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※入局先によって異なります
日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会認定血液専門医、日本リウマチ学会リウマチ専門医、日本アレルギー学会アレ
ルギー専門医、 日本感染症学会感染症専門医、日本呼吸器学会専門医、日本腎臓学会、日本高血圧学会、日本透析医学会、
日本循環器学会、日本高血圧学会、日本心血管インターベンション学会、日本不整脈学会、日本糖尿病学会認定専門医、日
本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医、消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会専門医、肝臓学会専門医、がん薬物療法専
門医　等

主な協力病院

※入局先によって異なります
横浜市立大学附属病院（センター病院プログラム）、横浜市立大学附属市民総合医療センター（附属病院プログラム）、
けいゆう病院、藤沢湘南台病院、横浜掖済会病院、小田原市立病院、帝京大学医学部附属溝口病院、横須賀市立市民病院、
関東中央病院、国際医療福祉大学附属熱海病院、平塚共済病院、横須賀共済病院、横浜栄共済病院、横浜南共済病院、横須
賀市立うわまち病院、国際親善総合病院、長津田厚生総合病院、横浜市東部病院、横浜市南部病院、聖隷横浜病院、茅ヶ崎
市立病院、神奈川県立足柄上病院、神奈川県立がんセンター、神奈川県立循環器呼吸器病センター、関東労災病院、横浜労
災病院、相模原病院、横浜医療センター、横浜中央病院、横浜保土ケ谷中央病院、静岡赤十字病院、秦野赤十字病院、大森
赤十字病院、平塚市民病院、藤沢市民病院、町田市民病院、大和市立病院、横浜市立市民病院、横浜市立脳卒中・神経脊椎
センター、NTT東日本関東病院、川崎協同病院、汐田総合病院、藤枝市立総合病院、遠山病院、山梨県立中央病院、湘南鎌倉
総合病院、東京新宿メディカルセンター　他

∙ 症例：「研修手帳（疾患群項目表）」に定める70疾患群のうち、少なくとも20疾患群、60症例以上を経験
し、日本内科学会専攻医登録評価システム（仮称）にその研修内容を登録します。以下、全ての専攻医の登録
状況については担当指導医の評価と承認が行われます。
∙ 専門研修修了に必要な病歴要約を10症例以上記載して日本内科学会専攻医登録評価システム「J-OSLER」に登
録します。
∙ 技能：研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針決定を指導
医、Subspecialty上級医とともに行うことができます。
∙ 態度：専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医およびメディカルスタッフによる360度評価とを
複数回行って態度の評価を行い担当指導医がフィードバックを行います。

∙ 症例：「研修手帳（疾患群項目表）」に定める70疾患群のうち、通算で少なくとも45疾患群、120症例以上の
経験をし、日本内科学会専攻医登録評価システム（仮称）にその研修内容を登録します。専門研修修了に必要
な病歴要約をすべて記載して日本内科学会専攻医登録評価システム（仮称）への登録を終了します。
∙ 技能：研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針決定を指導
医、Subspecialty上級医の監督下で行うことができます。
∙ 態度：専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医およびメディカルスタッフによる360度評価とを
複数回行って態度の評価を行います。専門研修（専攻医）1年次に行った評価についての省察と改善とが図られ
たか否かを指導医がフィードバックします。

∙ 症例：主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全70疾患群を経験し、200症例以上経験するこ
とを目標とします。修了認定には、主担当医として通算で最低56疾患群以上の経験と計160症例以上（外来症例
は1割まで含むことができます）を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム（仮称）にその研修内容を登
録します。
∙ 専攻医として適切な経験と知識の修得ができることを指導医が確認します。
∙ 既に専門研修2年次までに登録を終えた病歴要約は、日本内科学会病歴要約評価ボード（仮称）による査読を
受けます。査読者の評価を受け、形成的により良いものへ改訂します。但し、改訂に値しない内容の場合は、
その年度の受理を一切認められないことに留意します。
∙ 技能：内科領域全般について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針決定を自立し
て行うことができます。
∙ 態度：専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医およびメディカルスタッフによる360度評価とを
複数回行って態度の評価を行います。専門研修（専攻医）2年次に行った評価についての省察と改善とが図られ
たか否かを指導医がフィードバックします。また、内科専門医としてふさわしい態度、プロフェッショナリズ
ム、自己学習能力を修得しているか否かを指導医が専攻医と面談し、さらなる改善を図ります。

到達目標

基幹施設である横浜市立大学附属病院または横浜市立大学附属市民総合医療センターでの１年間と専門研修施設群での２年
間（専攻医３年修了時）で、「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた70疾患群、200症例以上の主担当医としての診療経
験を目標とします。少なくとも通算で56疾患群、160症例以上を主担当医として経験し、日本内科学会専攻医登録評価システ
ム「J-OSLER」に登録します。

【1年目】

【2年目】

【3年目】

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

 診療科目 　　内科
プログラム責任者：前田　愼

プログラムの特徴

　本プログラムは、神奈川県横浜市を中心とした地域において、初期臨床研修終了後に大学病院の内科系診療科が連携病院
と協力して、質の高い内科医を育成するものです。また単に内科医を養成するだけでなく、医療安全を重視し、患者本位の
医療サービスが提供でき、医学の進歩に貢献し、日本の医療を担える医師を育成することを目的とするものです。
　本プログラムは横浜市立大学附属２病院が連携するとともに、地域の連携病院とも協力して行われるものであり、神奈川
県の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練され、基本的臨床能力獲得後は、ニーズに
応じた医療を提供できうる内科専門医として神奈川県全域を支える医師の育成を行います。

プログラムの概要（修得項目）
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公立大学法人横浜市立大学 ◆平成31年度専門医養成プログラム

＜血液・免疫・感染症内科学＞

中島　秀明

附属病院

主任教授

准教授 山崎　悦子（臨床検査部）

講師 松本　憲二、萩原　真紀(中央無菌室）、桐野　洋平、吉見　竜介、加藤　英明（感染制御部）

助教 宮崎　拓也、髙橋　寛行、神山　玲光、國本　博義、小山　哲、寒川　整

附属市民総合医療センター

准教授 大野　滋、藤澤　信

講師 築地　淳

助教 中嶋　ゆき（中央無菌室）、石井　好美、宮下　和甫、青木　淳

診療科の実績

・白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、血友病など、造血器疾患全般の診療にあたっ
て います。附属病院は横浜市南部の、センター病院は横浜市中心部のそれぞれ中核病院として、多数の患者さんが紹介されて
くる ため、どちらも症例数はとても豊富で、疾患も多岐にわたります。両病院ともに白血病患者は年間 20 ー 40 人程度、悪
性リンパ 腫患者は年間 50 ー 70 人程度が新患として訪れ、造血幹細胞移植も年間平均で、同種移植を 10 ー 20 例、自家移
植を 5 ー 15 例施行しています。
また基礎研究では、白血病・骨髄異形成症候群などの発症の分子メカニズムを、患者検体やノックアウトマウス、iPS細胞など
を使って解析しています。学会活動も盛んで、日本血液学会、日本造血細胞移植学会、アメリカ血液学会、ヨーロッパ血液学
会などで毎年発表しています。大学院修了後は、海外留学の機会もあります。
・附属病院の膠原病外来の定期通院患者数約2,000例。うち関節リウマチ約800例、全身性エリテマトーデス約200例、ベー
チェット病約150例、皮膚筋炎約100例など。年間入院患者約400例（平成29年度）、生物学的製剤投与例約300例、経皮的腎生
検約15件/年、関節エコー約300件/年。腎カンファレンス（腎臓内科・病理、2月毎）や、合同リウマチ（整形外科・リハビリ
テーション科・小児科、毎週水曜日）など他科との症例検討会あり。日本リウマチ学会、アメリカリウマチ学会、ヨーロッパ
リウマチ学会などでの発表の機会あり。
・病院内の感染症コンサルテーションは年間400件。各診療科からの依頼に応じてあらゆる感染症に関する症例に対応します。
当院では造血幹細胞移植に伴う白血球減少症、自己免疫疾患や炎症性腸疾患での生物学的製剤の使用、外科での肝移植・腎移
植や新生児の心血管手術による周術期感染症など、先進的な医療に伴うさまざまな感染症症例を経験することが可能です。
HIV/AIDS 感染症は累計300症例の症例経験があり、日和見感染症の治療からレトロウイルス療法の導入まで行っています。日
本では感染症を専門とする医師の数は約450名と依然として少なく、さらなる活躍の場が求められています。なお、ワクチン外
来・渡航者外来、感染対策と感染制御研修について院内外の施設と調整中です。

http://www.ycuhri.com/
　松本　憲二

Tel:　045-787-2800
E-mail:　sec1nai@med.yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

・後期研修医の皆さんが血液専門医を習得しやすいように、偏りなく様々な血液疾患の患者様を常時5～6名担当していただき
ます。チーム体制を取っているので、分からないことはチーム内でいつでも質問できます。また血液グループ全体のカンファ
レンスを行っており、治療方針の決定の過程を学ぶことが出来、病理医との検討も行うので、病理診断の知見も深めることが
出来ます。外来診療を教授と共に行うことで、経験豊富な経験に基づいた診療を学ぶことが出来ます。皆様のお越しをお待ち
しております(K.M)。
・膠原病は全身あらゆる臓器に障害を来しうる疾患です。関節、皮膚、眼など他の内科では診察することが少ない領域の研修
は内科全般の診療能力向上に有益です。また、近年生物学的製剤などにより寛解状態に至る疾患が多く、適切に診断して早期
に治療することが重要であり、当科の研修を通じてリウマチ性疾患の鑑別が可能になることが求められます（Y.K)。
・膠原病診療では疾患に伴う症状や治療に伴う合併症によってあらゆる臓器の病変に遭遇しますので、研修により全身に関す
る幅広い知識と診療経験が習得でき，様々な科の医師やコメディカルと連携してチーム医療を行う機会も経験できます。「The 
内科医」をめざす方にはリウマチ学は最適の分野ですので、そのような方はぜひ当科で研修してみてください（R.Y）。
・感染症コンサルテーションでは、あらゆる診療科からの相談に応える必要があります。言い換えれば、感染症診療は決して
「内科」だけではなく、消化器や糖尿病など他の内科のほか、外科や救急、地域・海外医療などどのような科の診療経験でも
役に立ちます。ローテーションで他の診療科を学ぶこと、さらには他の診療科、他施設での診療経験は積極的に歓迎していき
たいと思います。またHIV/エイズ診療は慢性期診療として市中病院やクリニックでの診療が求められています。大学病院、病
院勤務医、行政、疫学など多彩な活躍の場、働き方が用意されている分野だと思います(H.K)。

シニアレジデントからのメッセージ

・私は自分の専門分野として、血液学を選択しました。学生時代から興味がある分野であり、医師・患者関係が私の理想像と
合致しておりました。また、発展目覚ましい分野のひとつであり、基礎で研究されたものが比較的早く臨床に応用されること
も魅力であると思います。一人でも多くの方が、血液学に興味を抱いて下さると嬉しいです(H.T)。
・1年目の現在、大学病院で研修中です。膠原病は稀な疾患も多いですが、大学病院では多様な症例を経験することができま
す。主に入院患者さんを担当しておりまして、初期研修医からすると責任も増す立場となりましたが経験豊富な先生方に細か
く指導が受けられるので安心して充実した研修を送っています。内科を中心に進路に迷われている方、膠原病疾患に興味のあ
る先生方、是非一度見学にいらして下さい(N.H)。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先
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＜呼吸器病学＞

金子　猛

附属病院

主任教授

講師 佐藤　隆、小林　信明

助教 原　悠、若林　綾、渡邉　恵介、長井　賢次郎

附属市民総合医療センター

准教授 工藤　誠

講師 山本　昌樹

助教 間邊　早紀、牛尾　良太、平馬　暢之　

診療科の実績

＊呼吸器感染症(肺炎、慢性気道感染症、肺真菌症、肺結核など)：肺炎、肺真菌症、慢性気道感染症増悪に対しては、軽症・
中等症の場合は、外来にて抗菌薬の投与を行い、重症や合併症を伴う場合には入院にて抗菌化学療法を行っています。超重症
例では集中治療室にて人工呼吸管理下での集学的治療を行っています。肺結核は、非排菌症例は外来化療を行い、排菌症例に
ついては、他の結核専門病院で治療困難な合併症を伴った難治例を中心に、年間50例程度、入院化療を行っています。
＊閉塞性肺疾患(気管支喘息、COPD):慢性安定期は、外来治療で安定した病状コントロールに努め、呼吸不全を伴う増悪時に
は、入院治療を行います。入院を要する喘息重症発作は年間10例(呼吸器病センター：20例)程度であり、全例軽快退院してい
ます。
＊びまん性肺疾患(特発性間質性肺炎など)：特に、特発性肺線維症に対しては、抗線維化薬を導入する症例が増えており、進
行抑制を目的とした治療を行っています。また、急性増悪例に対する集中治療にも積極的です。
＊悪性腫瘍(肺癌、胸膜中皮腫など)：肺癌に対する抗がん化学療法は、入院が年間150例（呼吸器病センター：350例）程度、
外来が年間180例（呼吸器病センター：480例）程度行っています。胸膜中皮腫の治療は年間数例（呼吸器病センター：5例）程
度です。
＊慢性呼吸不全(COPD、間質性肺炎、陳旧性肺結核、肺癌などによる)：慢性呼吸不全に対しては在宅酸素療法（LTOT）や非侵
襲的陽圧換気（NPPV）を行っています。睡眠時無呼吸症候群に対する在宅持続陽圧呼吸療法の導入も行っています。

指導医から一言

 横浜市立大学附属病院呼吸器内科の特徴は、大学附属病院として専門性の高い症例を呼吸器領域全般にわたり経験でき、内科
サブスペシャリティとしての実力を無理なく身に付けることができます。また、当院は大学病院としては全国でも珍しく、結
核病床を有することが特徴であり、結核診療に関しても深く学ぶことができます。診療体制は指導医や研修医とともにチーム
体制を組んでおり、日々の診療の中で行われるディスカッションを通じて、多面的な診断能力や治療知識を養っていけます。
大学院医学研究科や医学部と一体となった環境の中で、診療のみならず研究や教育に携われる当院で一緒に研修してみません
か。皆様のお越しをお待ちしております。（附属病院　呼吸器内科　助教　若林 綾）
 
