone Miner Metab. 2019 
Jan;37(1):53-59.

Does Trabecular Bone Score (TBS) improve the predictive ability 
of FRAXⓇ for major osteoporotic fractures according to the 
Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) cohort study?  
Tamaki J, et al.　J Bone Miner Metab. 2018 Feb 21. doi: 
10.1007/s00774-018-0910-7. 

Ratio of Endogenous Secretory Receptor for Advanced 
Glycation End Products to Pentosidine Predicts Fractures in 
Men. Tamaki J,et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Jan 1;103
(1):85-94. 

Total 25-hydroxyvitamin D levels predict fracture risk: results 
from the 15-year follow-up of the Japanese Population-based 
Osteoporosis (JPOS) Cohort Study.  Tamaki  J ,  et a l .　
Osteoporos Int. 2017 Jun;28(6):1903-1913.

Challenges and solutions in immigrant occupational health in 
the United States: a literature review and comparative analysis.  
Tsuji H, Usuda K, Takahashi Y, Kono K, Tamaki J.　Sangyo 
Eiseigaku Zasshi. 2016 Jun 7;58(2):63-71.   
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日本疫学会・日本公衆衛生学会
日本循環器病予防学会・日本高血圧学会

永井雅人（助　教）
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●教室の特色●

●教室の概要・特徴●

●教室の指導教員●

　キマーゼという酵素が関連する病態の解析とその阻害薬の有用性を主な研究テーマとしています。キマーゼは、アンジオテンシンⅡ産生酵素

として発見されましたが、その後、Transforming Growth Factor (TGF)-βやMatrix Metalloproteinase（MMP）-9の活性化酵素としても機

能していることが明らかになり、循環器系の疾患のみならず、線維化や炎症に関連する様々な病態に関与することを報告してきました（英語論文 

200報以上）。

　研究手法としては、①臨床検体の解析よりキマーゼと疾患との関連性を解析する②動物を用いて疾患モデルを作製し、キマーゼとの関連性を

解析する③動物疾患モデルに対するキマーゼ阻害薬の効果と機序を解明する。これらの手法を通して創薬を目指した研究を行っています。また、

キマーゼ以外の研究テーマに関しても学内外との共同研究を盛んに行っております。

■連 絡 先 ： TEL 072‒684‒6021
■ホームページ ： https://www.osaka-med.ac.jp/deps/grd/

　個々の大学院生の興味や意見を取り入れながら研究テーマを構築し、主にin vivoの実験を行っています。具体的には疾患モデル動物の作

製、機能解析（血圧、心機能、血管反応性）、生化学的解析（遺伝子発現や蛋白発現の定量）、組織学的解析（一般染色、免疫染色）の手技習得と実

験結果から病態機序および薬効機序が理解できるよう指導しております。

教育・研究指導方針

現在の研究テーマとその概要並びに展望

大学院における研究活動

金　徳男（講　師） 人工血管狭窄の機序解明と新規人工血管の開発循環薬理

氏 名（職 掌） 研究課題専門領域

39 創薬医学教室

　創薬医学教室は、大学院医学研究科の大学院生の研究サポートを行うと共に大学院委員会および学務部医学事務課と連携して学位取得へ

向けた環境整備に注力しております。具体的には研究計画の立案、手技、解析方法、結果の考察、学会発表および学位論文作成まで幅広いサポ

ートを行っています。

髙井 真司（たかい しんじ）教授
■専門分野
　創薬医学、薬理学、薬物動態学

■学歴・職歴

　平成  8年　大阪医科大学大学院医学研究科修了　博士（医学）
　平成  8年　大阪医科大学助手
　平成10年　大阪医科大学講師
　平成13年　大阪医科大学助教授
　平成26年　大阪医科大学大学院教授

■主な学会／専門医資格
　日本薬理学会（評議員、代議員、研究推進委員会委員）、日本高血圧学会（評議員、検証委員会委員）
　日本循環薬理学会（幹事）、日本心脈管作動物質学会（評議員）、日本病態プロテアーゼ学会（理事）
　米国心臓協会（FAHA）

