
＜１年目＞
❶末梢静脈確保  ❷橈骨・大腿動脈穿刺
❸マスク保持  ❹slow induction
❺ラリジアルマスク挿入 ❻気管挿管
❼胃管挿入  ❽全身麻酔管理
❾観血的動脈圧穿刺 中心静脈穿刺
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片肺換気(気管支ファイバー挿管)

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
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●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（大阪府三島救命救急センター）・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、平成28年には麻酔科管理症例6,544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。

　大阪医科大学附属病院では、平成28年、全手術件数10,324件、麻酔科管理症例6,544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、昭和41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。医局員の出身大学は20大学からな
ります。

■連 絡 先 ： 大阪医科大学麻酔科学教室  TEL：072-683-1221／e-mail：ane000@osaka-med.ac.jp
■ホームページ ： http://www.osaka-med.ac.jp/deps/ane/Ane-index-J.html

大阪医科大学麻酔科学教室　開講50周年記念式典

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

梅垣　修（准教授）

澤井俊幸（准教授）

辰巳真一（講　師）

宮﨑信一郎（講　師）

藤原俊介（講　師）

日下裕介（医局長・助教）

門野紀子（助　教）

中平淳子（助　教）

森本賢治（助　教）

間嶋　望（助　教）

下山雄一郎（助　教）

駒澤伸泰（助　教）

尾本　遥（助　教）

三原良介（助　教）

中野祥子（助　教）

服部一生（助　教）

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・日本心臓血管麻酔専門医・日本ペインクリニック学会専門医

日本麻酔科学会指導医・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・日本集中治療医学会専門医

日本麻酔科学会専門医・日本緩和医療学会専門医・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・日本抗加齢医学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

集中治療

心臓血管麻酔

麻酔科学

麻酔科学・心臓血管麻酔

ペインクリニック

心臓血管麻酔・集中治療

麻酔科学・集中治療

心臓血管麻酔

ペインクリニック

小児麻酔

麻酔科学・集中治療

麻酔科学・緩和医療

麻酔科学

救急医学・集中治療

小児麻酔

麻酔科学・集中治療

氏 名（職 掌） 専 門 医 研究課題

城戸晴規（助　教）

藤原　淳（助教（准））

宮崎　有（助教（准））

大地史広（助教（准））

上野健史（助教（准））

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

日本泌尿器科学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本小児科学会専門医

ペインクリニック

小児麻酔

麻酔科学

麻酔科学・集中治療

小児麻酔南　 敏明（みなみ としあき）教授（科長）
■専門分野
　麻酔科学・疼痛治療学

■職歴

　昭和62年03月　　大阪医科大学卒業

　昭和62年06月　　大阪医科大学麻酔科学教室に入局

　平成05年03月　　大阪医科大学大学院修了、医学博士

　平成14年04月～　大阪医科大学教授

　平成17年10月～　大阪医科大学中央手術部長

　平成18年06月～　関西医科大学客員教授

■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

集中治療 (ICU)(２年目, ２-３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, ２-３ヶ月）
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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。

　関西医科大学医化学講座、岐阜大学大学院医学系研究科再生医科
学専攻、理化学研究所神戸研究所との共同研究、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梅垣　修 准教授
　重症集中治療医学に関する臨床研究
❸澤井 俊幸 准教授
　心臓血管麻酔に関する臨床研究・肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症予
　防のための安全管理および研究
❹辰巳 真一 講師
　手術室の安全管理
❺宮﨑 信一郎 講師
　周術期の疼痛管理
❻藤原 俊介 講師
　がん性疼痛における超音波ガイド下末梢神経ブロックの有効性

麻酔科・ペインクリニック22

　2016年4月1日より、新中央手術棟（手術室20室、集中治療室
16床）が新設され、麻酔科医局も1.5倍の広さになりました。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
ラリストと、心臓血管麻酔、小児麻酔、産科麻酔などの専門分野を有
するスペシャリストの両面を備えた麻酔科専門医を育成致します。
　種々のセミナー（麻酔科学関連だけではなく、学会発表のための
Power Pointの使い方、統計など）の開催、専門医試験対策などの
テキストの作成、麻酔科専門医実技試験のためのマネキンを用いた
シミュレーション、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
⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