　横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器病センターは呼吸器内科・外科が一体となっていることが第一の特徴です。
悪性腫瘍に留まらず、気胸や膿胸に代表される呼吸器感染症等への外科的治療に迅速な協力が得られる環境を有しています。
さらに定期的に内科・外科・放射線科の合同カンファレンスを行い、総合的な呼吸器診療が経験可能です。当施設は地域の中
核となる総合病院としての機能も担うため、呼吸器内科領域に限らず、他診療科との連携が必要なる症例も含め、多彩な症例
の経験が可能です。入院診療は指導医と初期研修医とのチームを形成し、指導医からのアドバイスを受ける一方で、将来の指
導医へのトレーニングとして初期研修医の指導をお願いしています。外来診療も受け持ちますが、随時指導医と相談は可能な
体制となっています。また当科は研究室も有しています。希望があれば臨床研究からトランスレーショナルリサーチなどの研
究も可能です。（附属市民総合医療センター　呼吸器病センター　講師　山本 昌樹）

シニアレジデントからのメッセージ

　現在シニアレジデント3年目として研修をしていますが、病棟・外来診療、気管支鏡検査などの手技、研究をバランスよく行
うことができる恵まれた環境だと思っています。肺癌、呼吸器感染症、気管支喘息、COPD、びまん性肺疾患など呼吸器の
common diseaseから稀な症例まで広く経験できるとともに、当院の特徴として結核病棟があり、様々な全身合併症を持った結
核患者さんの診療を通じて全身を診る力を養うことができます。病棟診療は、指導医とシニアレジデント、レジデントで構成
されるチーム制で、楽しくコミュニケーションをとりながら一丸となって診療にあたっています。大学病院であり複雑な症例
も多いですが、経験豊富な上級医の先生方のアドバイスを受けながら向き合うことができ、大変勉強になります。また、週1回
の再診外来や近隣医療機関での呼吸器外来で外来スキルを磨くことができ、手技に関しても通常の気管支鏡検査のほかEBUS-
TBNAやEBUS-GS、局所麻酔下胸腔鏡検査も術者として豊富に経験できます。そして、症例報告の機会や、臨床研究、治験などに
関わる機会が関連の市中病院より多く、大学院生の先輩方が研究に励む様子も間近で見ることができるので、将来のキャリア
プランを考える上でも恵まれた環境にあると思います。是非一度見学へいらしてください。皆さんと一緒に働けることを楽し
みにしています。（附属病院　呼吸器内科　柳生 洋行）

　附属市民総合医療センターは主治医制ですが、チーム制の形もとっており、チームカンファレンスを毎日朝、夕の2回、呼吸
器内科カンファレンス、内科外科合同カンファレンスをそれぞれ週1回おこなっています。大学病院なので膠原病関連の間質性
肺炎や肺真菌症など難しい症例を経験することもありますが、上級医の先生にいつでも相談できる環境なので、主治医制でも
相談をしながら安心して臨床に打ち込める体制が整っています。主に肺癌を含む悪性腫瘍の症例が多いですが、びまん性肺疾
患、喘息、COPD、肺炎など、幅広い呼吸器疾患も十分に経験できます。呼吸器病センターとして呼吸器内科と呼吸器外科が同
じ病棟、外来で働いているので、外科との距離が近く気胸や膿胸などの相談をしやすい環境なのも魅力の一つです。みなとみ
らいがすぐ近くで初期研修医の先生も多く回ってくるので飲み会の回数も多く、和気あいあいとした雰囲気で働きやすい環境
だと思います。ぜひ一緒に楽しく働きながら勉強しましょう。（附属市民総合医療センター　呼吸器病センター　久保 創介）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://ycu-dp.umin.jp/
　原　悠

Tel: 045-352-7962
E-mail: pulmo1@yokohama-cu.ac.jp
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＜循環器・腎臓・高血圧内科学＞

田村　功一

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ninai/

〔附属病院〕
戸谷　義幸／石上　友章

Tel:045-787-2635

〔市民総合医療センター〕
平和　伸仁／日比　潔
Tel:045-261-5656

＜心臓血管センター＞心臓カテーテル検査約1100件、経皮的冠動脈インターベンション345件、ロータブレーター38件、ペース
メーカー植込み93件、ＩＣＤ植込み22件、CRT-D植込み7件、経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）49件

指導医から一言

（1） 循環器・腎臓・高血圧内科学教室が担当している疾患群は、健康寿命の延伸にとって脅威とされる重篤な疾患群です。
その代表格である高血圧、心血管病、腎臓病は、病態機序のレベルで互いに密接に関係しあい、同じ患者さんに併存すること
も多いため、“心血管腎臓病”という病態連関病の概念で包括的に捉えて対応することが重要です。
（2） 当教室は、循環器内科グループと腎臓・高血圧内科グループの2つの診療科グループから構成されており、これら2つの
グループは2大学病院および協力病院において互いに協力し合っています。そして、循環器内科指導医と腎臓・高血圧内科指導
医の密接な連携診療により、心血管腎臓病に対して領域横断的な高度専門医療体制をとっております．
（3） 日本内科学会、日本腎臓学会、日本高血圧学会、日本透析学会、日本循環器学会、日本心血管代謝内分泌学会、日本不
整脈心電学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本老年医学会などの教育施設として、毎年、多くの専門医を輩出
しています。
（4） 循環器救急や虚血性心疾患では日本はもとより世界でも有数の施設です。病態を大事にして診療するスタイルを覚えて
いただきます。
（5）各専門分野での知識や手技の修得はもちろん、生活習慣病などの慢性疾患の生活指導から先進医療まで幅広く修得する研
修体制となっています。
（6） 担当症例について、内科学会（地方会）、循環器領域、腎臓・高血圧領域の学会で精力的に症例発表しています。ま
た、心血管腎臓病領域における臨床研究、基礎研究にも取り組んでおり、その成果を多数の国際学術誌に発表しています。

　　（附属病院 循環器内科部長補佐　石上友章／腎臓・高血圧内科部長補佐　涌井広道）

シニアレジデントからのメッセージ

　横浜市立大学附属病院循環器内科シニアレジデント2年目の野田光里と申します。出身は長崎大学で、研修は2年間附属市民
総合医療センターでお世話になりました。循環器をローテートした際に見た、カテーテル室での先生方の輝きを忘れることが
できず、また、PCIやTAVIなどの手技も多く、救急や全身管理など幅広く経験できるところに魅力を感じ、循環器を選びまし
た。
　シニアレジデントの仕事としては、入院患者の主治医となることはもちろんのこと、冠動脈造影や経食道エコー、電気生理
学的検査、ペースメーカー植込み術など幅広い手技を習得することができます。新患外来や救急当番では、初診の患者さんの
問診から診察、検査や治療方針を自分で考え、実践することができ、とても勉強になります。さらにはトレッドミルや負荷心
筋シンチなどの生理学検査を施行し、今まで結果しか見ていなかった検査の手順や原理を学ぶことができます。複雑な症例も
多く、一般的な狭心症や心不全だけではなく、補助心臓や心移植が必要な重症心不全や、肺高血圧症や四肢動脈疾患、重症不
整脈、成人先天心など、大学病院でしか経験できない症例も多くあります。診療のバックアップ体制も充実しており、経験豊
富なスタッフ全員が気軽に相談に応じ、治療方針についてエビデンスを基に指導してくれます。治療に難渋する症例でも、カ
ンファレンスを通じて患者さんの病態や背景を掘り下げて、最適な治療方針を画策します。このように知識や技術を習得する
だけでなく、それらを応用する機会も数多くあり、またそれらを臨床研究に活かす機会も数多くあります。これが附属病院の
強みだと思います。
　循環器に興味のある方、横浜市大に興味のある方は、ぜひ一度見学にいらしてください。スタッフ一同、心よりお待ちして
おります。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

診療科の実績

附属病院：2017年実績

＜腎臓・高血圧内科＞腎生検34件、血液透析導入68件、外科手術（内シャント手術など）70件、血液透析療法約3500件、血液
浄化療法（血液吸着、血漿吸着、血漿交換、血液ろ過など）約200件

＜循環器内科＞心臓カテーテル検査537件、冠動脈インターベンション治療228件、ロータブレーター・レーザー59件、経皮的
動脈形成術・経皮的腎動脈形成術等205件、高周波カテーテル心筋焼灼術149件、永久心臓メースメーカ―植込み術61件、ICD植
込み18件、CRT-D植込み10件

市民総合医療センター：2017年実績

＜腎臓・高血圧内科＞腎生検52件、血液透析導入92件、外科手術（内シャント手術など）100件、AVS24件、血液透析療法約
3700件、血液浄化療法（血液吸着、血漿吸着、血漿交換、血液ろ過など）約300件

准教授 平和　伸仁（腎臓・高血圧内科部長、血液浄化療法部長、臨床教育研修センター長）、日比　潔

講師 岩橋　徳明、松澤　泰志

助教 坂　早苗（診療講師）、前島　信彦、小西　正紹、岡田　興造、木村　裕一郎、藤原　亮

助教
重永　豊一郎（診療講師）、仁田　学、金岡　知彦、小村　直弘、清國　雅義、岩田　究、畝田　一司、小林　竜、
大城　光二

附属市民総合医療センター

教授 木村　一雄（循環器内科学教授、心臓血管センター部長）

附属病院

主任教授

准教授 石川　利之（診療教授、循環器内科部長）、戸谷　義幸（血液浄化センター長）、石上　友章、菅野　晃靖

講師 松本　克己、細田　順也、涌井　広道
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＜神経内科学・脳卒中医学＞

田中　章景

附属病院

主任教授

准教授 竹内　英之、土井　宏

診療講師 上木　英人

助教 岡本　光生、東山　雄一、多田　美紀子、勝元　敦子、國井　美紗子、高橋　慶太

附属市民総合医療センター

准教授 上田　直久

講師 岸田　日帯

助教 木村　活生

診療科の実績

以下は2017年の1年間での附属病院での内訳
脳血管障害　106例： 脳梗塞 81例、脳出血 13例、TIA 11例
変性疾患： 筋萎縮性側索硬化症 50例、Parkinson病 37例、多系統萎縮症 28例、正常圧水頭症 8例、進行性核上性麻痺 12
例、脊髄小脳変性症（MSA除く）11例、レビー小体型認知症 4例、プリオン病 4例、など
てんかん 16例
多発性硬化症、視神経脊髄炎関連疾患 14例
重症筋無力症 14例
脳炎、髄膜炎 17例
末梢神経疾患 20例、筋疾患 26例

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~neuro/wp/
　医局長　上木 英人

Tel:　045-787-2725（医局直通）
E-mail:　neuro@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

・当科はグループ制の診療体制で、毎日上下関係なく意見交換をしています。若い医師には神経内科の専門医として必要なト
レーニングを積める様、必要十分な環境を整えています。神経内科医の役割は大きく、多くの若い先生方の力が今必要とされ
ております。ぜひ一緒に神経内科医として仕事をしましょう！（医局長　上木 英人　平成11年卒）
・当科は、国内屈指の診断・診療の質を誇りつつも、大変和やかな雰囲気であり、とても仕事しやすい環境だと思います。是
非一緒に頑張りましょう。（准教授　竹内 英之　平成7年卒）
・当医局では、専門医取得前の先生方が大学附属2病院および神奈川県内の中核病院でバランス良く研修することで、幅広くま
たレベルの高い知識を得ていけるよう最大限配慮しています。我々指導医も若い先生方とともに研鑽していきたいと思ってい
ますので、是非一緒に働きましょう。（准教授　土井 宏　平成10年卒）
・神経内科は脳卒中から認知症まで非常にニーズが高い領域で、まだまだ医師数が足りません。特に当院ではパーキンソン病
のDBS治療や脳梗塞に対する血管内治療まで幅広く勉強できます。是非一緒に頑張りましょう。 （附属市民総合医療センター　
部長・准教授　上田 直久　平成8年卒）

シニアレジデントからのメッセージ

・当科は非常に和やかな雰囲気の医局で、指導医の先生に気軽に相談しやすい態勢が整っている事が特徴です。また脳血管障害から変性疾
患、免疫疾患など非常にバリエーション豊かな症例を経験することが出来ます。難しい症例もありますが、グループ診療で日々の業務を
行っており、指導医の先生と相談しながら診断・治療を進めていくので心配いりません。学会発表も積極的に行っており、こちらも指導医
の先生が手厚くサポートしてくださいます。神経内科に興味のある先生方は、ぜひ一度見学にお越しください。スタッフ一同、お待ちして
おります。（附属病院　シニアレジデント）
・市大センター病院は大学病院と市中病院の両方の性質を併せ持ち、典型的な症例から珍しい症例まで幅広く経験することができます。時
に解釈が難しい症例に出会うこともありますが、指導医の先生にも非常に相談しやすい雰囲気で気軽に相談することができます。脳神経外
科の先生と協力してパーキンソン病のDBS（脳深部刺激療法）を精力的に行っており、専門性の高い治療にも携わることができます。業務
内容としては、初診および再診の外来を週1回、筋電図検査を週1回、当直を月4回行っております。病棟は2チームに分かれてスタッフ1人
当たり6、7人程度の患者を受け持ち業務にあたります。チームごとに互いの患者を把握し、不明な点は気軽に相談することができ、週に1
回全体で入院・退院時のカンファレンスを行い、自身が担当した症例についてより多くの目を通すことで日々の診療がより質の高いものに
なります。内科専門医制度が大幅に変わる中で、どの専門科に進むべきか悩まれる方も多いと思いますが、神経内科に少しでも興味のある
方は是非一度見学にいらしてください。お待ちしております。（附属市民総合医療センター　シニアレジデント）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先
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＜内分泌・糖尿病内科学＞

寺内 康夫

附属病院

主任教授

講師 伊藤 譲

助教 富樫　優、白川　純、奥山　朋子

附属市民総合医療センター

准教授 山川　正

助教 近藤　義宣、杉山　真衣、上田　絢美

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~nai3naib/wp/
　伊藤　譲

Tel:　045-787-2639
E-mail:　yito_yu@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