■研究課題
　キマーゼという酵素の病態生理学的役割の解明とキマーゼ阻害薬の開発

❶心筋梗塞の病態におけるキマーゼの役割
　心筋梗塞直後より梗塞部位で増加するキマーゼに伴ってアンジ

オテンシンII産生も著増することを見出し、キマーゼ阻害薬が心筋

梗塞後の心機能改善効果に加え、生存率を改善することを報告し

た。この生存率の改善効果にはキマーゼ阻害による抗不整脈効果

が寄与することも明らかにした。

❷新しい人工血管開発の試み
　腎透析患者のシャント血管および移植人工血管の血栓や内膜肥

厚が臨床上大きな問題となっている。これまでにイヌ動静脈シャ

ントおよび人工血管動静脈グラフトモデルを用いて血管狭窄を再

現したところ、キマーゼが本病態に深く関与することを見出した。

現在、薬物療法による予防に加えて狭窄を起こしにくい新素材の

人工血管開発に取り組んでいる。

❸術後癒着予防の確立
　キマーゼは癒着形成に深く関わるTransforming growth 

factor-βを活性化するため、その阻害薬には、強力な癒着予防効

果が期待されている。これまでに本学の眼科学教室や一般・消化器

外科学教室との共同研究を通じてキマーゼ阻害薬の術後癒着予防

効果およびその機序の解明を行ってきた。現在、薬効の更なる向上

を目指し、関西大学との医工連携によるキマーゼ阻害薬含有徐放

製剤の開発も行っている。

金 徳男 講師

研究実績

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kuramoto T, Jin D, Komeda K, et al. Chymase as a 
novel therapeutic target in acute pancreatitis. Int J Mol 
Sci. 2021;22:12313.（共同研究：本学一般・消化器外科学
教室） 
Yoshizaki Y, Nagata T, Fujiwara S, et al. Postoperative 
adhes ion  p revent i on  us i ng  a  b i odeg radab le  
temperature-responsive injectable polymer system and 
concomitant effects of chymase inhibitor. ACS Appl 
Bio Mater. 2021;4:3079-3088（共同研究：関西大学） 
Kumagai E, Hosohata K, Furumachi K, Takai S.
Effectiveness of monitoring free carnitine levels for 
L-carnitine supplementation in hemodialysis patients 
to maintain carnitine sufficiency and nutritional factors. 
Ther Apher Dial. 2021;25:595-606.（共同研究：健和会病
院、本学薬学部・臨床薬学教育研究センター）
Vincent  L ,  Lapo inte  C ,  Lo  M,  et  a l .  Mast  ce l l  
Degranulation increases mouse mast cell protease 
4 -dependent  vasop resso r  r esponses  to  b ig  
endothelin-1 but not angiotensin I. J Pharmacol Exp 
Ther. 2021;376:213-221.（共同研究：カナダ・シャーブルッ
ク大学）
Terai K, Jin D, Watase K, Imagawa A, Takai S. 
Mechanism of albuminuria reduction by chymase 
i n h i b i t i o n  i n  d i a b e t i c  m i c e .  I n t  J  M o l  S c i .  
2020;21:7495.（共同研究：本学第一内科学教室）
Shibayama Y, Takahashi K, Yamaguchi H, et al. 
Aberrant (pro)renin receptor expression induces 
g e n o m i c  i n s t a b i l i t y  i n  p a n c r e a t i c  d u c t a l  
a d e n o c a r c i n o m a  t h r o u g h  u p r e g u l a t i o n  o f  
SMARCA5/SNF2H. Commun Biol. 2020;3:724.（共同研
究：香川大学、東京大学、大阪大学など）
Watase K, Jin D, Terai K, et al. Possible roles of 
periostin in the formation of hemodialysis vascular 
access stenosis after polytetrafluoroethylene graft 
implantation in dogs. Int J Mol Sci. 2020;21:3251.（共
同研究：有澤総合病院、近畿大学）
Liu S, Liu L, Jin D, Zhang Q, Takai S. The novel 
mechanism of valproate to prevent peritoneal adhesion 
formation. Surg Today. 2020;50:1091-1098.（共同研
究：中国・大連大学）
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●センターの特色●

●センターの概要・特徴●

●センター指導医・上級医●

　当院は地域がん診療連携拠点病院（高度型）に認定されており（2022年度全国で55施設、大阪府内は８施設）、三島圏域のがん診療の重要な役割を担
っています。
　従来、各診療科それぞれが、きめの細かいがん診療を行ってきましたが、全人的がん医療を継続的に提供することを目的に、がん医療総合センターを設
立し質の高い高度ながん医療を実施しています。新手術棟の完成による高難度手術・高精度放射線照射、がん遺伝子プロファイリング検査、がん免疫療法
などの先端的がん診療機能を結集し、大阪医科薬科大学病院の特色のあるがん医療の開発を目指します。地域がん医療の深化が求められる現在、がん医
療総合センター機能をより一層強化するため、臨床・研究・教育のさらなる充実をはかり、社会に開かれた安全で質の高いがん医療を提供しています。

　がん医療総合センターは、がんに関する情報の集約分析並びに対がん戦略の企画立案、がん登録、集学的治療を円滑に行うためのがん治療支援、がん
の治験・臨床試験の活性化支援、がんの先端医療の開発、そして広報の活性化並びにがん専門教育研修実施の基盤整備に関する業務を多職種が連携して
行っています。これにより、がん診療連携拠点病院としての機能の向上、病病・病診連携の拡充、治験･臨床試験などがん臨床研究の推進 、がん専門医療
人の育成、積極的ながん医療情報発信が可能となりました。特に研修医の先生方には、がん治療支援部門を中心に、集学的治療の実践を通じてがんチー
ム医療の重要性を理解頂きたいと思います。また、当センターでの研修を通じ、臨床腫瘍学・緩和医療学の視点からがん診療を見つめ直すことで、臓器別
に得ていた今までのがんに関する知識がより深化し融合し、全人的がん診療を実践できる医師の養成に取り組んでいます。