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）

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
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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）
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）

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

特許申請

•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
の大阪医科大学附属病院で研修を行う。

•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。

•目標達成のために、シミュレーションセミナー（困難気道管理（年
2回開催）、超音波ガイド下中心静脈穿刺講習会（年3回開催）、鎮
静管理法（年4回開催）、神経ブロック（年1回開催））の開催を行
う。 各自1回は受講し、専門医に必要な知識、手技の確認および
研鑽を行う。

•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

超音波ガイド下神経ブロック講習会

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

2016年麻酔科管理症例数

西暦1963年　麻酔科認定病院取得
麻酔科管理症例　6,544症例

初年度

2年度

3年度

4年度

本院

本院（麻酔→ペイン→
集中治療）

専門研修連携施設1

専門研修連携施設2

本院

専門研修連携施設

本院

兵庫県立こども病院または
国立循環器病研究センター

本院

本院（ペインまたは集中治療）

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

心臓血管手術の麻酔（胸部大動脈手術を含む）

食道・呼吸器外科手術の麻酔

脳神経外科手術の麻酔

258症例

156症例

380症例

349症例

242症例

128 129
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間嶋　望　助教　

　平成18年に大阪医科大学麻酔科学
教室に入局し、平成20年に兵庫県立こ
ども病院で小児麻酔を研修させて頂
き、その後ICUや三島救命救急センター

で小児と成人の術後管理や救急医療も研修させて頂きました。
　平成26年に小児麻酔学会の小児麻酔認定医制度が発足し、小
児麻酔認定医を取得しました。その後、小児麻酔学会の評議員に
推薦して頂き平成28年より小児麻酔学会評議員を拝命致しま
した。小児麻酔は麻酔の中で、マイナー分野ですが、若手の先生
方に小児麻酔の魅力を伝えていきたいです。また、大学病院に集
まってくる様々な疾患や病態のこども達に対応できるよう小児
科や外科各科と連携し、安全な周術期管理を行い、親と子供がで
きるだけストレスを少なく安心して手術を受けることができる
よう微力ながらも貢献できたらと思います。
　麻酔科に入局した10年前に初めて小児麻酔学会に参加した
時は、地味さに衝撃を受けたことを鮮明に覚えていますが、現在
は活気ある学会となりました。今後もますます発展していくこ
とを願っています。
　最後になりましたが、私自身が、息子を子育て中であり、子育
てしながら働き続けられる環境を様々な面でご配慮して頂いて
いる南教授をはじめ、医局の先生方に心より感謝しています。い
つの日か何らかの形で少しでも御恩返しできるよう小児麻酔科
医として精進したいです。

小児麻酔学会評議員として
藤原　淳　大学院生　

　麻酔科教室大学院生の藤原淳です。
2014年7月より2015年6月までの1
年間、マレーシアの国立心臓病センタ
ーであるInstitut Jantung Negara

（IJN）の麻酔科に、fellowshipとして臨床留学しました。
　心臓血管麻酔科医として臨床トレーニングを行う施設で、世
界各国から臨床医として海外から臨床留学に来ています。日本
の医師免許で臨床ができるため、英語が苦手な私も、特別な英語
資格を持たずに受け入れてくれました。
　年間4000例の心臓血管手術を行っており、うち先天性心疾
患手術は1000例行っています。毎日開心術を2,3例担当するた
め、日本にいるより格段と心臓血管麻酔を担当することができ
ます。当院では、教育も熱心に行われており、また親日国家であ
るため内気な私を温かく迎えて頂き、大変有意義な一年を過ご
すことができました。世界で先駆けて様々な新しい医療技術が
早く導入されていることも魅力の一つです。
　また、日本で生活していた時より仕事と私生活のオンオフが
はっきりしており、自分のためや家族と多くの時間を持ち、海外
生活を楽しみました。日本人の同僚や駐在人、現地の方との交流
にも恵まれ、共に過ごした毎週末を忘れることのない良い思い
出となっています。
　入局して以来、救急、集中治療、心臓血管麻酔、臨床留学、基礎
研究など、自分に興味のある分野を多く経験させて頂いていま
す。また比較的自由な風潮で、自分の主張を受け入れて頂ける医
局です。当麻酔科に何か惹かれるものがある方を心からお待ち
しております。