　代謝疾患（生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症、高血圧、肥満症、痛風）、内分泌疾患（下垂体、甲状腺、副甲状腺、
副腎）を主体とした、専門的内科診療を行っています。治療方針については、当科内だけでなく他科やコメディカルとも連携
して、総合的な医療を目指しています・外来診療：新患・再来の他、他科入院中の症例についても診療を実施しています。・
入院診療： 糖尿病は診断・教育・治療を系統立てて実施、看護師・栄養士・薬剤師・臨床検査技師らとの合同チームで診療に
当たっています。内分泌疾患は、診断を中心に各種負荷試験などの専門的診療を行っています。外科治療を要する場合には当
該科と連携し、速やかな治療が行えるようにしています。手術後のフォローアップは当科で行う場合が多いです。　現在、附
属病院の月間外来患者数は約1700人で、そのうち新患患者数は約70-80人です。入院患者数は年間約350人で、ほとんどが2週間
以内に退院されています。センター病院でも、ほぼ同様の実績を持っています。協力病院は、いずれも症例数では大学附属病
院以上に豊富であり、様々な症例を経験することが可能です。独立性を維持しつつ、必要時には大学と連携しながら診療を進
める体制も整っており、診療体制としては万全を期しています。

指導医から一言

・私がシニアレジデントに求めるものは、安全・安心・思いやりの医療提供と、未来志向型の創造的な医療です。内分泌・代
謝疾患の患者さんの多くは一生この病気と付き合っていく必要があり、患者の視点に立った医療の実践が重要です。臓器障害
を治療するといった短絡的な捉え方だけではなく、病気を有する患者さんと一生付き合うくらいの気構えが必要です。また、
未解決な問題が多い現状を的確に捉え、その解決のための臨床・基礎研究を一緒に推進するマインドを持つ方も求めていま
す。私が今まで培ってきたものをすべて提供し、あなた方に未来を託します。 （寺内 康夫）
・診療科として、豊富な糖尿病、脂質異常症の症例数を利用して、数多くの臨床研究を手掛けています。臨床を学びながら研
究の一端にも加わることができ、有意義な研修ができると思います。 （山川 正）
・糖尿病、内分泌専門施設として症例が多く、診断、治療まで完結でき、興味を持った皆さんの期待に応えられるものと思い
ます。糖尿病・内分泌領域ともに臨床、研究面でまだまだ発展する分野です。臨床上で感じた興味、疑問点に関し、自ら研究
を進めていける環境も整っています。熱意・興味のある方のご連絡をお待ちしております。 （伊藤 譲）
・内分泌、代謝領域は疾患と長い間つきあっていかなければいけない患者さんが多いです。生活習慣病は、医師からの一方通
行的な治療ではなく、患者さんの心情や生活背景をできるだけ理解して、ともに治療を組み立てていかなければなりません。
こういったプロセスの中で、患者さんの気持ちや行動が前向きに変わり、その結果病状の改善が得られたときには患者さんは
大変喜んでくださいますし、そのような姿に私たちもやりがいと喜びを感じることができます。このような診療に興味がある
方、思いやりと熱意をもって取り組んでいただける方、お待ちしています。 （富樫 優）
・糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満症、メタボリックシンドローム等の生活習慣病の患者さんは非常に多いですが、個々の
病態は千差万別であり、複雑に絡み合う病態を把握し、適切な治療法に導くことが重要です。また、内分泌疾患の診断のため
に、じっくりと患者さんを問診しその症状を的確に捉え、細やかに診察し特徴的な身体所見を見いだすことにより、必要な内
分泌検査や画像検査を適切に選択していくこと求められます。これらをスタッフで協力・相談しながら、最新の知見を踏ま
え、推進していく過程を学ぶことができ、変化の激しいこの分野において対応できる柔軟な思考が習得できる充実した研修が
できると思います。（白川　純）
・内分泌代謝疾患は多彩な合併症を来たすことから、幅広い知識と全身を診る力が必要とされます。生活習慣病の管理におい
ては、患者さんの生活指導およびきめ細やかな診療を行うことで将来の疾病予防にもつながる、とてもやりがいのある領域で
す。内科医として広く対応できる診療能力が獲得できる一方で専門性も高く、臨床と研究の行き来が可能な魅力的な診療科で
あり、将来につながる研修ができると思います。（奥山　朋子）

シニアレジデントからのメッセージ

　大学では豊富な指導医のもと、充実した後期研修を送ることができます。当科の特徴として内分泌・代謝疾患の専門家であ
ると同時に、一般内科として総合的に病態を捉えることを重視しており、内科医としての考え方を身につけることができま
す。さらに大学では全科からの糖尿病・内分泌疾患のコンサルテーションを受け、内科だけでなくすべての科の疾患について
の病態を把握でき、臨床のトレーニングとしては最適です。また、関連病院での研修や、地域医療の現場での実践、大学院の
研究など、個々の希望や目標に応じてフレキシブルな研修を積むことができます。関連病院での研修でもスタッフが豊富で、
それぞれの病院の地域性や特性を生かした研修が可能です。一般診療で見逃されがちな内分泌疾患を発見・治療することや、
予防医学の観点から糖尿病及び生活習慣病の治療により患者さんの健康をより長く保つことは、非常にやりがいがあり魅力的
な科であると実感しています。
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公立大学法人横浜市立大学 ◆平成31年度専門医養成プログラム

＜消化器内科学＞

前田　愼

教授 稲森　正彦（医学教育学）

診療教授 沼田　和司　

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~gastro/
近藤正晃

E-mail:　mkondou@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

　今年度より新内科専門医制度が開始されました。当科では、附属病院および市民総合医療センターの大学2病院を中心とし
て、各内科診療科が充実した病床数の多い連携施設を数多く有しているため、新制度において内科各領域で主担当医として豊
富な臨床経験を積むことができると考えます。また、連携施設のうち8施設が基幹病院としての研修プログラムを有しており、
研修施設の選択においても、個々の希望に沿って研修していただきやすいのではないかと考えます。
　大学附属2病院では、消化管、肝臓、胆膵の3グループに分かれて検査・治療にあたり、必要に応じてグループ間で緊密な連
携を取りながら診療していますが、各グループをローテートすることにより、将来の自分の専門を見据えることにも役立ちま
す。上部内視鏡検査、下部内視鏡検査、腹部エコー、肝生検、ERCPなどの基本的手技はもちろんのこと、消化管領域では１）
早期食道・胃・大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術、２）ヘリコバクターピロリ菌感染対策、３）食道静脈瘤に対する内
視鏡的治療、４）炎症性腸疾患に対する内科的治療、肝臓領域では１）肝癌の経皮的局所療法（ラジオ波焼灼療法等）および
血管造影による集学的治療、２）ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法、胆膵領域では１）胆膵悪性腫瘍の閉塞性黄疸のス
テント留置術、２）胆管結石の内視鏡的除去、３）体外衝撃波による膵石破砕治療などのトレーニングが可能です。
　また、大学のプログラムであることから、リサーチマインドの育成にも力を注いでいます。臨床経験を積む中で、症例報
告、臨床研究を視野に入れながら、研修を行っていただき、国内外の学会での発表、論文投稿を目指します。さらに大学院博
士課程との乗り入れコースも設けており、専門医育成プログラム期間を大学院在籍期間とすることで、消化器内科医の専門医
を目指しながら、博士号の取得をすることも可能となっています。

シニアレジデントからのメッセージ

　私は市中病院での初期研修を終了後、横浜市立大学消化器内科学教室の後期研修医として横浜市立大学附属市民総合医療セ
ンターで研修を開始したばかりの駆け出しです。現在は上部消化管内視鏡検査の習得に夢中で、上級医のご指導の下、多くの
症例を経験させて頂いております。病棟ではローテートで胆膵グループに所属し、毎日行われる専門医とのカンファレンスで
揉まれながら、胆膵内視鏡の助手や胆膵癌化学療法などの経験させて頂いており、充実した毎日を送っております。非常に明
るくて、溶け込みやすい雰囲気の教室ですので、是非、一度見学にお越しください。
横浜市立大学附属市民総合医療センター勤務　M.S.　（平成25年卒）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

講師 杉森一哉

助教 福田　浩之、原　浩二、守屋　聡、佐藤　知子、三輪　治生、小林　亮介、合田　賢弘

診療科の実績

上部消化管内視鏡検査　5951件、下部消化管内視鏡検査　3339件、内視鏡的粘膜下層剥離術　517件（うち、食道　85件、胃　
238件、大腸　170件、十二指腸　25件）、内視鏡的止血術・異物除去術　128件、カプセル内視鏡　39件、小腸内視鏡　21件、
胃瘻造設・交換　115件、胃十二指腸ステント留置術　41件、ERCP　602件、EUS　529件（うちEUS-FNA　143件）、PTBD/PTGBD 
54件、肝動脈塞栓術・動注　199件、ラジオ波熱凝固術　70件、エタノール注入療法　18件、腹部造影超音波　740件

助教 佐々木　智彦、金子　裕明、入江　邦泰、須江　聡一郎

附属市民総合医療センター

准教授 中馬　誠　野﨑　昭人（輸血部）、平澤　欣吾

附属病院

主任教授

准教授 芝田　渉（先端医科学研究センター）、近藤　正晃

講師 桐越　博之（臨床検査部）
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公立大学法人横浜市立大学 ◆平成31年度専門医養成プログラム

＜肝胆膵消化器病学＞

中島　淳

教授 窪田　賢輔（内視鏡センター長）

診療講師 日暮　琢磨

　消化器内科では対象とする臓器が、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓と多く、また疾患もそれぞれの臓
器につき、良性・悪性疾患、機能性・器質性疾患、急性・慢性疾患、炎症性疾患、自己免疫性疾患、感染性疾患など種類が多
岐にわたります。さらには検査、診断、治療だけでなく予防医学までその守備範囲は非常にひろいものになります。それらを
実践するための検査・治療手技も多いため、専門家として学ぶべきものは膨大なものとなります。一方、現場に目を向けれ
ば、腹痛という症状一つとっても、心筋梗塞や腹部大動脈瘤などの循環器系疾患を始め、泌尿器科疾患や婦人科疾患、内分泌
疾患などなど、マネジメントすべき疾患は消化器内科領域にとどまりません。（そうした診療を通じ、消化器分野の専門家と
して成長していく過程を経て、救急医療やジェネラリストの担い手になっていく先生方もいらっしゃいます。） したがって、
生涯を通じて学び続けなければならない＝成長し続ける楽しみが得られる領域ではありますが、そういった中で最初の3年間を
どう過ごすかは重要な意味を持っていると思いますし、我々として責任を感じるところであります。
　肝胆膵消化器病学では大学病院のほか、症例も多く高度医療が可能な地域の中核病院と協力し、重要な意味を持つ 3 年間を
より有意義な研修期間とすることに力を注いでいます。主な協力病院はいずれも各分野の認定施設であり、本プログラム中に
それらの病院をローテートしても、キャリアの空白が生まれず、最短で各専門資格を取ることができます。
　附属病院では、消化管、肝臓、胆膵の 3 グループに分かれて検査・治療にあたり、必要に応じてグループ間で緊密な連携を
取りながら診療しています。各グループをローテートし、それぞれの分野を専門とする指導医のもとで修練することで、全て
の分野において高い医療レベルでの診療技能を身につけることができます。検査・治療手技に関しても、上記の様に件数も多
く、また地域の病院ではあまり行われることのない手技を経験することも可能です。そういう環境の中で、将来的な自分の消
化器内科医としてのスタンス（消化器分野のマルチプレーヤーや、一つの分野・疾患に熟達する、一つの手技を極めるなどな
ど）を広いレンジで思い描くことも可能になると思います。
　大学病院のもうひとつの側面として研究がありますが、毛嫌いしてはいませんか。生涯を通じて学び続ける上で、貴重な症
例を共有する、自分の思う臨床上の疑問や信じる治療を形にして世に問う、臨床で目にする現象のメカニズムを様々なレベル
で解明する、といったことは独りよがりの診療を避け、高いレベルでの医療を行う上で大切なことです。臨床経験を積む中
で、症例報告、臨床研究を視野に入れながら、研修を行っていただき、国内外の学会での発表、論文投稿を目指します。さら
にシニアレジデントの期間を大学院在籍期間と兼任することで、消化器内科医の専門医を目指しながら、それらの業績をもと
に博士号を取得することも可能です。その頃の研究を実際の臨床に還元することで、卒後早い時期から世の第一人者として仕
事をしている医師も、当職場には多くおります。
　以上、世の中に貢献できる医師を目指すうえで、消化器病分野の、またその道を進む上で当職場でのプログラムの魅力が少
しでも伝わればと思いますし、まだまだ伝えたいことがたくさんあります。興味をもたれた先生は是非ご連絡ください。一緒
に研鑽できる日々を楽しみにしております。

シニアレジデントからのメッセージ

　私は平成 24 年に卒業後、市中病院での初期臨床研修を経て、消化器内科領域のシニアレジデントとして、横浜市立大学附
属病院で働いております。初期研修が終わり教室員として、1 人の医者として、自分が行う医療行為に対する責任の重さに
日々悩みながら業務に取り組んでおります。
　卒後 3 年目、入局 1 年目のシニアレジデントとして上部消化管内視鏡などの修練もしながら、現在、肝臓グループに所属
していますので、毎日、担当患者の超音波検査を行うなど、積極的に消化器内科医としての基本的な検査手技を身につけるよ
う心がけています。その他、所属グループでは、肝生検といった消化器内科医として必要な手技を学ぶほか、昨年から保険適
応になったトルバプタンの内服による腹水コントロールや、肝細胞がんに対する経カテーテル治療でマイクロスフィアという
新しい塞栓物質を使ったTACEに携わったりと、新しい治療にも接する機会が多いです。その他にも普段多くは行われない脾腫
に対する脾動脈塞栓術、胃腎シャントに対するBRTO、経頸静脈的肝生検などの手技にも実際の術者となるチャンスもありま
す。このような検査を経験ある指導医のもとで安全に研修できるということも大学病院の魅力の一つだと思っています。
　最後に、日頃より熱心に指導して頂いている上級医の先生方には大変感謝しております。また御覧になっている初期研修医
の皆様方と一緒に働ける機会をとても楽しみにしております。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://ycu-hepabiligi.jp/
佐藤　高光

Tel:　045-787-2640
E-mail：tkmtsato@yokohama-cu.ac.jp

助教 今城　健人、大久保　秀則、小川　祐二、結束　貴臣、佐藤　高光

診療科の実績

2017年度検査件数  【消化管グループ】上部消化管ESD:184例、下部消化管ESD:160例、下部消化管EMR:443例
【肝臓グループ】RFA；129件、マイクロ波凝固療法；21件、肝生検（肝腫瘍生検を含む）；177件、肝癌に対する径カテーテル
治療；100件、IVR（緊急止血術など）；11件
【胆膵グループ】内視鏡透視検査全体：963件、ERCP 812件、EUS-BD（胆道ドレナージ） 44件、EUS-CD(嚢胞ドレナージ) 11
件、EUS-PD(膵管ドレナージ) 2件、十二指腸ステント留置術 19件、EUS観察 576件、EUS-FNA 150件