■連 絡 先 ： 大阪医科薬科大学病院がん医療総合センター　TEL：072-683-1221（内線 3082）
■ホームページ ： https://hospital.ompu.ac.jp/cancercenter/

評価：EV（Evaluation）
　当院共通の研修評価表により、研修医の評価を行います。

〈一般目標：GIO〉
　患者を指導医のもと診療し、各症例を詳細に検討することにより、専門
的な知識・技術を修得し全人的ながん診療の実践を目標とします。がん薬
物療法や緩和・支持療法においては標準治療を理解し実践し、さらなる治
療成績向上のために行われる治験や臨床試験の重要性を理解の目指すと
ともに研究の科学性や倫理的配慮などを習得します。
〈経験目標：SBOs〉
基本的な診療技術の習得
 ・ ①患者診察ができる。②臨床検査の適正な評価ができる。③画像検査の

適正な評価ができる。④患者、その家族、および医療従事者とのコミュ
ニケーション力の向上。⑤職業的責任を倫理原則に基づきプロフェシ
ョナリズムを遂行する。

がん薬物療法の臨床実践
 ・ ①薬物療法の理解と適応を決定する。②エビデンスに基づいた治療適

応を判断する。③抗がん薬の毒性プロファイルを理解し、患者状態（臓
器障害等の場合）にあわせた投与計画をたてる。④がん薬物療法の支
持療法を習得する。⑤治療効果判定と有害事象の評価をする。

緩和ケア
 ・ ①症状マネジメントを学ぶ。②心理社会的側面について学ぶ。③倫理

的側面を学ぶ。④チーム医療を学ぶ。

研修内容と到達目標

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題等
二瓶圭二（教　授）
後藤昌弘（特務教授）
藤阪保仁（特務教授）
新保大樹（講　師）
山口敏史（講師（准））
田村洋輔（助　教）
浅石　健（助　教）

がん治療認定医・放射線治療専門医
がん薬物療法専門医・消化器専門医
がん薬物療法専門医・呼吸器専門医
放射線治療専門医
がん薬物療法専門医・総合内科専門医・消化器専門医
がん治療認定医・呼吸器専門医
緩和医療認定医・総合内科専門医・消化器専門医

放射線治療全般
消化器癌の薬物療法
胸部腫瘍の薬物療法・早期開発臨床試験
放射線治療全般
固形がんの薬物療法
胸部腫瘍の薬物療法
EBMに基づく緩和医療の創出

初期臨床研修プログラムの特徴
　本プログラムで，がん診療業務に不可欠な知識、技能、臨床力、心構えを習得します。悪性疾患の管理には、多くの異なる医学専門分野の専門技能
が必要ですが、がん医療総合センターの臓器横断的・職種横断的な人材配置により高度な集学的がん診療の習得が可能です。
　消化器悪性腫瘍（胃がん、大腸がん、食道がんなど）、呼吸器悪性腫瘍（肺がん、悪性胸膜中皮腫、縦隔腫瘍など）や原発不明癌などの病態診断と治療
を学びます。また、分子標的治療薬・免疫療法の登場により複雑化した治療体系を整理し、個別化治療導入の基本を理解します。さらに、EBMに基づ
いた、がん薬物療法を実践することで標準治療を理解し、ゲノム医療、治験や臨床試験および臨床研究倫理などの重要性を理解します。
　身体的および精神的苦痛の把握と理解を通じ、全人的ながん診療を習得するため、緩和ケアチームの一員として研修を行うことも可能です。緩和
ケアチームでの活動を通じて、多職種が連携し全人的苦悩（total suffering）から解放されるよう、患者のクオリティ・オブ・ライフ（Quality of 
life: QOL）の向上を目指す緩和医療（Palliative Medicine）の重要性を理解します。アドバンス・ケア・プランニング（ACP）についての理解を深め
ます。また、訪問診療に同行することで、在宅における緩和ケアの実際を経験します。患者の医療・ケア・生活を支える地域のリソースを知り、地域に
おいて医療福祉従事者が連携することの重要性を理解し、人生の最終段階においても患者が望んだ場所で過ごせることを学びます。

■専門分野
　脳腫瘍、頭蓋底腫瘍、間脳下垂体腫瘍

■職歴
　平成03年　札幌医科大学卒業
　令和  元年　脳神経外科 教授

■主な学会／専門医資格
　日本脳神経外科学会 専門医・指導医、日本神経内視鏡学会 技術認定医、
　日本内分泌学会 内分泌代謝科（脳神経外科）専門医、日本脳卒中の外科 技術指導医