マレーシア国立心臓病センターに
留学して

中尾 謙太　大学院生　

　天理よろづ相談所病院は天理教によ
って創立された、病床数は分院も合わ
せると1001床もの総合病院です。手
術室では年間約7000件の手術のうち

約3500件の全身麻酔を常勤5人と非常勤数名の麻酔科医で管
理しています。このうち、緊急手術が約10％を占めています。科
別でみると、心臓血管外科（250例）、呼吸器外科（200例）、脳神
経外科（200例）、消化器・一般外科（900例）、泌尿器科（500例）
は特に症例数が多く、それ以外にも整形外科、産婦人科、乳腺外
科、形成外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、歯科口腔外科など、まん
べんなく外科系各科の手術麻酔を経験できます。天理よろづ相
談所病院麻酔科研修の特徴は、各科に及ぶ豊富な症例数と大学
病院にも勝るとも劣らぬ心臓血管麻酔症例の多さだと思いま
す。心臓血管麻酔では、成人の虚血性心疾患、弁膜症、大血管の手
術を基本に、2014年からはハイブリッド手術室においてTAVI

（経カテーテル大動脈弁埋込術）も始まり、心臓血管外科、循環器

内科と緊密な連携をとりながら、麻酔を含めた周術期管理をし
て い ま す 。小 児 心 臓 手 術 も ほ ぼ 定 期 的 に 行 わ れ て お り 、
ASD,VSD根治術からFontan手術のような複雑心疾患に対す
る麻酔も担当できます。また、経食道心エコーは、症例ごとに心
臓血管麻酔専門医の立会いの下に入念な指導を受けることが出
来ます。心臓血管麻酔専門医を取得するための必要経験症例は5
年間のうち最低100症例で、その内訳は、弁膜症10例、虚血性心
疾患10例、大動脈疾患10例、先天性心疾患10例は最低含まれ
ることとされていますが、当院での研修ではたった1年で達する
ことが可能なくらい豊富な症例数を経験することが出来ます。
　また、天理よろづ相談所病院には医学研究所、および付属の医
学図書館を備えて、医学研究に重点を置いており、その研究成果
は内外から高い評価を受けており、多くの医学部教授を輩出し
ているところでもあります。統計の専門家や、リサーチマインド
を持った医療従事者が非常に多く、指導を受けることができま
す。研修医教育にも非常に力を入れており、1977年から独自の
総合診療方式よるレジデント制度を実施しており、全国から優
秀な初期・後期研修医の先生が多数集まってきます。決して楽な
研修ではありませんが、高い意識を持った同世代の仲間が各科
でたくさん頑張っているので、いい刺激を受けて自分を高めら
れる環境があります。
　最後になりましたが、天理よろづ相談所病院での研修にあた
り、ご推薦頂き、このような貴重な機会を与えてくださりまし
た、南教授には深く感謝しております。

天理よろづ相談所病院での研修

松波 小百合　小児麻酔　

　平成25年入局の松波です。
　入局3年目に兵庫県立こども病院へ
出向し、小児麻酔を研修する機会を与
えて頂きました。入局早期より小児麻

酔に触れる機会も多く、もともと小児麻酔という分野には興味
があったのですが、小児には小児特有の解剖・生理があり、全身
麻酔に伴う全身状態の変化が成人と比べて一般的に早く、素早
い対応が求められる小児患者の麻酔には漠然とした恐さを感じ
ており、不安と期待を抱えながらの研修が始まりました。
　兵庫県立こども病院では、年間約4500件の全身麻酔症例と
約200件の産科麻酔症例を麻酔科が管理しています。症例ごと
に詳細な術前評価を行い、指導医と綿密に麻酔計画を立て、術後
はデブリーフィングを行うということを毎日繰り返すことによ
り、一症例ずつ内容の充実した麻酔研修となりました。小児は手
術を契機にトラウマを残す可能性があるため、医療行為により
引き起こされる心理的混乱を最小限にすることが重要です。硬
膜外麻酔や末梢神経ブロックなどの区域麻酔を併用し積極的に
術後鎮痛を行っていることも大変勉強になりました。手術室で
の全身麻酔だけでなく、日帰り手術の麻酔やMRIなど検査室で
の麻酔、一般病棟での骨髄穿刺や抜糸などの処置に際しての全
身麻酔なども学ぶことができました。出生体重1000g未満の超
低出生体重児の麻酔や、全国から集まる珍しい先天奇形症候群
などの疾患の麻酔も多く担当することができ、とても貴重で有
意義な1年間の研修となりました。
　大阪医科大学附属病院でも、幅広い年齢層の小児の各科全身