指導医から一言

附属病院

主任教授

診療教授 斉藤　聡

講師 米田　正人、細野　邦広、加藤　真吾
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公立大学法人横浜市立大学 ◆平成31年度専門医養成プログラム

＜臨床腫瘍科（腫瘍内科・緩和医療）＞

市川　靖史

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~yoncol//index.html
小林　規俊

Tel：045-787-2800（内線6811）
E-mail:　norikoba@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

当科は、消化器外科、消化器内科の出身の医師を中心に10年ほど前に、時代の必要性もあり新たに発足した診療科です。これ
までは、乳腺外科とともに一診療科として診療を行ってきましたが、乳腺外科が独立したことに伴い、食道、胃、大腸などの
消化管のがんと膵臓がんを中心に、診療にあたっており、入院にて年間500件、外来にて年間3000件の化学療法を行っていま
す。どこが原発かわからないがんの診断と治療やがんに伴う様々な合併症なども多く経験し、常に様々な他科の先生方や看護
師、時には、地域の医療機関のスタッフと数多くの実践的なディスカッションを通して、がん患者さんに対する全人的ケアー
を体験することができます。当科の特徴としては、食道がん、胃がん、大腸がんはもとより、膵臓がんに対する化学療法の治
療件数は全国でもトップクラスに入ること、耳鼻咽喉科、口腔外科の先生方と共同で頭頚部がんも多くの症例を手掛けている
ことが挙げられます。また、希少がんである神経内分泌腫瘍は当科の専門分野の一つであり、毎年多くの患者さんを日本中か
らご紹介頂きます（https://medicalnote.jp/contents/160927-003-XM）。昨年からは放射線科と共同で、神経内分泌腫瘍に対
するRI内用療法を日本で初めて第I相試験として当科で開始しました。さらには神経内分泌腫瘍に対する抗がん剤を使用した臨
床試験（CAPTEM療法）も、国内で唯一、当院のみで行っております。また当科での研修中には西日本がん研究機構WJOGなどに
も出席して臨床試験の学習の機会を持っていただきます。また緩和チームとも共同で診療を行い、がん患者さんのメンタルケ
アーも勉強することができます。研究に関してもヒトの腫瘍検体を用いてのオルガノイド作成やマウスを用いた研究も行うこ
とができます。また豊富な臨床データをもとに臨床研究を行うこともできます。

指導医から一言

　がん薬物療法専門医には内科専門医の取得が必要となります。従来は各内科学の講座にて研鑽した際に腫瘍学に興味をもっ
た場合は、腫瘍学の専門医取得に必要ながん症例を改めて学ぶ必要がありました。しかし、今回の制度により、内科専門医の
取得に必要な症例を学びつつ、その過程においてがん薬物療法専門医取得に必要ながん症例を同時に研修できるように配慮す
ることが可能と考えます。当講座の実績は消化器系のがん種が比較的に多いですが、その他のがん種も十分に研修可能です。
また、臨床試験作成のノウハウを学びつつ、自主研修として臨床試験を立ち上げるお手伝いも致します。魔訶豊富な臨床デー
タをもとに、後方視的研究を通して、日々のクリニカルクエスチョンに何らかの答えを出し、その結果を論文発表することも
可能です。がん治療に興味のある方の参加をお待ちしています。

シニアレジデントからのメッセージ

私は市中病院で初期研修をする中で近年目覚ましい発展を遂げている消化器がんに対する化学療法と緩和治療に興味を持ち、
症例数の多い横浜市立大学臨床腫瘍科で後期研修医として勤務させていただくことになりました。
当科が扱う癌種は頭頚部がん、食道がん、胃がん、大腸がん、膵がん、原発不明がん、内分泌腫瘍と多岐にわたりますが、豊
富な症例と熱心な指導医のもとでとても充実した研修を送っています。
頻度の高いがんから稀有な症例まで幅広いがん診療を経験することができるのはもちろんのこと、がん患者の抱える様々な合
併症や治療の副作用の診断・治療を通して、多岐にわたる内科疾患の知識や技術を習得することができます。
他院・他科からのコンサルト症例を含め、非常に稀な症例や解釈の難しい症例を担当させていただくことも多く、そのような
症例を理論的に紐解く過程を熱心に指導してくださいます。
また、毎週各臨床科との合同カンファレンスが多く行われており、症例を多視点的にとらえる機会が与えられます。
院内の緩和ケアチームにも参加させていただき、チームの一員として院内での様々な癌種の緩和ケアが必要な症例を経験する
ことができます。
科内の雰囲気はとても明るく、細やかなコミュニケーションを取りつつ業務にあたっているため、意見を交わしやすく分から
ないことがあれば指導医に気軽に相談することができます。
化学療法や緩和医療などがん診療に興味のある方は当科での研修をお勧めいたします。是非一度気軽に見学に来てください。
心よりお待ちしております。

助教 廣島　幸彦、徳久　元彦

附属市民総合医療センター

市民総合医療センターへの人材派遣はまだできていません

附属病院

主任教授

准教授 小林　規俊 (医局長）

講師 後藤　歩（化学療法センター長）
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 診療科目 　外科

主な協力病院

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

【2年目】 低難易度手術の術者、中高難易度手術の助手　　学術として各種学会での発表

中難易度手術の術者やサブスペシャリティー手術　　学会発表／論文執筆

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】 基本的診断能力および外科基本的知識と技能の習得

プログラム責任者：益田　宗孝、遠藤　格

横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、神奈川県立がんセンター、神奈川県立循環器呼吸器病セン
ター、神奈川県立こども医療センター、神奈川県立足柄上病院、横浜市立市民病院、横浜南共済病院、平塚共済病院、済生会
横浜市南部病院、秦野赤十字病院、藤沢湘南台病院、藤沢市民病院、横浜医療センター、横須賀共済病院、横浜労災病院、関
東労災病院、伊藤病院、国際医療福祉大附属熱海病院、三浦市立病院、上白根病院、横須賀市立うわまち病院、汐見台病院、
横浜総合病院、国立がんセンター東病院、国立病院機構横浜医療センター、市立伊東市民病院、横須賀市立市民病院、横浜市
立みなと赤十字病院、川崎幸病院、国際医療福祉大学熱海病院、済生会若草病院、湘南病院、長津田厚生総合病院、横浜保土
ケ谷中央病院、大船中央病院

プログラムの特徴

　本学では外科治療学教室と消化器・腫瘍外科学教室とが共同し、横浜市立大学附属病院と横浜市大学附属市民総合センター
がそれぞれ基幹病院となる2つの外科専門医プログラムを用意しています。横浜市立大学付属２病院がお互いに連携施設とな
り、そして高度専門施設や神奈川県下の中核病院を加えた連携病院施設群を構成しています。
　神奈川県の中核病院である藤沢市民病院、三浦市立病院、横須賀市立うわまち病院、横須賀市立市民病院、横浜市立市民病
院、横浜市立みなと赤十字病院、川崎幸病院、関東労災病院、上白根病院、国際医療福祉大学熱海病院、済生会横浜市南部病
院、済生会若草病院、湘南病院、長津田厚生総合病院、秦野赤十字病院、平塚共済病院、藤沢湘南台病院、保土ケ谷中央病
院、横須賀共済病院、横浜南共済病院、横浜総合病院、横浜労災病院、汐見台病院などが当プログラムに参加しており、多く
の手術症例が経験可能です。そして、サブスペシャリティーへのステップアップへつながる施設として、横浜市立大学付属病
院と横浜市大学附属センター病院の他にも、国立がんセンター東病院、県立がんセンター、県立こども医療センター、県立循
環器呼吸器病センター、伊藤病院などと連携を行っており、小児から高齢者まで、またプライマリーケアからターミナルケア
までの外科全般にわたり学習できるのみならず、内視鏡手術などの低侵襲手術や生体肝移植、補助人工心臓といった高度先進
医療まで学習できます。
　プログラム全体として年間3万例を超える豊富な症例数を有しており、小児・外傷・末梢血管など必要経験症例数が少ない
疾患にも対応しています。専攻医はこれらの施設群をローテートすることにより、多彩で偏りのない充実した研修を行うこと
が可能となります。施設群における研修の順序、期間等については、専攻医数や個々の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、横浜市立大学付属病院外科ローテーション管理委員会が決定します。

到達目標

消化器外科専門医、心臓血管外科専門医、呼吸器外科専門医、乳腺専門医、日本内分泌・甲状腺外科専門医、小児外科専門医

【3年目】

１）専攻医が医師として必要な基本的診療能力を習得すること
２）専攻医が外科領域の専門的診療能力を習得すること
３）上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、患者に信頼され、標準的な医療を提供でき、プロ
フェッショナルとしての誇りを持ち、患者への責任を果たせる外科専門医となること
４）外科専門医の育成を通して国民の健康・福祉に貢献すること
５）外科領域全般からサブスペシャルティ領域（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、乳腺、内分泌外科）ま
たはそれに準じた外科関連領域の専門研修を行い、それぞれの領域の専門医取得へと連動すること
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＜外科治療学＞

益田　宗孝

診療教授 利野　靖、鈴木　伸一

診療講師 中山　博貴

病院教授

診療教授

附属病院

主任教授

准教授 磯松　幸尚、郷田　素彦

講師 佐藤　勉、禹　哲漢

助教 玉川　洋、町田　大輔、石川　善啓、沼田　正勝、青山 徹、澤崎　翔、伊坂　哲哉、天野　新也

附属市民総合医療センター

乾　健二

内田　敬二

准教授 輕部　義久、湯川　寛夫

講師 虫明　寛行、益戸　功彦、西井　鉄平

診療講師 高橋　航、南　智行

助教 大佛　智彦、加藤 真、長 知樹、渡辺卓央、松木　佑介、伏見　謙一、藪　直人、菊池　章友

診療科の実績

当教室は、心臓血管外科・消化器外科・呼吸器外科・乳腺甲状腺外科・救急外科の全部門を含む総合外科の医局です。大学病
院と大半が神奈川県内にある関連病院併せて25施設が連携しており、年間で合計15,000件を超える手術がわれわれのグループ
内で行われております。15000件の内訳は以下の通りです。
消化器・一般外科：7000例、呼吸器：2200例、心臓・大血管：1000例、末梢血管：1200例、乳腺：1350例、甲状腺・内分泌：
2450例、救急外科：300例

指導医から一言

われわれのグループでは日本外科学会指導医が60名以上在籍しており、各領域（心臓血管外科・消化器外科・呼吸器外科・乳
腺甲状腺外科・救急外科）の専門家が指導にあたります。
当教室は楽しく真面目にがモットーです。和気あいあいとした雰囲気の時もあれば、真剣に医療と向き合う姿勢もあり、とて
もメリハリのある教室です。やる気のある若手を積極的にバックアップ出来る風通しの良い環境で皆様と一緒に働けることを
楽しみにしています。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www.first-surgery.jp/
　医局長：玉川　洋
Tel:　045-787-2645

E-mail:　tamagawa@yokohama-cu.ac.jp
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＜消化器・腫瘍外科学＞

遠藤　格（消化器・肝移植外科部長、消化器・腫瘍外科学教授）

秋山　浩利（上部消化管）

國崎　主税（消化器外科部長、消化器外科教授）

附属病院

消化器病センター　/　乳腺甲状腺外科　/　炎症性腸疾患センター

講師

診療科のホームページURL

http://www.ycusurg2.jp/

主任教授

准教授

助教

附属市民総合医療センター

石部　敦士
Tel:　045-787-2650

E-mail:　aishibe@yokohama-cu.ac.jp

成井　一隆（乳腺外科　部長）、渡邉　純（下部消化管）

柿添　学（下部消化管）、宮本　洋（上部消化管）、佐藤　圭（上部消化管）、佐藤　渉（上部消化管）、
田中　優作（上部消化管）

指導医から一言

助教

消化器・腫瘍外科　/　乳腺外科

松山　隆生（肝胆膵）

熊本　宜文（肝胆膵）、菅江　貞亨（乳腺）、小坂　隆司（上部消化管）、石部　敦士（下部消化管）

小澤　真由美（下部消化管）、本間　祐樹（肝胆膵）、澤田　雄（肝胆膵）、藪下　泰宏（肝胆膵）、
村上　崇（肝胆膵）、鈴木　紳助（下部消化管）、土屋　伸広（肝胆膵）

木村　英明（炎症性腸疾患センター部長）

教授

教授

本学の外科専門研修プログラムは外科治療学と消化器・腫瘍外科学と共同で外科専門医を育成します。外科専門研修プログラ
ムの3年間は、外科専門医を取得することのみならず、消化器外科専門医や乳腺専門医を取得するための第一ステップとなりま
す。消化器・腫瘍外科学の医局員は卒後10から12年で75％が消化器外科専門医または乳腺専門医もしくはその両方を取得して
おり、外科専門医取得後も消化器外科専門医や乳腺専門医取得のためのプログラムを継続して受けることが可能です。また、
技術・研究面で欧米諸国に後れを取らないようにグローバルな卒後教育を目指しており、現在研究を行っている18名の大学院
生のうち5人が国内外に留学しております。

担当者・連絡先

准教授

講師

診療科の実績

当科の専門分野は食道、胃、肝臓、胆道、膵臓、大腸などの消化器疾患の外科的治療と乳腺疾患の外科的治療です。
消化器外科、乳腺外科のいずれの分野でも日本でトップクラスの治療成績を目指しており、特に悪性疾患については拡大郭清
から機能温存、そして低侵襲手術まで高度な手術を安全に行い、患者さんの病気の状態や希望に応じたいわゆるテーラーメー
ド医療を提供しています。しかし、疾患やその進行度によっては外科的治療だけでは満足出来ない分野も数多くあります。そ
のため最近進歩の著しい遺伝子などの分子生物学的検索により、がんや種々の病態の発生機序を解明し、より効果的で効率
的、そして画期的な医療を開発しようと日々研究に取り組んでおります。
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横浜市南部病院、藤沢市民病院