■研究課題
　頭蓋底微小解剖の研究、悪性脳腫瘍の浸潤機序解析

鰐渕 昌彦（わにぶち まさひこ）がん医療総合センター長
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●管理部の特色●

　医療総合管理部とは、医療安全推進室（旧 医療安全対策室）、QI管理室（旧 医療管理室）、診療情報管理室、感染 
対策室の4つの室から構成された、総合的に病院の医療の質や安全の向上を目指していく部門です。社会に期待
されている医療の質を保ち、国際的に通用する安全な医療を提供できるように病院の組織改編が行われ、2019
年4月に誕生しました。医療安全推進室とQI管理室が医療安全管理部門を、QI管理室と診療情報管理室が医療の
質管理部門をそれぞれ担当します。ここに感染対策部門として感染対策室を加え、4室が横断的に随時連携する
体制が整備されています。安全、感染、療養担当規則の遵守の啓蒙も重要な活動の一つであり、初期研修医やレジ
デントのための院内研修の機会を提供しています。立案と実践、教育と評価を通じて、特定機能病院ならではの高
度な医療を安全に提供していきたいと思います。

　医療安全は日常臨床の要です。2019年4月より、病院長直属の組織である医療総合管理部の傘下となりました。医療安全推進室の室長は、ゼネラルリスクマネージ
ャーであり、実務のリーダーです。その他、医療法で定められた職席として専従の医療安全管理者1名、兼任の医薬品安全管理責任者1名、医療機器安全管理責任者1名、
医療放射線安全管理責任者1名が所属しています。また、全部署に現場監督するリスクマネージャーが136名、その他に兼任医療安全推進室員という8名の院内有志の
存在も見逃せません。
　医療安全推進室の守備範囲は、事故を未然に防ぐための活動から、事故につながる小さな問題や発生した後の活動に及びます。実際には、発生を教訓として新たな課
題を発見し、システムを改善して再発防止を図ります。医療安全対策は、個人の責任に帰することなく、システムの改善につなげるシステムズアプローチが原則です。
さらに最近は、コミュニケーションなどチームワーク向上も医療安全対策の最重要テーマに位置づけています。
　一方、事故後の最大の課題は「情報開示と謝罪」です。事故後、速やかに患者さんやご家族に情報開示を行い、その後も間断なくコミュニケーションが維持されるよう
患者サービス課と連携して医療安全推進室が調整しています。同時に事故を客観的に評価するために医療安全調査委員会を行います。責任が明らかになった場合は、
責任表明の謝罪を行い、無用なコンフリクトの回避に努めています。事故の前後を問わず、事実の確認を行いながら、常に患者さんの立場を擁護することが基本方針で
す。この方針は、新しい事故調査制度の精神にも合致しています。医療安全推進室は病院で働く人々の意識や態度に、医療安全という価値観が常に反映する状態を保つ
ために活動しています。医療安全文化の醸成こそが我々の使命です。
　さらに、今年度の活動テーマに、『心理的安全性 を基盤とするチーム医療の実践』を掲げています。チームの仲間に対して羞恥心や怯えを感じず、本来の力を伸び伸び
と発揮できる環境作りにより、医療の質と安全を高める事を目指しています。

インシデント・アクシデントの収集と分析を行い、情報収集に努めつつ再発
防止策の立案と周知を図る
医療安全の理解を深めるための職員研修会を企画運営し、受講状況を把握
する
医療事故の確認と調査を行うと共に、心情ケアとしての「情報開示と謝罪」が
速やかに行われるよう調整する
医療圏における医療安全文化の醸成のため、中心的な役割を担う

1.

2.

3.

4.

■連 絡 先 ： 内線 2400／e-mail：QI@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://hospital.ompu.ac.jp/dept_list/safety_measure/index.html

■連 絡 先 ： 内線 2990・2991／e-mail：anzen@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介 業務の紹介

年間に5例以上のインシデントレポートを報告し、医療安全の活動に参加する
医療の質や医療安全に関する研修会に参加（年間2回以上）し、医療の質・医療
安全に関する基本的な知識を学ぶ
医療安全調査委員会に参加（年間1回）し、院内で発生した事故や重篤な合併症
の症例について議論・検討し、医療安全の重要性を学ぶ
希望があれば、医療安全に関する学会・研修会に参加できる

