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資料 4. 藤田保健衛生大学大学専門研修連携施設群 
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1) 専門研修基幹施設 

藤田保健衛生大学病院（総合型研修病院） 

指導責任者 藤井 多久磨 

【病院の特徴と研修医・専攻医へのメッセージ】 

良性から悪性までの全ての婦人科疾患、母体・胎児救命を含む全ての周産期疾患、腹

腔鏡から体外受精まであらゆる生殖内分泌疾患・女性ヘルスケアなど非常に豊富な症

例をそれぞれの専門家による指導にて研修することができ、subspeciality への切れ目の

ない研修を行うことができます。また、産婦人科および他科との合同症例検討会、勉強

会・研修会、医療倫理・安全・感染症等の講習会が定期的に行われています。 

医師数 24 名（日本産科婦人科学会指導医 6 名・専門医 16 名、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫

瘍専門医2名、日本周産期新生児医学会周産期専門医 3名、日本生殖医学会生殖医療

専門医 1名、日本女性医学会専門医 1名、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定 5名、

日本がん治療認定機構認定医 3名、日本超音波医学会専門医 1名、臨床遺伝専門医 2

名、日本東洋医学会漢方専門医 1 名） 

病床 ・患者

数 

婦人科（女性病棟として）46 床、産科 18 床、母体胎児集中治療室（MFICU）６床、その他 

外来患者 約 100 名/日   入院患者 約 60 名/日 

手術件数 約 600 件/年 （帝王切開除く） 

分娩件数 約 500 件/年（帝王切開 250 件/年） 

経験できる

疾患 

周産期、婦人科、生殖医療、女性のヘルスケアの各部門におけるすべての疾患 

経験できる

手技 

周産期：妊娠診断、妊婦健診、出生前診断、胎児治療、異常妊娠や分娩に対する診断お

よび管理、分娩処置（正常・吸引・帝王切開分娩、会陰切開縫合等）、新生児の診察、産

褥管理 

婦人科：一般外来診療・・・内診・直腸診・超音波検査・内視鏡検査・コルポスコピー・MRI

等の画像診断等による婦人科良性・悪性疾患の診断、投薬・小手術等による治療／入

院治療・・・手術患者の周術期管理、感染性疾患や悪性腫瘍患者の全身管理 

生殖医療：不妊外来・・・基礎体温表・各種ホルモン検査・精液検査・卵管検査・子宮鏡等

による診断・治療方針の立案、排卵誘発や人工授精・体外受精・顕微授精等の高度生殖

補助医療等 

女性のヘルスケア：思春期や更年期女性に対する検査・診断やホルモン治療等 

経験できる

手術 

周産期：帝王切開術、子宮内容除去術、子宮頸管縫縮術等 

婦人科：腹式単純子宮全摘出術、腟式単純子宮全摘出術、準広汎（拡大単純）子宮全摘

出術、広汎子宮全摘出術、後腹膜リンパ節郭清、子宮筋腫核出術、子宮脱手術、子宮

付属器切除術、卵巣腫瘍摘出術、卵巣癌根治手術、内視鏡（子宮鏡・腹腔鏡）手術等 

生殖医療：腹腔鏡検査、子宮奇形形成術等     

女性のヘルスケア：骨盤臓器脱手術等                                                

学会認定施

設 

日本産科婦人科学会専攻医指導施設 

日本婦人科腫瘍学会指定修練施設 

日本周産期・新生児学会基幹研修施設   

日本生殖医学会認定研修施設 

日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 

日本がん治療認定機構認定研修施設 

日本臨床細胞学会認定施設 

日本超音波医学会認定研修施設 

日本人類遺伝学会認定研修施設 

単年度専攻

医受け入れ

可能人数 

6 名 
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2) 専門研修連携施設 

1. 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院（連携型研修病院） 

指導責任者 柴田 清住 

【病院の特徴と研修医・専攻医へのメッセージ】 

婦人科疾患全般、周産期合併症を含む妊娠・出産管理、女性ヘルスケアなど豊富な症

例を研修することができるとともに、産科婦人科内視鏡学会技術認定医も取得可能な施

設です。また、産婦人科および他科との合同症例検討会、勉強会・研修会、医療倫理・安

全・感染症等の講習会が定期的に行われています。 

医師数 5 名（日本産科婦人科学会指導医 2 名・専門医 5 名、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍

専門医 2 名、日本がん治療認定機構認定医 1 名、日本生殖医学会生殖医療専門医 1

名、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 1 名 

病床 ・患者

数 

産科・婦人科（女性病棟として）32 床 

外来患者 約 50 名/日   入院患者 約 20 名/日 

手術件数 約 450 件/年 （帝王切開除く） 

分娩件数 約 160 件/年（帝王切開 約 30 件/年） 

経験できる

疾患 

周産期、婦人科、生殖医療、女性のヘルスケアの各部門におけるすべての疾患 

経験できる

手技 

周産期：妊娠診断、妊婦健診、出生前診断、異常妊娠や分娩に対する診断および管理、

分娩処置（正常・吸引・帝王切開分娩、会陰切開縫合等）、新生児の診察、産褥管理 

婦人科：一般外来診療・・・内診・直腸診・超音波検査・内視鏡検査・コルポスコピー・MRI

等の画像診断等による婦人科良性・悪性疾患の診断、投薬・小手術等による治療／入

院治療・・・手術患者の周術期管理、感染性疾患や悪性腫瘍患者の全身管理 

生殖医療：不妊外来・・・基礎体温表・各種ホルモン検査・精液検査・卵管検査・子宮鏡等

による診断・治療方針の立案、排卵誘発や人工授精等の生殖補助医療等 

女性のヘルスケア：思春期や更年期女性に対する検査・診断やホルモン治療等 

経験できる

手術 

周産期：帝王切開術、子宮内容除去術、子宮頸管縫縮術等 

婦人科：腹式単純子宮全摘出術、腟式単純子宮全摘出術、子宮筋腫核出術、子宮脱手

術、子宮付属器切除術、卵巣腫瘍摘出術、内視鏡（子宮鏡・腹腔鏡）手術、Bartholin 腺

手術（造袋術、摘出術）、腹水穿刺術、皮膚腫瘤生検術等 

生殖医療：腹腔鏡検査、子宮奇形形成術等     

女性のヘルスケア：骨盤臓器脱手術等                                                   

学会認定施

設 

日本産科婦人科学会専攻医指導施設 

日本周産期・新生児学会補完研修施設   

日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 

日本超音波医学会認定研修施設 

単年度専攻

医受け入れ

可能人数 

1 名 

 

2. 社会医療法人財団親和会八千代病院（連携型研修病院） 

指導責任者 吉村 俊和 

【病院の特徴と研修医・専攻医へのメッセージ】 

地域医療の中核病院として、婦人科疾患全般、周産期合併症を含む妊娠・出産管理、女

性ヘルスケアなど豊富な症例を研修することができます。特に、体外受精・顕微授精等

の高度生殖補助医療を行う不妊センターを併設し、生殖医療に重点を置いた研修を行う

ことが可能です。 
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医師数 3 名（日本産科婦人科学会指導医 1 名・専門医 2 名） 

病床 ・患者

数 

婦人科（女性病棟として）15 床、産科 15 床 

外来患者 約 140 名/日   入院患者 約 25 名/日 

手術件数 約 170 件/年 （帝王切開除く） 

分娩件数 約 500 件/年（帝王切開 約 130 件/年） 

経験できる

疾患 

周産期、婦人科、生殖医療、女性のヘルスケアの各部門におけるすべての疾患 

経験できる

手技 

周産期：妊娠診断、妊婦健診、出生前診断、異常妊娠や分娩に対する診断および管理、

分娩処置（正常・吸引・帝王切開分娩、会陰切開縫合等）、無痛分娩、産褥管理 

婦人科：一般外来診療・・・内診・直腸診・超音波検査・内視鏡検査・コルポスコピー・MRI

等の画像診断等による婦人科良性疾患の診断、投薬・小手術等による治療／入院治

療・・・手術患者の周術期管理、感染性疾患の管理 

生殖医療：不妊外来・・・基礎体温表・各種ホルモン検査・精液検査・卵管検査・子宮鏡等

による診断・治療方針の立案、排卵誘発や人工授精・体外受精・顕微授精・卵子/胚凍結

等の高度生殖補助医療等 

女性のヘルスケア：思春期や更年期女性に対する検査・診断やホルモン治療等 

経験できる

手術 

周産期：帝王切開術、子宮内容除去術、子宮頸管縫縮術等 

婦人科：腹式単純子宮全摘出術、腟式単純子宮全摘出術、子宮筋腫核出術、子宮脱手

術、子宮付属器切除術、卵巣腫瘍摘出術、内視鏡（子宮鏡・腹腔鏡）手術等 

生殖医療：腹腔鏡検査、子宮奇形形成術等     

女性のヘルスケア：骨盤臓器脱手術等                                                

学会認定施

設 

 

単年度専攻

医受け入れ

可能人数 

1 名 

 