 診療科目 　精神医学・児童精神医学

プログラム責任者：須田　顕

プログラムの特徴

横浜市立大学精神科専門医研修プログラムは、精神科領域の基本的な専門医である精神科専門医と、国家資格である精神保健
指定医を最短で取得することを目指した計３年間のプログラムです。大学病院・精神科病院・総合病院精神科で１年間ずつ研
修を行うことにより、幅広い臨床経験を積むことができます。また、専攻医を対象とした研修会や症例検討会、全国レベルの
学会や研修会への参加もできます。
３年間の本プログラム修了後はさらに、大学病院や協力病院でのローテートを通じて臨床経験を積み、専門分野での資格を目
指していくことも可能です。児童精神科での研修を希望の場合は、３年間のプログラムの中で、大学病院の児童精神科での研
修を1 年間行うこともできます。その後も児童精神医学を専門領域としていきたい方は、３年間の本プログラム修了に引き続
き、協力病院での勤務や、療育センター・児童相談所の嘱託などを通じて児童精神科の臨床経験を積み、専門性を高めてゆく
ことが出来ます。

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】 原則、基幹病院（附属病院）で研修し、診療に必要な知識やケースワークを学ぶ。チーム医療を実践する。

【2年目】 総合病院精神科（閉鎖病棟）で精神科救急を経験する。神経症や依存症、児童思春期症例などを経験する。

【3年目】 精神科病院で研鑽を積み、地域医療や精神福祉資源を学ぶと共に、自立して診療できるようになる。

（精神科病院）
神奈川県立精神医療センター、横浜舞岡病院、日向台病院、誠心会神奈川病院、
あさひの丘病院、藤沢病院、曽我病院、研水会平塚病院、愛光病院、沼津中央病院、鷹岡病院

（精神科無床総合病院）

到達目標

プログラムでは精神科専門医、精神保健指定医に必要な症例を経験しますが、一般精神科診療のみならず、リエゾン、精神
科救急、老年精神医学、児童・思春期精神医学などの幅広い臨床経験を積むことで、精神科専門医として基本的な技術・知識
の習得にとどまることなく、幅広い見識を備えた精神科医の養成を目標とします。その中で、特に人権上適切な配慮を要する
精神科医療の特性をふまえて、精神・身体・社会・倫理の各面を総合的に考慮しつつ、患者の人権を確保し、個人としての尊
厳に配慮した医療を行うことができるよう研鑽を重ねることは、精神保健指定医を目指す上でも重要な課題となります。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

精神科専門医、精神保健指定医

主な協力病院

（精神科有床総合病院） 横浜市立大学附属市民総合医療センター、国立横浜医療センター
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公立大学法人横浜市立大学◆平成31年度専門研修プログラム

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~psychiat/
　須田　顕

Tel:　045-787-2667
E-mail:psy_resi@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

大学病院・総合病院・精神科病院の三つのタイプの病院が協力できる体制があるからこ
そ可能となった、幅も奥行きも広いプログラムです。大学病院や総合病院での研修で
は、一般の精神科病院では症例数の少ない器質性精神障害や身体合併症症例を多く経験
できるほか、物忘れ外来や児童精神科外来といった専門外来、さらに脳波判読研修も用
意しています。頭部MRIやSPECT、心筋シンチグラフィーなど各種画像検査の読影も学ぶ
ことができます。協力病院もいずれも本教室での現役メンバーや指導経験豊富なOB の精
神科医が複数名所属し、随時指導できる体制が整っています。その中で精神科救急をは
じめとする急性期から慢性期、精神福祉資源の活用まで幅広く経験することが出来ま
す。専門医や指定医の申請にあたってのレポート作成の指導なども教室員が密に行い、
面接試験対策も行っています。
本教室の研修システムは、バランスの良い精神科専門医を養成することができ、全国に
誇れるものと自負しております。シニアレジデント修了したのちの教育プログラムも
行ってきており、多様な専門性にも対応しています。当教室の門をたたき精神科医に
なって良かった、と心から思えるように、教室員一同サポートしてまいります。皆さん
とともに、横浜市や神奈川県内の精神医療を盛り上げることができたらと思っていま
す。説明会などのお知らせをホームページに随時アップしておりますので是非ご覧くだ
さい。（平成14年卒 須田　顕）

シニアレジデントからのメッセージ

シニアレジデント一年目の現在は附属病院で研修しています。入院患者さんの診療
以外にも、再診、初診、併診など様々な仕事を任され多忙な日々を送っています。
最初は慣れない業務に不安になることもありましたが、熱心な上級医の先生方がつ
きっきりで丁寧に指導してくださるので安心して業務にあたることができます。ま
た、週一回ずつグループカンファレンスと病棟カンファレンスがあり、自分で考え
た方針について助言や指摘をいただく機会があり、とても勉強になります。シニア
レジデント向けの勉強会なども定期的に開催され、最新の臨床の知識を得る機会が
あります。(シニアレジデント1年目　秋山　ゆき乃)

現在シニア２年目でセンター病院に勤務しています。センター病院の精神科は横浜
市の精神科救急基幹病院として、急性期疾患を数多く扱い当初は戸惑いも大きかっ
たのですが、センター病院にも指導に熱心な上級医師がたくさんいて安心して業務
にあたれます。昨年度市大附属病院で研修した経験を生かしてより主体的に治療に
かかわるように心がけています。（シニアレジデント2年目　野地　貴）

3年目は横浜市大関連の精神科単科病院で研修をさせて頂いています。1～2年目で
は大学病院・センター病院と総合病院をローテートし、病院としての役割も異なり
ますが指導医の先生方に御指導頂いた経験を基に自信を持って診療に臨んでいま
す。特に精神科救急など地域に根差した精神科医療を、指導医・同僚の先生や他の
コメディカルのスタッフの方々と実践しています。精神保健指定医に必要な症例は
もちろん本当に幅広い経験をすることができ、自分がステップアップをしているこ
とを日々実感しながら、刺激的で充実した毎日を送ることが出来ています。（シニ
アレジデント3年目 永露　毅）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

臨床講師 野本 宗孝

助教
六本木　知秀、中川　牧子（脳波室）、日野　耕介（救命C）、山本　恭平（児童精神科）、折田　真央、
谷本　瑠奈（児童精神科）、許　博陽

診療科の実績

　附属病院の精神科は、開放病棟26床のみながら、年間入院患者数は約300名であり、高い病床回転率を維持しながら地域から
の入院依頼に広く対応しています。外来の年間初診患者数は約1,200名です。うつ病や統合失調症患者に対する集団認知行動療
法も行っています。
センター病院・精神医療センターは、閉鎖病棟50 床からなり、年間入院患者数は約260 名、外来の年間初診患者数は約1,200 
名です。精神科救急・身体合併症入院（スーパー救急）に対応し、地域の精神科救急基幹病院となっています。また、高度救
命救急センターにも専従の精神科医を配置し、自殺企図や精神症状合併患者の診療を行っています。
　児童精神科は、全国に先駆けて約40 年前に外来診療科として設立されました。今日では附属病院・センター病院両院で診療
が行われています。各々の年間外来初診患者数は約300名、約250 名であり、摂食障害、統合失調症、発達障害、情緒障害など
の児童の入院治療も行っています。
　研究面では、神経画像、分子・薬理、免疫、救急、リハビリテーションなどが行われており、国内外で高い評価を得ていま
す。

助教 井出 恵子（健康管理室）

附属市民総合医療センター

准教授 高橋 雄一（精神医療センター部長）

附属病院

講師 勝瀬 大海、藤田　純一（児童精神科）、浅見 剛、吉見 明香（緩和医療部）

助教 青山　久美（児童精神科）、須田　顕、白石　洋子（脳波室）青木　直哉、石井　美緒、千葉　直子、吉田　晴久
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到達目標

小児科専門医として必要な健常児の健診から一般疾患の対処、そして専門分野の研修をすることによって、オールラウンドに
対応できる小児科医の知識技量を持つ小児科医の育成を目標としています。
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ていただきます。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

小児科専門医

主な協力病院

国立病院機構横浜医療センター、横浜南共済病院、済生会横浜市南部病院、横浜労災病院、済生会横浜市東部病院、横浜市立
みなと赤十字病院、小田原市立病院、藤沢市民病院、大和市立病院、横須賀共済病院

【1年目】 一つめの連携病院で小児科医としてのスタート。総合小児科の基礎を学ぶ。

【2年目】 6ヶ月間、大学病院で希望する分野のSubspecialty研修を行う。

【3年目】 二つめの連携病院で総合小児科医としての総仕上げを行い、専門医試験に備える。

 診療科目 　小児科学

プログラム責任者：伊藤　秀一

プログラムの特徴

　私たちの教室は二つの大学病院と横浜市と神奈川県内の複数の連携病院より構成されています。横浜市は370万人、神奈川
県は910万人の人口圏ですが、このエリアで唯一の公立大学である横浜市立大学病院および連携病院には多くの患者さんが集
中するため、臨床医としての経験値や技術が上がり、さらに興味深い疾患にも事欠きません。また、教室員数が多いスケール
メリットを最大限に活用し、大学病院には高度専門医療を担うために十分な数のSubspecialty専門医を、さらに各連携病院に
は10名以上の小児科医を配属し、小児科医と患者の集約化を成し遂げていることが特徴です。この集約化の教育への効果とし
ては、1)　たくさんの症例を経験できる研修であること、2)　経験した疾患、症例について指導医から充分な指導が受けられ
る環境を提供できること、3)　心身ともに健康な小児科医により、子どもたちに絶え間のない最善の小児医療を提供できるこ
と、4)　学会、研究会への参加や様々な研究活動の時間的余裕があること、5)　同年代の若手医師が多いので切磋琢磨してよ
り実力があがること、が挙げられます。
　私たちは、小児科医として誰もが持つべき基礎的なかつ幅広い知識、技術を身に付けることができ、さらに将来の
Subspecialty 専門研修も見据えた、独自の「小児科専攻医研修プログラム」を用意しています。

プログラムの概要（修得項目）
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公立大学法人横浜市立大学 ◆平成31年度専門医養成プログラム

伊藤 秀一（腎臓・リウマチ免疫）

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~shonika/
　竹内　正宣

Tel:　045-787-2670
E-mail:　ycuped@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

　小児科医という幸福な職業を選択して頂いた先生たちに、一人前のプロフェッショナルになって欲しいというのが私たちの
願いです。当教室では、初期研修後に、全ての小児科医が持つべき基礎的な知識、技術を身に付けるための3年間の「小児科専
門医研修」と、その先に、専門分野に特化した「Subspecialty専門医研修」を用意しています。3年間の「小児科専門医研修」
では、連携病院で1年もしくは1.5年間一般小児科の研修を行い、その後の半年間は大学で各人が希望する分野のSubspecialty
研修（3ヶ月ずつ2分野）を行い、さらにその後は、1.5年間または1年間は別の連携病院で一般研修を行います。2つの大学病院
で約半年間の研修を行う点が、私たちのプログラムの特徴であり、これによりSubspecialty分野で経験すべき疾患に予め触れ
ることが可能となり、さらに将来のSubspecialtyを決める上でも参考になります。実はこの形式の研修は、当教室では10年以
上前から開始されており、偶然にも2017年より実施される新専門医制度に、何一つ骨格を変更することなく対応可能な方式で
した。私たちの研修方式は、ある意味時代を先取りしたものであったと言えるかもしれません。
　横浜は、開港してわずか150年余の町です。開港前は、白い砂浜に青い松原が広がる小さな漁村でした。開港後、そこに全国
から多くの人々が成功を夢見て集まり、街は次第に大きく発展しました。そのため、横浜という街は外から訪れる人たちにと
ても寛容であり、その気風は本学の校風、そして当教室の美点としても代々受け継がれています。当教室にも、全国津々浦々
から人々が集い、出身大学は、北は旭川医大から南は琉球大まで、その数は53校にもおよびます。また、過去10年の入局者の
82％が横浜市大以外の出身です。一つの教室に、日本の医学部の約2/3の大学の出身者がいるという事は、多様性、個性、独自
性を大切にする私たちにとって大変に誇らしい数字です。私たちは「安心感や帰属感のもと、個人と教室の両方が継続的に成
長・発展するための環境を創造する。教室員の安定と幸福が、患児と家族の幸福、病院さらに社会の利益に帰結する」という
教室の理念に賛同し、一緒に働いてくださる方をお待ちしています。あなたも当教室の仲間になりませんか。ご連絡お待ちし
ています。（主任教授　伊藤秀一）

シニアレジデントからのメッセージ

　私が横浜市立大学の小児科専門研修を選んだのは、効率よく多くの疾患を学ぶことができる「いいとこ取り」のプログラム
だからです。当プログラムでは、最初の1～1年半はcommon diseaseを中心に学ぶことができる症例数の多い市中病院で研修を
します。小児科のいろはもまだわからない段階で、専門性の高い疾患を学ぶのはかなりハードルが高いと思います。救急外来
診療などを通し多くのcommon diseaseを経験することで、よくある疾患を見逃さず、正しく診療するための技術を学びまし
た。上級医も非常に指導熱心な先生が多く、安心して小児科医としての一歩を踏み出すことができました。次の半年は、附属
病院またはセンター病院の専門グループから2～3グループを選択して研修をします。将来の自分の専門分野を決める上で非常
に参考になる経験であり、また市中病院で出会った重症症例や専門的な疾患症例が大学病院に転院した後どのような専門治療
を受けていくのかといった過程を学ぶことができました。最後の1～1年半は、基本的には1年目とは違う市中病院で研修を行い
ます。大学病院研修後であり、1年目の時とは違う視点で診療にあたることができ、後輩に指導することで疾患への理解を深め
ることができたように思います。このように効率よく、確実にステップアップができるプログラムです。新専門医制度が始ま
り、多くの病院でプログラムの見直しが行われたそうですが、当プログラムは変えずとも制度の基準を満たしており、それだ
け充実したプログラムであることがわかります。
　医局員の人数が多く、熱い想いを抱える先生も多いので、ロールモデルとなる先生に出会うことができます。また同期が多
いことも魅力でいつも励ましあいながら頑張っています。楽しく、効率よく学んで一緒に小児科医人生を始めてみませんか？
お待ちしています！　    （平成24年度卒業　シニアレジデント）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