・
・

・

・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

新田雅彦
中平淳子

森田美千代
山口陽子
菊田裕規
畑　武生

室長

副室長

医療安全管理者

専従看護師

専従薬剤師

兼任薬剤師

診療情報管理室、感染対策室
医療安全推進室、QI管理室 ）（

星賀 正明（ほしが まさあき）部長

感染対策室

診療情報管理室

QI（クオリティー・インディケーター）管理室

医療安全推進室

　QI管理室は、医療の質のモニタリングや、療養担当規則の遵守をはじめとする適切な保険診療の指導に関する活動を主に行っています。
　安全で質の高い医療を安定的に提供するため、日本病院会が実施するQIプロジェクトに参加し、QI（Quality Indicatorクオリティ・インディケーター）「医療の質を
表す指標」を登録するとともに、院内でも独自に指標を設定しています。各部署に配置のクオリティマネージャー（医療の質向上担当者）と連携しながら、継続的に医療
の質を測定、評価、公表し、経時的にこれらの指標を改善することに取り組んでいます。
　また、高難度新規医療技術の提供や未承認新規医薬品等の使用の適否等を決定する部門の役割も担っており、医療総合管理部の各室と密に連携しながら、医療安全
と医療の質の両面の更なる向上を目指し、医師3名、看護師1名、薬剤師1名、事務員2名（兼任者含む）で活動しています。

事故を防ぐ体制を確保するため医療安全に資する診療内容のモニタリング
等に関する業務

1.

適切な保険診療、DPCの教育・指導
職員の医療安全及び医療の質向上に関する意識向上への取り組み
高難度新規医療技術の導入に関する業務
未承認新規医薬品等の使用に関する業務
その他、医療安全、医療の質向上に関する業務

2.
3.
4.
5.
6.

■連 絡 先 ： 内線 2400／e-mail：QI@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介 医療保険システムの教育（保険請求に関わるカルテ記載等）
医療安全に資するカルテ記載の指導

・
・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

上田英一郎
矢木亮吉

室長（医療総合管理部副部長）

副室長

　診療情報管理室は2019年4月より医療総合管理部の1部門となり、医療総合管理部診療情報管理室となりました。室長は医療総合管理部副部長、QI管理室長を兼務
しており、副室長は電子カルテ調査実務委員会で副委員長として積極的に監査を行い、臨床研修医に対しては、入職時の記録について指導を行っています。診療情報管
理室職員はこれまで以上に診療情報の記載内容充実に取り組むと共に、個人情報の保管・管理に細心の注意をはらい、日々の業務を行っています。
　当院は2014年に電子カルテに移行しました。診療録の「量的な管理」から電子カルテ移行後は診療情報の「質的な管理」へ移行しています。院内で発生する紙の資料
はほぼすべてが診療情報管理室でチェックされ、スキャンを行い電子カルテに取り込まれます。
　診療情報管理室では、意思伝達や情報共有のツールの一つである診療記録の充実を図り、『わかりやすい記録』が残せるように、医療の質と安全を高めることを目指
しています。

スキャン業務…電子カルテ移行時よりe文書法に準拠したタイムスタンプ
を導入し、スキャン業務と文書管理を行います
診療情報管理業務…2週間以内サマリー完成確認、督促業務、紙カルテの貸
出・督促業務を行います

1.

2.

クリニカルパス業務…クリニカルパス申請事務を行い標準的なパスが作成
されているかの確認、蓄積されたデータの分析を行い、良質で安全な医療へ
の貢献を目指します
院内がん登録…がん登録情報3000件以上を目指します。予後調査、がんに
関連する統計を作成します
診断書補助入力業務…生命保険会社の診断書の補助入力を行います
DPC様式1確認業務…正しいコーディングを医事課と協同で行います
カルテ開示…質の良い記録作成に尽力し、速やかに対応します
診療録のオーディット…医師、看護師、多職種で監査を行います
NCD登録業務…一般・消化器・小児外科、腎泌尿器外科のデータ入力を行います

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

■連 絡 先 ： 内線 2507・2508／e-mail：karte@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介

適切なカルテ記載（インフォームド・コンセント記録含む）の指導
個人情報の保護、管理に関する教育
クリニカルパス作成に関すること

・
・
・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

上田英一郎
藤田修一

室長（医療総合管理部副部長）

副室長

　最近の医療の高度化・専門化に伴い、医療はより複雑となり、耐性菌をはじめとする院内感染対策の重要性がますます大きくなっています。当院では、病院の理念で
ある"社会のニーズに応える安全で質の高い医療を皆様に提供するとともに良識ある人間性豊かな医療人を育成します"を実現するために、医療に携わるスタッフ全員
で院内感染対策に取り組んでいます。その活動の概要は以下の3点です。
　1.院内感染の発生予防に努めるとともに、院内感染発生時には適切な対応を行います。
　2.医療従事者に対する感染対策や感染症診療に関する教育を行います。

3.行政や関連医療機関と協力して地域の感染対策のレベルアップに貢献し、エビデンスを発信します。 感染対策室の中には感染制御の専門家集団である感染制御チー
ム（Infection Control Team:ICT）と感染症診療を専門とする抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial stewardship Team：AST）を設置しています。感染制御
チーム（ICT）は定期的な環境ラウンドを実施し、日常の感染対策を推進・徹底しています。抗 菌薬適正使用支援チーム（AST）は定期的なASTラウンドと血液培養ラ
ウンドを実施し、感染症コンサルテーション外来を行うことで、耐性菌の抑制のため抗菌薬の適正使用を推進し、感染症診療を支援する活動を行っています。

感染対策についての啓発・教育・広報活動
感染対策マニュアル及び抗菌薬使用マニュアルの作成・整備
感染対策実務
感染対策処置・予防の評価と指導
職業感染対策（職員ワクチン接種含む）

1.
2.
3.
4.
5.