3. 医療法人清慈会鈴木病院（連携型研修病院） 

指導責任者 安江 朗 

【病院の特徴と研修医・専攻医へのメッセージ】 

地域医療の中心となる中小病院として、年間約 2000 件の分娩を取り扱うとともに、婦人

科疾患に対する内視鏡手術にも力を入れており、産科婦人科内視鏡学会技術認定医も

取得可能な施設です。 

医師数 10名（日本産科婦人科学会指導医１名・専門医 10名、日本産科婦人科内視鏡学会技術

認定 2 名、日本超音波医学会専門医 1 名、麻酔専門医 1 名） 

病床 ・患者

数 

産科・婦人科 69 床 

外来患者 約 210 名/日   入院患者 約 40 名/日 

手術件数 約 130 件/年（帝王切開除く） 

分娩件数 約 2000 件/年（帝王切開 約 400 件/年） 

経験できる

疾患 

周産期、婦人科（良性疾患）、生殖医療、女性のヘルスケアの各部門におけるすべての

疾患 

経験できる

手技 

周産期：妊娠診断、妊婦健診、異常妊娠や分娩に対する診断および管理、 

分娩処置（正常・吸引・.鉗子・帝王切開分娩、会陰切開縫合等）、新生児の診察、 

産褥管理 

婦人科：一般外来診療・・・内診・直腸診・超音波検査・内視鏡検査・コルポスコピー・MRI

等の画像診断等による婦人科疾患の診断、投薬・小手術等による治療／入院治療・・・

手術患者の周術期管理、感染性疾患など 

生殖医療：不妊外来・・・基礎体温表・各種ホルモン検査・精液検査・卵管検査・子宮鏡等
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による診断・治療方針の立案、排卵誘発や人工授精による生殖補助医療等 

女性のヘルスケア：思春期や更年期女性に対する検査・診断やホルモン治療等 

経験できる

手術 

周産期：帝王切開術、子宮内容除去術、子宮頸管縫縮術等 

婦人科：腹式単純子宮全摘出術、子宮筋腫核出術、子宮付属器切除術、卵巣腫瘍摘出

術、内視鏡（子宮鏡・腹腔鏡）手術等、子宮頸部円錐切除術 

生殖医療：腹腔鏡検査等     

学会認定施

設 

日本産科婦人科学会専攻医指導施設 

日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 

単年度専攻

医受け入れ

可能人数 

1 名 

 

4. 富山県立中央病院（総合型研修病院） 

指導責任者 舟本 寛 

【病院の特徴と研修医・専攻医へのメッセージ】 

母子医療センターであり周産期においてハイレベルな研修が可能です。 

また全国に 16施設（2015年）しかない腹腔鏡下広汎子宮全摘術の先進医療認定施設で

もあり、内視鏡技術認定医取得を希望される場合は積極的に支援します。 

指導医数 10名（日本産科婦人科学会専門医 10名・指導医 3名、日本産科婦人科内視鏡学会 腹

腔鏡技術認定 4 名・子宮鏡技術認定 1 名、日本産婦人科腫瘍学会専門医 2 名、日本周

産期新生児学会専門医 2 名、日本女性医学会指導医 1 名） 

外来 ・入院 

患者数 

外来患者 2800（産科 600、婦人科 2200）名（1 ヶ月平均）   入院患者  150 （産科   

70、婦人科  80）名（1 ヶ月平均） 

手術件数 約 90 件/月（産科 20 件、婦人科 70 件） 

分娩件数 約 80 件/月 

経験できる

疾患 

産科、婦人科、生殖医療の各部門におけるすべての疾患 

経験できる

手技 

産科：妊娠診断、妊婦健診、切迫早産等妊娠経過異常に対する管理、分娩管理、分娩

処置（正常・吸引・帝王切開分娩、会陰切開縫合等）、新生児の診察、産褥管理 

婦人科：一般外来診療・・・内診・直腸診・穿刺診・検体検査・内視鏡検査・画像診断等に

よる各種疾患の診断、投薬・小手術等による治療／入院治療・・・手術患者の手術及び

周術期管理、感染性疾患や悪性腫瘍患者の全身管理 

生殖医療：不妊外来・・・基礎体温表の診断・各種ホルモン検査・精液検査・卵管検査等

による診断、治療方針の立案と排卵誘発や人工授精・体外受精・顕微授精等実際の治

療／入院治療・・・体外受精・顕微授精における採卵、精液処理、胚培養、胚移植、胚凍

結保存・融解等 

経験できる

手術 

産科：帝王切開術、人工妊娠中絶術、卵管避妊手術 

婦人科：腹式単純子宮全摘出術、腟式単純子宮全摘出術、準広汎（拡大単純）子宮全摘

出術、広汎子宮全摘出術、後腹膜リンパ節郭清、子宮筋腫核出術、子宮腺筋症核出

術、子宮腟部円錐切除術、子宮脱手術、付属器摘出術、卵巣腫瘍核出術（切除術）、卵

巣癌根治手術、Bartholin 腺手術（造袋術、摘出術）、子宮鏡下手術、腹腔鏡下手術、腹

水穿刺術、皮膚腫瘤生検術 

生殖医療：腹腔鏡検査、子宮奇形形成術                                                    

学会認定施

設 

日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 

日本産科婦人科内視鏡学会認定修練施設 

日本周産期・新生児学会母体胎児専門医研修施設   

日本婦人科腫瘍学会指定修練施設 

日本女性医学学会認定研修施設 

日本がん治療認定機構認定研修施設 
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単年度専攻

医受け入れ

可能人数 

1 名 

 