講師 志賀 健太郎（内分泌代謝）

助教
武下 草生子、渡辺 好宏（神経）、町田 裕之、稲葉 彩（腎臓）、大杉 康司（内分泌代謝）
石田 史彦、西 大介（新生児）

診療科の実績

　附属病院では、主に血液疾患、循環器疾患、リウマチ免疫疾患・結核、未熟児の入院治療ならびに外来診療を行っていま
す。血液疾患では、末梢血幹細胞移植を悪性疾患のみならず先天性免疫不全症に対しても行う我が国では数少ない病院です。
循環器では先天性心疾患に対するカテーテル検査や内科的治療とともに心臓外科と共同した診療を行っています。リウマチ免
疫疾患では全国に数少ない専門診療施設として全国の患者の受け入れとともに生物学的製剤などの臨床試験を積極的に行って
います。
　市民総合医療センターでは、神経疾患、腎臓疾患、内分泌代謝疾患、アレルギー疾患の専門治療と重症肺炎や脳炎などの集
中治療の必要な疾患に対する治療を行っています。神経疾患では各種脳炎・脳症に対する脳低体温療法や脳性麻痺に対するボ
トックス治療などを行っています。腎疾患では、急性腎不全症例に対する血液浄化療法などを積極的に行っています。内分泌
代謝疾患では糖尿病に対する治療・指導を積極的に行っています。

助教
竹内 正宣、佐々木 康二（血液・腫瘍）、原 良紀、西村 謙一（リウマチ免疫）、
渡辺 重朗、中野 裕介（循環器）、魚住 梓、釼持 孝博（新生児）

附属市民総合医療センター

准教授 関 和男（新生児）

附属病院

主任教授

病院教授 西巻 滋（新生児）

講師 鉾碕 竜範（循環器）、柴 徳生（血液・腫瘍）
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修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

整形外科専門医、脊椎脊髄病指定医、日本手外科学会専門医、日本リウマチ学会認定医、日本体育協会スポーツ医、リハビリ
テーション学会認定医など

主な協力病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立市民病院、横浜医療センター、横浜南共済病院、平塚共済病院、相模原協
同病院、小田原市立病院、藤沢市民病院、横須賀共済病院、関東労災病院、横須賀市立市民病院、神奈川県立こども医療セン
ター、神奈川県立がんセンター、神奈川リハビリテーション病院、大和市立病院、茅ヶ崎市立病院、横須賀市立うわまち病
院、横浜保土ヶ谷中央病院、足柄上病院、横浜掖済会病院、横浜市立脳血管医療センター、国際医療福祉大学熱海病院、新百
合ヶ丘総合病院、済生会若草病院

【1,2年目】
１年目もしくは２年目に１年間横浜市立大学附属病院で研修を行います。この期間は専門診療班に所属し、各専
門領域での高度な医療、基礎研究、臨床研究に携わる事により、基礎的・専門的知識を深め、研究の方法論、プ
レゼンテーション、学会発表、論文作成などについて学んでいきます。

【3,4年目】
研修連携施設にて、全１０領域にわたる４８単位をすべて習得します。１、２年目に得た基礎的な知識をもとに
保存治療や手術治療を経験し、知識や経験を増やし、研究や学会発表、論文作成を行っていきます。

到達目標

プログラムを修了した専攻医は、運動器に関する科学的知識と高い社会的倫理観を備え、さらに、進歩する医学の新しい知識
と技能を修得できるような幅広い基本的な臨床能力が身についた整形外科専門医となることができます。専攻医は研修期間中
に(i)患者や医療関係者とのコミュニケーション能力 (ii)診療記録の適確な記載 (iii)医の倫理、医療安全等への配慮 (iv)
基礎医学・臨床医学の知識や技術の修得 (v)後輩医師への教育・指導 についても習得できます。そのための目標を、１）専
門知識・技能、２）学問的姿勢、３）医師としての倫理性、社会性などに分けて設定し、達成していきます。

 診療科目 　整形外科

プログラム責任者：稲葉　裕　

プログラムの特徴

整形外科専門医は、運動器に関する科学的知識と社会的倫理観を備え、さらに、日々進歩する医学の新しい知識と技術を修得
し、運動器に関わる疾患の病態を正しく把握し、高い臨床能力を有することが求められます。整形外科専門医は運動器を総合
的に管理することが求められ、保存療法および外科的治療ならびにリハビリテーション治療などを実行できる能力を備え、ま
た、骨折などの外傷、スポーツ障害、脊椎疾患、関節リウマチなどの炎症性関節疾患、変形性関節症などの退行性変性疾患な
ど多岐にわたる運動器疾患に関する良質かつ安全な医療を提供する使命があります。
　　横浜市立大学整形外科学教室は初代水町四郎教授により昭和24年（1949年）開講し、すでに開講65年をこえる神奈川県内
でも最も伝統ある教室の一つです。神奈川県の整形外科診療の中心として、また教育ならびに研究機関として、総勢200名以
上の医局員が日々研鑽を積んでおります。
　　横浜市立大学整形外科専門研修プログラムにおいては指導医が専攻医の教育・指導にあたりますが、専攻医自身も自己研
鑽し自己の技量を高めると共に、積極的に臨床・研究等に関わり整形外科医療の向上に貢献することが期待されます。整形外
科の研修で経験すべき疾患・病態は、運動器官を形成するすべての組織の疾病、外傷、変性疾患です。また全ての年齢層が対
象となり、その内容は多様です。この多様な疾患に対する専門技能を習得するために、本研修プログラムでは１ヶ月の研修を
1単位とする単位制をとります。全カリキュラムを脊椎、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、リハビリテーション、スポー
ツ、地域医療、小児、腫瘍の10の研修領域に分割し、基幹施設および連携施設をローテーションすることで、それぞれの領域
で定められた単位数以上を修得し、4年間で48単位を修得するプロセスで研修を行います。
　　当研修プログラムでは原則として1年目もしくは2年目に基幹施設である横浜市立大学附属病院で1年間研修を行います。
大学における研修では、それぞれ専門診療班に所属して研修することでサブスペシャリティに対する専門性の高い研修を受け
ると同時に、基礎研究・臨床研究に対する関わりを深く持つことができます。横浜市立大学附属病院での研修期間内にこども
医療センターまたは神奈川県立がんセンターで2ヶ月間研修を行い、骨軟部腫瘍または小児整形に特化した専門性の高い研修
を行います。専門研修連携施設は神奈川県内全域に及ぶ、24病院で構成されています。症例数、手術数の多い、各地域の基幹
病院を多く含んでおり、どの病院で研修しても高い研修効果を得ることができます。

プログラムの概要（修得項目）
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稲葉　裕、赤松　泰

小林　直実、　熊谷　研、　山田　勝崇

三ツ木　直人、瀧　直也

東　貴行、雪澤　洋平

高川　修、佐々木　洋平

シニアレジデントからのメッセージ

当教室での専門医育成プログラムでは、大学病院、協力施設ともに多くの症例を経験できる施設がそろっており、一般的な整
形外科の基本的知識、手技、手術のみでなく、多くの専門領域における最先端の治療を経験することができています。各施設
が、それぞれ強い分野を持っていて、今まで研修した施設で多くの経験をさせてもらいましたし、他にも研修したい協力病院
もいくつもあります。また、大学病院での研修では、臨床面のみではなく、活発な研究、学会活動に触れられることも貴重な
経験であり、とても刺激になっています。今後の自分の専門分野を決定する上で、興味のもてる研究テーマを探すことができ
るのは一般病院ではなかなか難しいことと思います。大学での研修で、もう一点よかった事は、プログラムの中心の病院であ
るため、協力施設の先生方を含め多くの指導医の先生方と知り合えた事です。多くの先生方からたくさんの事を教えていただ
いています。また、横浜市大出身ではない自分にとって、他大学出身の先生が多く、学閥などがないことは安心でした。自分
は将来的には学位取得を目指しているので、今後、社会人大学院などの制度を利用したいと思っています。

附属市民総合医療センター

准教授

助教
伊藤　陽平、崔　賢民、池　裕之、手塚　太郎、 山田　俊介、坂口　彰、 鈴木　迪哲、川端　佑介、
村松　俊太郎

講師

http://www.yokohama-seikei.jp/index.html
　崔　賢民

Tel:045-787-2655
E-mail:　hyonmin@hotmail.com

助教

診療科の実績

指導医から一言

 当教室は昭和 24 年より開講し、神奈川でも最も歴史のある教室の一つです。神奈川県内の主な基幹病院を関連病院としてお
り、密接な協力体制をとっています。また県内には多くの開業された同門の先輩方がいて、病診連携も良好です。神奈川県内
で整形外科医としての将来を考えておられる先生方は、是非当教室で研修することをお勧めいたし ます。当教室のスタッフは
横浜市大のみではなく、他大学出身が多いことも特徴で、学閥などの閉鎖的な雰囲気は全くありません。本院においては関節
外科、脊椎、スポーツ、手の外科、腫瘍を専門的に学ぶことが可能であり、センター病院では多くの 人工関節手術、脊椎外科
手術を経験することができます。またリウマチ膠原病センターでは年間 100 例の関節リウマチ手術を行っていてリウマチ外科
を重点的に学ぶことが可能です。いずれの施設においても共通している点は、臨床的知識や技能はもちろんですが、研究活
動、学会発表や論文作成などの学術的な部分にも重点をおいた指導を行っている点です。興味のあるテーマの研究を継続する
ことで、将来的には大学院、社会人大学院への進学により学位を取得し、さらに海外留学などの可能性も広がります。医療が
高度化、専門化する現代において自分の専門分野、研究領域を見つけ、それを磨いていくということは非常に重要です。その
ためにはまず幅広く整形外科全般における基本知識、手技を習得し、その上で専門的知識、高度な手術手技を実際に学び、研
究活動にも携わることが可能な当教室での研修は理想的な環境であると思います。

附属病院

准教授

講師

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

整形外科後期研修プログラムにおいて必要とされる
症例数は、年間新患数が500例、年間手術症例が40
例と定められておりますが、基幹施設および連携施
設全体において年間新患数65,000名以上、年間手
術件数17,000件以上の豊富な症例数を有する本研
修プログラムでは必要症例数をはるかに上回る症例
を経験することが可能です。また横浜市立大学整形
外科同門談話会への参加および同会での発表、外
部の学会での発表と論文執筆（研修期間中１編以
上）を行うことによって、各専門領域における臨床研
究に深く関わりを持つことができます。（右表参考）

分野 手術件数

脊椎 2360

上肢・手 2103

下肢 4653

外傷 7058

リウマチ 212

スポーツ 1215

小児 672

腫瘍 778

計 18271

分野別手術件数
関連施設名称 手術件数 関連施設名称 手術件数

横浜市立大学附属病院 729 関東労災病院 2939

横浜市立大学附属

市民総合医療センター
814

神奈川県立

こども医療センター
257

横浜南共済病院 1252 横浜保土ヶ谷中央病院 573

平塚共済病院 972 神奈川県立　足柄上病院 549

相模原協同病院 897 横浜掖済会病院 480

横浜市立市民病院 863
横浜市立脳卒中・

神経脊椎センター
321

小田原市立病院 876 横須賀市立市民病院 1035

藤沢市民病院 907
国際医療福祉大学 

熱海病院
342

横浜医療センター 748 新百合ヶ丘総合病院 486

横須賀共済病院 948 神奈川リハビリテーション病院 120

大和市立病院 518 神奈川県立がんセンター 196

横須賀市立うわまち病院 596  済生会若草病院 178

茅ヶ崎市立病院 675 計 18271

年間手術件数（２０１４年）
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 診療科目 　皮膚科学

プログラム責任者：相原 道子

プログラムの特徴

後期研修の３年間を通して、皮膚科専門医としての幅広い知識と診療技術を習得することができるよう、大学および協力施設の
両方で研修する。臨床研究にも積極的に加わり、研究者としての視点を養いおよび研究手法を学ぶ。

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】

1.皮膚科医としての基本的な知識を身に付ける。具体的には皮膚科内外の講師によるクルズス受講、教室主催の
各勉強会への参加、病理カンファレンス・抄読会・症例カンファレンスへの参加およびそこでのプレゼンテー
ションを行う。
2.皮膚科診療の基本的技術を習得する。病棟診療（担当医）および外来診療(一般・特殊外来担当）を通して、診
断・治療の進め方を理解する。各種皮膚検査法・皮膚生検・小手術・光線治療・冷凍凝固法などの治療の基本技
術を習得する。

【2・3年目】

皮膚疾患の病態・皮膚病理についての知識を深めつつ、独立して診断できる能力を身に付ける。基本的には横浜
市立大学医学部皮膚科学教室協力（病院）施設（日本皮膚科学会認定研修施設）で各指導医のもとで、2年間の臨
床研修を行う。当教室主催の勉強会へ参加し、協力施設で担当した症例の発表を行う。可能な限り横浜市立大学
医学部附属病院での特殊外来・中央手術などに参加し、専門性の高い診断・治療能力を身に付け、臨床研究にも
加わる。

皮膚科認定専
門医受験単位
の取得

学会講習会への出席のほか、学会発表・論文発表を積極的に行い、日本皮膚科学会総会・東京支部総会・東京地
方会をはじめ、関連した専門性の高い各種学会、研究会への参加・発表を行う。

到達目標

1）皮膚疾患の病態を理解し、疾患の説明ができる
2）皮膚病理組織診断ができる
3）皮膚疾患の診察・検査・治療（手術を含む）ができる
4）皮膚疾患症例について各種学会、研究会での発表や論文作成を行う

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

日本皮膚科学会専門医、日本アレルギー学会専門医、日本皮膚科学会認定皮膚悪性腫瘍指導専門医

主な協力病院

横浜市立市民病院、横須賀共済病院、横浜南共済病院、横浜栄共済病院、横浜市南部病院、小田原市立病院、藤沢市民病院、
茅ヶ崎市立病院、平塚共済病院、国際医療福祉大学熱海病院、神奈川県立がんセンター、神奈川県立こども医療センター、金沢
文庫病院、神奈川県立足柄上病院、神奈川リハビリテーション病院、横須賀市立うわまち病院、藤沢湘南台病院、大森赤十字病
院、横須賀市立市民病院、若草病院
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相原　道子

蒲原　毅

附属病院

主任教授

准教授 和田　秀文、猪又　直子、山口　由衣

講師 池田　信昭

講師 中村　和子

診療科の実績

■免疫アレルギー分野：薬疹（Stevens-Johnson症候群ほか重症薬疹）、乾癬、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹およびアナフィラキ
シー、食物アレルギー、膠原病（皮膚筋炎、強皮症、全身性エリテマトーデスなど）および血管炎、自己免疫性水疱症などの
診療
■腫瘍分野：悪性黒色腫、乳房外Paget'病、有棘細胞癌、基底細胞癌、悪性リンパ腫など腫瘍を総合的に診断、手術、化学療
法までのトータル的、集学的な治療
■さらに、これらの疾患（腫瘍や乾癬）について、生物学的製剤（抗PD-1、抗CTLA-4、BRAF阻害薬、TNF阻害薬など）を含む最
新治療が施行できる施設認定を得ており、治療の選択が増えている
■具体的実績：外来での手術件数（生検含）：545件、病棟での中央手術数: 87例(平成28年度）、乾癬における生物学的製剤
使用件数：80件