病院感染サーベイランス
院内感染発生時の対応
院内環境衛生

6.
7.
8.

感染対策室ミーティング、感染管理委員会の準備
感染症診療支援
その他

9.
10.
11.

部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介

研修医に関する事項
感染対策は医師にとって生涯を通して必要なスキルであり、全職員は年間2回以上感染対策の講習会
に参加することが義務付けられています。当院における初期研修では研修中に感染対策室ミーティ
ングに出席し、感染対策の実務に触れる機会を用意しています。
感染症専門医の取得について
感染症専門医は、耐性菌対策のために日本で少なくとも3,000名が必要とされていますが、専門医数
はまだ約1,500名にとどまっているため、国としても増員すべき専門医とされ、今後活躍の場が広が
っていく資格と考えられます。感染症専門医制度はカリキュラム制を採用しており、多くの基本領域
の二階建てとして取得可能となっています。すなわち他の診療科に所属したまま、基本領域の研修年
限を含め感染症に関する6年間の研修を行い、3年間日本感染症学会に入会し感染対策室のAST活動
を中心とした一定の業務を兼務し、学術的な活動を行うことにより、感染症専門医の受験資格を得る
ことができます。関心のある医師は是非感染対策室までお問い合わせください。具体的な内容に関し
て詳しく説明いたします。（基本領域：日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本外科
学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経
学会、日本内科学会、日本脳神経外科学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻
酔科学会、日本リハビリテーション学会、日本臨床検査医学会）

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

浮村　聡
小川　拓
川西史子
山田智之
松本裕喜
南　健太

室長・感染症専門医

副室長・感染症専門医

感染管理認定看護師

抗菌化学療法認定薬剤師

抗菌化学療法認定薬剤師

感染制御認定臨床微生物検査技師

機構図 病　院

医療安全推進室

医療安全管理部門感染対策部門 医療の質管理部門

QI管理室感染対策室 診療情報管理室

医療総合管理部

※室員24名（診療情報管理士9名,事務員1名,契約職員2名,委託職員6名,アルバイト職員6名）
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●管理部の特色●

　医療総合管理部とは、医療安全推進室（旧 医療安全対策室）、QI管理室（旧 医療管理室）、診療情報管理室、感染 
対策室の4つの室から構成された、総合的に病院の医療の質や安全の向上を目指していく部門です。社会に期待
されている医療の質を保ち、国際的に通用する安全な医療を提供できるように病院の組織改編が行われ、2019
年4月に誕生しました。医療安全推進室とQI管理室が医療安全管理部門を、QI管理室と診療情報管理室が医療の
質管理部門をそれぞれ担当します。ここに感染対策部門として感染対策室を加え、4室が横断的に随時連携する
体制が整備されています。安全、感染、療養担当規則の遵守の啓蒙も重要な活動の一つであり、初期研修医やレジ
デントのための院内研修の機会を提供しています。立案と実践、教育と評価を通じて、特定機能病院ならではの高
度な医療を安全に提供していきたいと思います。

　医療安全は日常臨床の要です。2019年4月より、病院長直属の組織である医療総合管理部の傘下となりました。医療安全推進室の室長は、ゼネラルリスクマネージ
ャーであり、実務のリーダーです。その他、医療法で定められた職席として専従の医療安全管理者1名、兼任の医薬品安全管理責任者1名、医療機器安全管理責任者1名、
医療放射線安全管理責任者1名が所属しています。また、全部署に現場監督するリスクマネージャーが136名、その他に兼任医療安全推進室員という8名の院内有志の
存在も見逃せません。
　医療安全推進室の守備範囲は、事故を未然に防ぐための活動から、事故につながる小さな問題や発生した後の活動に及びます。実際には、発生を教訓として新たな課
題を発見し、システムを改善して再発防止を図ります。医療安全対策は、個人の責任に帰することなく、システムの改善につなげるシステムズアプローチが原則です。
さらに最近は、コミュニケーションなどチームワーク向上も医療安全対策の最重要テーマに位置づけています。
　一方、事故後の最大の課題は「情報開示と謝罪」です。事故後、速やかに患者さんやご家族に情報開示を行い、その後も間断なくコミュニケーションが維持されるよう
患者サービス課と連携して医療安全推進室が調整しています。同時に事故を客観的に評価するために医療安全調査委員会を行います。責任が明らかになった場合は、
責任表明の謝罪を行い、無用なコンフリクトの回避に努めています。事故の前後を問わず、事実の確認を行いながら、常に患者さんの立場を擁護することが基本方針で
す。この方針は、新しい事故調査制度の精神にも合致しています。医療安全推進室は病院で働く人々の意識や態度に、医療安全という価値観が常に反映する状態を保つ
ために活動しています。医療安全文化の醸成こそが我々の使命です。
　さらに、今年度の活動テーマに、『心理的安全性 を基盤とするチーム医療の実践』を掲げています。チームの仲間に対して羞恥心や怯えを感じず、本来の力を伸び伸び
と発揮できる環境作りにより、医療の質と安全を高める事を目指しています。