麻酔症例があり、新生児の緊急症例や手術室外での鎮静にも対
応しています。平成26年には小児外科が発足し、今後ますます
小児麻酔症例が増加することが予想されます。
　兵庫県立こども病院で学ばせて頂いたことを大学に持ち帰
り、安全・快適な周術期を目指してより良質な医療を提供できる
よう今後も研鑽し、北摂地域の小児医療に微力ながら貢献した
いと考えております。
　最後になりましたが、このような機会を頂いた南教授に深く
感謝いたします。

兵庫県立こども病院での研修を
生かし今後も研鑽

佐野 博昭　ペインクリニック外来　

　平成23年卒の佐野博昭と申します。
平成28年4月より大阪医科大学に入
局させていただきました。
　鍼灸師として働いていた経験をペイ

ンクリニックの分野で生かそうと考えて、麻酔科を選択しまし
た。特に鍼灸部門を併設している大阪医科大学の麻酔科・ペイ
ンクリニックには鍼灸学校に通学しているときから関心を持
っておりました。出身大学とは異なる系列の病院で働いていた
ため、入局には不安が強かったのですが、南教授とお話させて
いただき、懐の深さを感じ入局させていただきました。
　もうずぐ入局後1年になりますが、これまでの1年間で感じ
たことは、まず医局の雰囲気が良かったことです。外部からの
人にも医局の皆さんが気さくに話しかけてくださり、ストレス
が溜まらないように気遣ってくださいました。また、症例が豊
富で専門医を取得するために十分な症例が揃っており、大学病
院ならではの特殊な症例もあり、とても勉強になりました。さ
らに、日々の手術麻酔の臨床にも鍼灸を取り入れた研究を行う
機会を作っていただき、研究面でも充実した毎日を送らせてい
ただいております。平成29年4月からは希望していたペイン
クリニック外来を担当させていただく予定となっており、より
一層充実した日々を送ることができそうです。
　最後になりましたが、他大学出身の私を快く迎え入れていた
だき、多大なサポートをしていただきまして、南教授をはじめ
医局員の方々には深く感謝しております。
　入局を考えておられる先生方には不安をお持ちの方もいる
と思いますが、ぜひ一度見学に来ていただき、大阪医科大学の
医局の良さを垣間見ていただければと思います。

手術麻酔に鍼灸を取り入れた
研究の機会に感謝

医局員からのコメント

城戸 晴規　ペインクリニック外来　

　平成21年に大阪医科大学麻酔科学
教室に入局した城戸と申します。私は
手術麻酔以外にペインクリニックを専
門とし、平成25年よりペインクリニッ

ク外来で勤務させていただいております。
　当教室は麻酔科としての歴史はさることながら、ペインクリ
ニック外来としても大変歴史があり、平成28年にペインクリニ
ック外来開設50周年を迎えました。診療内容は硬膜外ブロック
を始め、超音波ガイド下神経ブロック、透視下神経ブロックなど
様々な神経ブロックや薬物療法により、患者様の痛みの軽減に
務めております。当外来の特色としましては、鍼治療や漢方治療
など東洋医学的アプローチを行なっていることや大学病院なら
ではの各科と連携をとり集約的治療を行っていることが挙げら
れます。
　平成29年1月からは大阪府国民健康保険診療報酬審査委員会
委員に就任しました。これまでは医療機関側の視点で保険診療
を行っておりましたが、現在は審査員として保険者側の視点を
持ちつつ日々の診療を行っています。ペインクリニック開業を
した場合、保険請求が査定されてしまうと、医療機関にとっては
赤字になる可能性もあり死活問題です。ペインクリニック開業

大阪府国民健康保険診療報酬審査
委員会委員として

も視野に入れておられる先生に対しては、診療技術以外に保険
審査のポイントについても教えていければと考えております。
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