助教 渡邉　裕子、金岡　美和、渡邊　友也

附属市民総合医療センター

准教授

http://www.yokohama-dermatology.org/
　医局長 渡邉　裕子
Tel:　045-787-2675

E-mail:　dermaycu@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

　どこの研修基幹施設を選び、どんな皮膚スペシャリストになるか、皮膚科医の人生のスタートとしては極めてクリティカル
な決断となります。診療、研究、留学など、人生計画を大まかにでも描いて、当科の専門医養成プログラムに参加をして下さ
い。
　当教室のプログラムでは多彩な症例と専門性の高い診療が経験でき、さらに最近の皮膚科領域にみられる、治療の革命的な
変化や研究に対応できる、皮膚科専門医を養成できる環境です。また、あらゆる学際領域（生化学、分子生物学、免疫アレル
ギー学、悪性腫瘍学、病理学、感染症学、手術技術など）に参画できるプログラムであると自負しています。基幹病院を含め
た22の病院から研修先が選択でき、バラエティーにとんだキャラクターを持つ指導医、スタッフは、すばらしい皮膚科専門医
になるための最善の方法を提示できると考えます。
　是非、皮膚科スペシャリストとしての人生を当専門医養成プログラムに参画することによりスタートして下さい。

シニアレジデントからのメッセージ

私は平成29年に入局しました。後期研修3年間のうち１年間は大学病院での勤務となっており、私は1年目は協力病院、2年目は
福浦の大学附属病院で勤務しています。協力病院では外来や病棟で主に蜂窩織炎や帯状疱疹などの一般的な皮膚科疾患を経験
する機会が多く、診療を通して皮膚科の基本的な知識を身に着けることができます。また小手術、皮膚生検、アレルギー検
査、陥入爪のワイヤー療法、凍結療法、光線療法、皮膚病理など皮膚科診療の基礎となる技術を習得できます。協力病院は指
導医の数は少ないもののその分アットホームで密で丁寧なご指導を受けられ、わからない時や困った時はすぐに相談ができま
すしフィードバックもあり、一人で悩んだままになることはありません。数か月後には一般的な診察や手技などができるよう
になります。
大学病院では一般的な皮膚科疾患に加えて、薬疹、腫瘍、膠原病、アレルギー、乾癬、水疱症、脱毛症などの専門的な疾患、
重症例を経験する機会が多くあります。それぞれ専門分野の担当の先生から専門的な診断・検査・治療や最新の治療を身近で
学ぶことができます。指導医の数が多く、日常診療から学会発表・論文の指導まで丁寧な指導を受けられることが魅力的で
す。学会発表や論文作成の機会が多くあり皆公平に機会が得られるので、専門医試験の受験に必要な症例を経験することがで
きます。皮膚科全体、また専門分野ごとに定期的にカンファレンスが行われており、自分の担当した症例だけでなく稀な症例
も学ぶことができます。
協力病院も大学病院でも丁寧にご指導してくださる熱心で優しい先生方が多く、とても雰囲気のよい医局だと感じています。
興味のある方はぜひ見学に来ていただき、実際に雰囲気を感じていただければと思います。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先
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到達目標

　日本専門医機構から認定された横浜市立大学専門研修プログラムにのっとり、泌尿器科専門医の取得を目指すだけではなく
今後の医学の発展に寄与するためのリサーチマインドの育成を目指すと共に、専門性にとらわれない幅広い知識と社会に貢献
し得る医療人としての人格を身につけ、優れた泌尿器科専門医になることを目標とします。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

泌尿器科専門医 (基本19領域以外の専門医・認定医については今後追加予定)

主な協力病院

横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、国立横浜医療センター、神奈川県立がんセンター、神奈川県立足柄上病院、
小田原市立病院、藤沢市民病院、川崎市立井田病院、大和市立病院、茅ヶ崎市立病院、横浜南共済病院、横須賀共済病院、秦
野赤十字病院、国際親善総合病院、大口東総合病院、東芝林間病院、藤沢湘南台病院、横浜栄共済病院、平塚共済病院、横浜
保土ヶ谷中央病院、横浜市南部病院、静岡県立こども病院、横須賀市民病院、君津中央病院、神奈川県リハビリテーション病
院、衣笠病院、若草病院

【1年目】
泌尿器科専門知識・技能の習得並びに、診療チームとしての協調性、患者との良好な人間関係を構築するための
接遇を学ぶ

【2-3年目】 泌尿器科専門知識・技能の向上に加え、臨床研究や基礎研究の概念や手法について学ぶ。

【4年目】
1・2年次の専攻医の指導を担当する。専門医取得後のサブスペシャリティ領域への足がかりとして研究活動を開
始する。

 診療科目 泌尿器科学

プログラム責任者：矢尾　正祐

プログラムの特徴

　横浜市立大学泌尿器科学教室では神奈川県下の多数の地域中核病院との協力関係の下で泌尿器科専門医の育成と生涯教育を
行います。2018年4月から日本専門医機構によって認定された専門研修プログラムが運用されています。前期研修終了後に泌
尿器科専門医を目指す先生方を対象として大学附属2病院及び26の連携施設において研修を行います。研修終了時には資格取
得の条件を満たすだけでなく、泌尿器科専門医としての基本的技術・経験・知識を充分に身につけることを目標とします。
　研修医のみなさんに充実した研修期間を過ごしてもらうため、毎年1月に大学のプログラム指導責任者および関連の研修施
設の診療部長によって構成される研修委員会が開催され、一人一人の研修医の研修実績の検討および評価を行うとともに本人
の希望を確認しながら、必要に応じて個別に研修方法の改善、修正を行ないます。

プログラムの概要（修得項目）
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矢尾　正祐

http:www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urology/
 近藤 慶一・三好 康秀 

Tel: 045-787-2679 / 045-253-5379
 E-mail: urology@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

  泌尿器科では悪性腫瘍(副腎・腎臓・尿管・膀胱・前立腺・精巣および後腹膜腫瘍に対する手
術・薬物治療・放射線治療)のみならず、男性内分泌・生殖(副腎機能障害・染色体異常・不妊
症)、 神経機能障害(神経因性膀胱・勃起障害)、加齢性変化(前立腺肥大症・尿失禁)、感染症(尿
路感染症・性感染症)、移植(生体・献腎移植)、代謝障害(尿路結石)など広範な領域をカバーして
います。
  そのため当教室ではそれそぞれのスタッフが泌尿器科専門医としての技能の習得を目指すと共
に、自分自身で興味を持った領域に関してさらなる研鑽に励んでいます。それを支えているのはそ
れぞれの医師の個性や好奇心・熱意を大切にした「自由でのびのびとした」当教室の伝統です。
  将来はこんなことをしてみたい・あんなことをしてみたいという希望が叶う職場環境で、是非み
なさんの個性を発揮してみてください。

シニアレジデントからのメッセージ

当泌尿器科は大学病院をはじめ多種多様な症例を経験できる関連施設を多く持ち、シニアレジデント各々の目標に応じた研修
が出来ます。またご指導くださるスタッフの先生も多く、手術から研究まで、知識と経験を豊富に積んだ先生方より丁寧な指
導を受ける事が出来ます。日々の診療で生じた疑問や興味かがわいた分野について質問がある時も、すぐに調べたり教えてい
ただける環境が整っていると思います。泌尿器科に興味がある方は、ぜひ見学にいらしてください。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

講師 湯村　寧（生殖医療センター部長）、寺西　淳一

助教 泉　浩司、河原　祟司、竹島　徹平（生殖医療センター）

診療科の実績

　平成26年度の専門研修プログラム参加病院群では年間にのべ20万人以上の外来診療を行っております。この豊富な症例をも
とに、同病院群で行われた手術件数は以下の通りです。(カッコ内は腹腔鏡下手術件数)
副腎摘出術 64件(49)、単純腎摘除術 19件(12)、根治的腎摘出術 278件(192)、腎部分切除術 105件(54)、腎尿管摘出術 149件
(96)、腎盂形成術 26件(16)、後腹膜リンパ節郭清術 22件(5)、膀胱全摘術+尿路変更術 123件(15)、経尿道的膀胱腫瘍切除術 
2134件、経尿道的膀胱砕石術 244件、経尿道的膀胱異物除去術 54件、経尿道的前立腺切除術 616件、前立腺全摘術 522件
(158・うちロボット32)、 腎移植 13件、小児手術 120件、結石関連手術 2385件 (ESWLを含む)、前立腺癌小線源治療 126件
　2つの附属病院ではどちらでも泌尿器科専門医に必要な基本的な手技・知識は充分に習得することができます。附属病院では
前立腺癌の小線源治療やロボット支援型腹腔鏡下手術を、センター病院では腎移植や小児手術、男性不妊という領域に重点を
置いているという特徴があります。もちろん研修期間中には勤務病院に関わらず、それぞれの病院の特色ある専門領域を研
修・見学することが可能です。

附属市民総合医療センター

病院教授 上村　博司（泌尿器・腎移植科部長）

准教授 三好　康秀

附属病院

主任教授

准教授 中井川　昇、近藤　慶一、槙山　和秀

助教 林　成彦、蓮見　壽史、逢坂　公人、村岡　研太郎
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到達目標

① 分娩症例150例 1) 経腟分娩：立ち会い医として100例以上、 2) 帝王切開：執刀医として30例以上、 3) 帝王切開：助手
として20例以上、 4) 前置胎盤症例(あるいは常位胎盤早期剥離症例)の帝王切開術執刀医あるいは助手として5例以上　
② 子宮内容除去術、あるいは子宮内膜全面掻爬を伴う手術執刀10例以上
③ 腟式手術執刀10例以上
④ 子宮付属器摘出術（または卵巣嚢胞摘出術）執刀10例以上
⑤ 単純子宮全摘出術執刀10例以上（開腹手術5例以上を含む）
⑥ 浸潤癌（子宮頸癌、体癌、卵巣癌、外陰癌）手術（助手として）5例以上
⑦ 腹腔鏡下手術（執刀あるいは助手として）15例以上
⑧ 不妊症治療チーム一員として不妊症の原因検索、あるいは治療に携わった経験症例5例以上
⑨ 生殖補助医療における採卵または胚移植に術者・助手として携わるか、あるいは見学者として参加した症例5例以上
⑩ 思春期や更年期以降女性の愁訴に対して、診断や治療(HRT含む)に携わった経験症例５例以上
⑪ 経口避妊薬や低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の初回処方時に有害事象などに関する説明を行った経験症例５例
以上
⑫ 症例記録：10例
⑬ 症例レポート（4症例）
⑭ 学会発表：日本専門医機構の産婦人科領域研修委員会が定める学会・研究会で筆頭者として1回以上発表していること
⑮ 学術論文：日本専門医機構の産婦人科領域研修委員会が定める医学雑誌に筆頭著者として論文1編以上発表していること
⑯ 学会・研究会：日本専門医機構の産婦人科領域研修委員会が定める学会・研究会に出席し、50単位以上を取得しているこ
と

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

日本周産期・新生児医学会　母体・胎児専門医、日本婦人科腫瘍学会　婦人科腫瘍専門医、日本生殖医学会　生殖医療専門
医、日本女性医学学会　女性ヘルスケア専門医、日本産科婦人科内視鏡学会　技術認定医、日本内分泌学会　内分泌・代謝専
門医、臨床遺伝専門医、日本臨床細胞学会　細胞診専門医

主な協力病院

■すべての領域で臨床のみならず教育・研究体制が充実している医育機関：横浜市立大学附属病院産婦人科、横浜市立大学附
属市民総合医療センター、鹿児島大学病院
■高度な婦人科腫瘍医療を専門に行っている施設：神奈川県立がんセンター
■腹腔鏡下手術などを中心に行う施設：大和市立病院、横浜市民病院
■高度な周産期医療を行っている施設：神奈川県立こども医療センター
■地域医療として産婦人科一般臨床が可能な施設：横浜労災病院、横浜医療センター、南部病院、南共済病院、横須賀共済病
院、藤沢市民病院、小田原市立病院、横須賀市立うわまち病院、手稲渓仁会病院、亀田総合病院
■不妊治療を専門：海老名レディースクリニック不妊センター

【1年目】 連携施設で産婦人科診療、分娩取り扱いの基本を学びます

【2年目】 基幹施設での高度な産婦人科医療を学びます

【3年目】 サブスペシャリティ―の希望を考慮した研修を基幹施設又は連携施設で行います

 診療科目 　産婦人科学

プログラム責任者：宮城　悦子（附属病院）、榊原　秀也（センター病院）

プログラムの特徴

横浜市立大学産婦人科のプログラムには、附属病院とセンター病院を基幹施設とする２つの専門研修プログラムがあります。
どちらのプログラムを選択しても、分野別に機能分担された診療ユニットをローテーションすることで、医師として、また産
婦人科医師として、基本的診療能力や幅広い知識を研修プログラムの中で共通課題として確実に習得し、社会に貢献すること
と共に、専門医取得後のサブスペシャリティの研修への円滑な移行を図ることができます。本プログラムでは、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。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、産婦人科専門研修プログラム管理委員会が決定します。われわれの
産婦人科プログラムでは、医師としてまた産婦人科医としての基本的な診療技術、幅広い知識を習得し、婦人科腫瘍、周産
期、女性のヘルスケア、生殖医療、内視鏡手術、さらに連携施設での地域医療研修により、幅広く、より高度な知識・技能を
持つことが可能となります。
3年目にサブスペシャリティーを考慮した研修を希望する場合には、周産期（主としてセンター病院、こども医療セン
ター）、腫瘍（主として附属病院、神奈川県立がんセンター）、生殖医療（主としてセンター病院）、内分泌、婦人科内視鏡
など、それぞれ機能分担された診療ユニットでの研修が可能です。

プログラムの概要（修得項目）
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主任教授 宮城　悦子（産婦人科部長）