インシデント・アクシデントの収集と分析を行い、情報収集に努めつつ再発
防止策の立案と周知を図る
医療安全の理解を深めるための職員研修会を企画運営し、受講状況を把握
する
医療事故の確認と調査を行うと共に、心情ケアとしての「情報開示と謝罪」が
速やかに行われるよう調整する
医療圏における医療安全文化の醸成のため、中心的な役割を担う

1.

2.

3.

4.

■連 絡 先 ： 内線 2400／e-mail：QI@ompu.ac.jp
■ホームページ ： http://hospital.ompu.ac.jp/dept_list/safety_measure/index.html

■連 絡 先 ： 内線 2990・2991／e-mail：anzen@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介 業務の紹介

年間に5例以上のインシデントレポートを報告し、医療安全の活動に参加する
医療の質や医療安全に関する研修会に参加（年間2回以上）し、医療の質・医療
安全に関する基本的な知識を学ぶ
医療安全調査委員会に参加（年間1回）し、院内で発生した事故や重篤な合併症
の症例について議論・検討し、医療安全の重要性を学ぶ
希望があれば、医療安全に関する学会・研修会に参加できる

・
・

・

・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

新田雅彦
中平淳子

森田美千代
山口陽子
菊田裕規
畑　武生

室長

副室長

医療安全管理者

専従看護師

専従薬剤師

兼任薬剤師

診療情報管理室、感染対策室
医療安全推進室、QI管理室 ）（

星賀 正明（ほしが まさあき）部長

感染対策室

診療情報管理室

QI（クオリティー・インディケーター）管理室

医療安全推進室

　QI管理室は、医療の質のモニタリングや、療養担当規則の遵守をはじめとする適切な保険診療の指導に関する活動を主に行っています。
　安全で質の高い医療を安定的に提供するため、日本病院会が実施するQIプロジェクトに参加し、QI（Quality Indicatorクオリティ・インディケーター）「医療の質を
表す指標」を登録するとともに、院内でも独自に指標を設定しています。各部署に配置のクオリティマネージャー（医療の質向上担当者）と連携しながら、継続的に医療
の質を測定、評価、公表し、経時的にこれらの指標を改善することに取り組んでいます。
　また、高難度新規医療技術の提供や未承認新規医薬品等の使用の適否等を決定する部門の役割も担っており、医療総合管理部の各室と密に連携しながら、医療安全
と医療の質の両面の更なる向上を目指し、医師3名、看護師1名、薬剤師1名、事務員2名（兼任者含む）で活動しています。

事故を防ぐ体制を確保するため医療安全に資する診療内容のモニタリング
等に関する業務

1.

適切な保険診療、DPCの教育・指導
職員の医療安全及び医療の質向上に関する意識向上への取り組み
高難度新規医療技術の導入に関する業務
未承認新規医薬品等の使用に関する業務
その他、医療安全、医療の質向上に関する業務

2.
3.
4.
5.
6.

■連 絡 先 ： 内線 2400／e-mail：QI@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介 医療保険システムの教育（保険請求に関わるカルテ記載等）
医療安全に資するカルテ記載の指導

・
・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

上田英一郎
矢木亮吉

室長（医療総合管理部副部長）

副室長

　診療情報管理室は2019年4月より医療総合管理部の1部門となり、医療総合管理部診療情報管理室となりました。室長は医療総合管理部副部長、QI管理室長を兼務
しており、副室長は電子カルテ調査実務委員会で副委員長として積極的に監査を行い、臨床研修医に対しては、入職時の記録について指導を行っています。診療情報管
理室職員はこれまで以上に診療情報の記載内容充実に取り組むと共に、個人情報の保管・管理に細心の注意をはらい、日々の業務を行っています。
　当院は2014年に電子カルテに移行しました。診療録の「量的な管理」から電子カルテ移行後は診療情報の「質的な管理」へ移行しています。院内で発生する紙の資料
はほぼすべてが診療情報管理室でチェックされ、スキャンを行い電子カルテに取り込まれます。
　診療情報管理室では、意思伝達や情報共有のツールの一つである診療記録の充実を図り、『わかりやすい記録』が残せるように、医療の質と安全を高めることを目指
しています。

スキャン業務…電子カルテ移行時よりe文書法に準拠したタイムスタンプ
を導入し、スキャン業務と文書管理を行います
診療情報管理業務…2週間以内サマリー完成確認、督促業務、紙カルテの貸
出・督促業務を行います

1.

2.

クリニカルパス業務…クリニカルパス申請事務を行い標準的なパスが作成
されているかの確認、蓄積されたデータの分析を行い、良質で安全な医療へ
の貢献を目指します
院内がん登録…がん登録情報3000件以上を目指します。予後調査、がんに
関連する統計を作成します
診断書補助入力業務…生命保険会社の診断書の補助入力を行います
DPC様式1確認業務…正しいコーディングを医事課と協同で行います
カルテ開示…質の良い記録作成に尽力し、速やかに対応します
診療録のオーディット…医師、看護師、多職種で監査を行います
NCD登録業務…一般・消化器・小児外科、腎泌尿器外科のデータ入力を行います

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

■連 絡 先 ： 内線 2507・2508／e-mail：karte@ompu.ac.jp
部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介

適切なカルテ記載（インフォームド・コンセント記録含む）の指導
個人情報の保護、管理に関する教育
クリニカルパス作成に関すること

・
・
・

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

上田英一郎
藤田修一

室長（医療総合管理部副部長）

副室長

　最近の医療の高度化・専門化に伴い、医療はより複雑となり、耐性菌をはじめとする院内感染対策の重要性がますます大きくなっています。当院では、病院の理念で
ある"社会のニーズに応える安全で質の高い医療を皆様に提供するとともに良識ある人間性豊かな医療人を育成します"を実現するために、医療に携わるスタッフ全員
で院内感染対策に取り組んでいます。その活動の概要は以下の3点です。
　1.院内感染の発生予防に努めるとともに、院内感染発生時には適切な対応を行います。
　2.医療従事者に対する感染対策や感染症診療に関する教育を行います。

3.行政や関連医療機関と協力して地域の感染対策のレベルアップに貢献し、エビデンスを発信します。 感染対策室の中には感染制御の専門家集団である感染制御チー
ム（Infection Control Team:ICT）と感染症診療を専門とする抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial stewardship Team：AST）を設置しています。感染制御
チーム（ICT）は定期的な環境ラウンドを実施し、日常の感染対策を推進・徹底しています。抗 菌薬適正使用支援チーム（AST）は定期的なASTラウンドと血液培養ラ
ウンドを実施し、感染症コンサルテーション外来を行うことで、耐性菌の抑制のため抗菌薬の適正使用を推進し、感染症診療を支援する活動を行っています。

感染対策についての啓発・教育・広報活動
感染対策マニュアル及び抗菌薬使用マニュアルの作成・整備
感染対策実務
感染対策処置・予防の評価と指導
職業感染対策（職員ワクチン接種含む）

1.
2.
3.
4.
5.

病院感染サーベイランス
院内感染発生時の対応
院内環境衛生

6.
7.
8.

感染対策室ミーティング、感染管理委員会の準備
感染症診療支援
その他

9.
10.
11.

部門の特色

スタッフ紹介

業務の紹介

研修医に関する事項
感染対策は医師にとって生涯を通して必要なスキルであり、全職員は年間2回以上感染対策の講習会
に参加することが義務付けられています。当院における初期研修では研修中に感染対策室ミーティ
ングに出席し、感染対策の実務に触れる機会を用意しています。
感染症専門医の取得について
感染症専門医は、耐性菌対策のために日本で少なくとも3,000名が必要とされていますが、専門医数
はまだ約1,500名にとどまっているため、国としても増員すべき専門医とされ、今後活躍の場が広が
っていく資格と考えられます。感染症専門医制度はカリキュラム制を採用しており、多くの基本領域
の二階建てとして取得可能となっています。すなわち他の診療科に所属したまま、基本領域の研修年
限を含め感染症に関する6年間の研修を行い、3年間日本感染症学会に入会し感染対策室のAST活動
を中心とした一定の業務を兼務し、学術的な活動を行うことにより、感染症専門医の受験資格を得る
ことができます。関心のある医師は是非感染対策室までお問い合わせください。具体的な内容に関し
て詳しく説明いたします。（基本領域：日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本外科
学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経
学会、日本内科学会、日本脳神経外科学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻
酔科学会、日本リハビリテーション学会、日本臨床検査医学会）

研修医（臨床研修）やレジデント（専門研修）に関する事項

氏　名 役職・担当等

浮村　聡
小川　拓
川西史子
山田智之
松本裕喜
南　健太

室長・感染症専門医

副室長・感染症専門医

感染管理認定看護師

抗菌化学療法認定薬剤師

抗菌化学療法認定薬剤師

感染制御認定臨床微生物検査技師

機構図 病　院

医療安全推進室

医療安全管理部門感染対策部門 医療の質管理部門

QI管理室感染対策室 診療情報管理室

医療総合管理部

※室員24名（診療情報管理士9名,事務員1名,契約職員2名,委託職員6名,アルバイト職員6名）
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