講師 中村　朋美、松永　竜也、倉澤　健太郎、ルイズ横田　奈朋

助教 須郷　慶信、水島　大一、今井　雄一、浅野　涼子、岩田　亜貴子、永田　亮、永井　康一、祐森　明日菜

准教授 青木　茂（総合周産期母子医療センター担当部長）

助教 榎本　紀美子、 高見　美緒、 栃尾　梓、小畑　聡一朗、 山本　ゆり子、小田上　瑞葉、長　たまき

診療教授 榊原　秀也（婦人科部長）

講師 岡田　有紀子

助教 北川　雅一、和泉　春奈、齋藤　真、古賀　絵里

准教授 村瀬　真理子（生殖医療センター担当部長）

助教 新井　夕果

シニアレジデントからのメッセージ

■附属病院産婦人科：シニアレジデント1年目、飯島崇善、岡田悠輝、久保倉優香です。覚えることがたくさんあり手一杯な日々
ですが、上の先生方がとても熱心に指導してくださるので、徐々に成長を感じることができています。一緒に切磋琢磨しながら産
婦人科を盛り上げませんか？お待ちしております！
■センター病院婦人科：シニアレジデント1年目の眞鍋静恵です．初期研修も同病院でしたので、引き続き、丁寧に教えてくださ
る指導医のもとで伸び伸びと働きながら、充実した日々を送っております．婦人科では1年目のはじめから、様々な手術を執刀医
として沢山経験させて頂き、外来では内分泌から生殖まで幅広く学ばせて頂いております。また当教室ではご理解のある部長の先
生をはじめ、環境が整っているため、出産、子育て、仕事を両立されている先生方が沢山いらっしゃいます。是非私たちと一緒に
働きませんか？一度見学にいらしてください。
■センター病院母子医療センター：シニアレジデント1年目の柳澤芙弥です。産婦人科医として働き始めてまだ2ヶ月も経っていま
せんが、先生方に熱心に指導して頂き、日々学ぶことばかりです。毎日出産に感動し、赤ちゃんに癒やされています。
みなさんと一緒に働ける日を楽しみに、お待ちしています！

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www.ycuobgyn.jp/content.php
　倉澤　健太郎（医局長）

Tel:045-787-2691
E-mail:kuraken@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

■附属病院産婦人科
ベッド数　47 床　　常勤医師　23人　　初期研修医年間受け入れ数　10人（年間）
分娩総数  421、帝王切開111、周産期救急応需数24、多胎9、　広汎子宮全摘 17、準広汎子宮全摘 37、
腹式単純子宮全摘 62、　子宮付属器悪性腫瘍手術 60、　腹腔鏡手術 211、　レゼクトスコープ 47、　円錐切除術 48
■附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター (2017年）
ベッド数　46 床　　常勤医師　15 人　　初期研修医受け入れ数　 25人(2018年）
分娩総数 1,198（帝王切開 307、　器械分娩 52、　早産 131、　多胎 36）
周産期救急応需数　母体搬送81件　産褥搬送37件
■附属市民総合医療センター婦人科
ベッド数　14 床　　常勤医師数　9 人　　初期研修医師受け入れ数　9人（年間）
婦人科手術件数 577、　腹腔鏡手術 336、　婦人科悪性腫瘍手術 44
■附属市民総合医療センター生殖医療センター
常勤医師数　3 人
採卵 191 周期（体外受精 101、　顕微授精 90）　凍結融解胚移植 175周期

指導医から一言

■産婦人科医療・医学をともに支え、発展させていきましょう。私たちはこれまでに勤務
環境の改善、育児支援に様々な取り組みを行い、その実績から毎年多くの後期研修医が仲
間に加わっています（附属病院 産婦人科　部長　宮城悦子）。
■私たちはまず安全に、そして皆で楽しく、充実感と手ごたえのある修練環境をつくって
います。指導医から護られ、かつ厳しく育てられた人材が次の人材を護りながらまた専門
医に育てていく。その中で先端医療を創り、地域医療に貢献できる医師集団、人材育成を
していくのが私たちの使命です（センター病院 総合周産期母子医療センター　担当部長　
青木 茂）。
■婦人科内視鏡手術、生殖内分泌、女性のヘルスケアの研鑽が積めます。生殖医療の経験
もできるようにしました（センター病院 婦人科　部長　榊原 秀也）。
■一般不妊治療から高度生殖医療までの検査・治療の実践をおこない、よりよい治療をめ
ざしています(センター病院 生殖医療センター　担当部長　村瀬 真理子）。

横浜市立大学附属病院チーム

横浜市立大学附属市民総合医療センターチーム

附属病院

附属市民総合医療センター（総合周産期母子医療センター　産科）

附属市民総合医療センター（婦人科）

附属市民総合医療センター（生殖医療センター）
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到達目標

眼科領域全般にわたり、グローバルな知識と技術を習得します。大学附属病院では重症疾患や難治疾患の診察と治療にあた
り、関連病院では、白内障手術や眼科小手術を習得し1人で執刀（完刀）できるようにします。その後、日本眼科学会認定眼
科専門医資格の習得を目標とします。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

日本眼科学会認定眼科専門医、日本眼科学会認定眼科指導医

主な協力病院

佐伯眼科クリニック、藤沢市民病院、横浜市南部病院、横浜南共済病院、横須賀共済病院、茅ヶ崎市立病院、横浜市立みなと
赤十字病院、横浜労災病院、神奈川県立こども医療センター、三浦市立病院、国際親善総合病院、小田原市立病院、神奈川県
立足柄上病院、秦野赤十字病院、金沢病院、藤沢湘南台病院、藤岡眼科病院、聖隷横浜病院、横浜掖済会病院、東戸塚記念病
院、よこすか浦賀病院、横浜保土ケ谷中央病院

【1年目】 眼科診療一般、眼科検査一般、手術助手、プレゼンテーション能力養成

【2年目】 連携病院にて、眼科診療一般、眼科検査一般、手術執刀、手術助手、プレゼンテーション作製指導

【3年目】 希望の病院にて、眼科診療一般、眼科検査一般、手術執刀、手術助手、プレゼンテーションプランニング

 診療科目 　眼科学

プログラム責任者：水木　信久

プログラムの特徴

　横浜市大附属病院は、地理的かつ人口的要因から難病や希少疾患、重症疾患に遭遇、経験する機会が大変多く、バラエティ
に富んだ豊富な疾患を経験することができます。眼科には角膜、白内障、網膜硝子体、緑内障、ぶどう膜炎、神経眼科など多
くの専門領域がありますが、横浜市大附属病院には各分野に常勤専門医が在籍しており、どの領域においても偏りなく広く深
い最新の眼科医療を学ぶことができます。また、特に専門性の高い小児眼科領域については、連携施設として神奈川県立こど
も医療センターを有しており、豊富な症例と充実した小児眼科診療を経験し研鑽を積むことができます。　
　さらに私たちの教室で行っている研究は、国内はもとより世界のトップレベルであり、一流科学誌に多くの論文を掲載して
います。当教室では、網羅的ゲノム解析や遺伝子機能解析など、全ての研究を独自に行うことができ、近年ではCRISPR/Cas9
テクニックを用いた効率的なノックアウトマウスの作製技術も確立しています。また、米国にある世界一の研究施設である
National Institutes of Health （NIH）はじめとして長年にわたり国際共同研究を行っており、現在までに多くの医局員を
派遣しています。このように、当教室での研修では日常の診療に従事しながら、世界レベルの研究にも携わることが可能であ
り、リサーチマインドを持った眼科専門医を養成することが可能です。

プログラムの概要（修得項目）
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水木　信久

診療講師 山根　敬浩

特任講師 湯田　健太郎

【眼科学】私たちの教室は370万人の人口を誇る横浜市の公立大学の附属病院として地域医療に貢献しており、関連病院を含め
た医局員数は80名を超えます。当教室には過去10年間で毎年5-10名の医師が入局しています。入局者は全国から集まってお
り、横浜市大以外の大学の出身者も多く在籍しています。若い医師は同期と助け合い、そして切磋琢磨しながら日々研鑽を積
んでいます。このような環境で培われた人間関係は眼科医としてだけでなく一生涯の財産となることと思います。また、男女
比はほぼ同数であり、男性・女性共に働きやすい環境が整っています。医局員には相互協力のもと、産休、育休の取得を推奨
していますし、実際に多くの女性医師が産休後に子育てをしながら当院で眼科医として仕事を続けています。
　このプログラムの目標として、まずは入局5年目以降に日本眼科学会認定眼科専門医の取得を目指します。そのために大学附
属病院や関連病院をローテートして疾患の知識や治療法、手術技術の習得を行っていただきます。当院には眼科の各領域の専
門クリニックがあり、希望するどの分野においても深く学ぶことができます。また、日々の臨床で抱いた疑問点や困った症例
などについてはその領域のエキスパートに気軽に相談することができます。
　当教室は臨床・教育だけでなく研究も盛んに行なっております。研究を通して培われた論理的な思考や知識は臨床医として
も非常に重要な要素であり、皆さんにはぜひともリサーチマインドを持った臨床医を目指してもらいたいと思っています。ゲ
ノム領域では国際的な共同研究を積極的に行っておりアメリカ、トルコ、フランス、韓国、チェコなど海外の研究者と交流が
あります。国を超えて互いに協力し、まだ誰も知らない科学的真実を解明していく研究の喜びは何物にも代え難いものです。
特にアメリカのNational Institutes of Health (NIH)には当教室からも多くの留学者を輩出していますので、研究や留学に興
味のある方も大歓迎です。
　同じ眼科医と言っても人によって目指す領域や医師像は様々ですが、このように当教室では多くの選択肢の中からその人に
最適なキャリアパスを提案することが可能です。若い先生方が眼科医を志して、私たちの仲間として共に働ける日を楽しみに
しています。

シニアレジデントからのメッセージ

【眼科学】日常の臨床の現場では、シニアレジデントに対して指導医が決められているので、マンツーマンで指導を受けるこ
とができます。また、水木教授が大変教育熱心で、研修医や若手医師を集めて毎週、定期的に勉強会を開いてくれます。勉強
会では、日常の診療で疑問を持った症例をプレゼンして、診断や治療について検討したり、眼科の論文・教科書を用いて系統
的な眼科の知識を学んでいます。最終的に眼科を選択したのは、明るい医局の雰囲気と教育を重視する医局の方針が良かった
からだと思います。シニアレジデントは、午前は一般外来、午後は専門外来や検査、手術日は原則として１日中手術室で過ご
すというのが基本的なスケジュールです。もちろん病棟業務もあり、それは外来や手術の合間を縫って行います。基本的に大
学での業務は多忙ですが、疾患に偏り無く様々な症例を経験できます。医局会でも勉強会をして頂いていますが、グループカ
ンファランスでも質問し指導してもらいます。専門外来では外来終了後に学外からいらしてくれる非常勤講師の先生を交え
て、各症例の所見や治療方針などの症例検討会を行い、大変勉強になります。大学ならではの重症症例や緊急手術も数多く経
験でき、その点が当院で研修する大きな特徴の一つと言えます。豊富な臨床経験と高度な専門性を求める方に最適と思われま
す。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ganka/
　採用担当：　野村 英一

Tel:　045-787-2683
E-mail:　opikyoku@yokohama-cu.ac.jp

助教 澁谷　悦子、大野　智子、竹内　正樹、石井　麻衣

診療科の実績

昨年度手術件数：網膜硝子体手術　２７０件、緑内障手術１２０件、白内障手術４００件、その他の手術１００件以上（斜視
手術、眼瞼手術、眼窩内腫瘍摘出術、結膜手術、虹彩手術など）硝子体内注射療法１５００件。
専門外来：ぶどう膜炎、緑内障、NTG、黄斑、網膜硝子体、眼底、神経網膜、小児眼科、白内障・屈折矯正、眼形成涙道、ロー
ビジョン

指導医から一言

附属病院

主任教授

准教授 野村　英一、山田　教弘

講師 上本　理世
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到達目標

専攻医は横浜市立大学附属市民総合医療センター眼科（視覚再生外科学）研修プログラムによる専門研修により、専門知識、
専門技能、学問的姿勢、医師としての倫理性、社会性を身につけることを目標とします。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

眼科専門医

主な協力病院

横浜市立大学附属病院、藤沢市民病院、茅ヶ崎市立病院、横浜保土ケ谷中央病院、横浜栄共済病院、聖路加国際病院、横浜市
南部病院、横浜労災病院、横須賀共済病院、横浜市立みなと赤十字病院、横浜南共済病院、藤沢湘南台病院、神奈川県立こど
も医療センター、秦野赤十字病院、虎の門病院

【1年目】 眼科医としての基本的臨床能力および医療人としての基本的姿勢を身につけます。

【2年目】 専門研修１年目の研修事項を確実に行えることを前提に、眼科の基本技能を身につけていきます。

【3年目】 より高度な技術を要する手術手技を習得します。学会発表、論文発表を行うための基本的知識を身につけます。

 診療科目 　視覚再生外科学

プログラム責任者：門之園　一明

プログラムの特徴

【視覚再生外科】眼科学はいくつかのsubspecialty（細専門分野）がある。その中でも、網膜と緑内障を主として幅広い診療
を当教室では行っている。本プログラムはあらゆる眼疾患を対象とするが、専門医志向者は特に網膜疾患の診断と治療を高い
レベルで学ぶことになる。具体的には、加齢黄斑変性症、黄斑部手術系疾患、黄斑部内科治療系疾患、網膜剥離、糖尿病網膜
症、遺伝性網膜疾患、眼外傷が対象疾患として含まれる。本プログラムの特徴として、これらの疾患の診断技術と初歩的な治
療方法を十分に習得することが出来る。具体的には、眼底画像診断技術、網膜観察手技、硝子体体内注射、単純硝子体切除
術、硝子体手術周術期管理などである。研究発表の機会も多く、国際学会にも積極的に参加している。福浦病院眼科との相互
乗り入れによってより広範囲の眼科学を習得することが可能である。

プログラムの概要（修得項目）
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門之園　一明

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://ycu-ganka.jp
　小林　志乃ぶ

Tel:　045-261-5656
E-mail:　mshinobu@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

　横浜市立大学附属市民総合医療センターでは、幅広い分野の紹介患者があり、眼科全領域の疾患が経験できます。しかも各
専門分野において、専門性の高い医療を提供しているため最先端の診断・治療を学び、経験できます。また希少症例も経験す
ることができます。
　平成29年の手術件数は2824件（内眼手術2131件、外眼手術155件、レーザー手術538件）、硝子体注射約4000件で、眼科専攻
医が研修すべきほぼ全ての手術を施行しています。
　特に網膜硝子体手術においては地域の基幹病院としての役割を果たしています。

指導医から一言

【視覚再生外科】
　当教室では眼科治療の中でも特に手術治療に重点を置いており、難症例を含め多数の手術を行っているという特色がありま
す。
　シニアレジテントはまず一般眼科医として必要な知識とスキルを身に着けていただきます。外来診療、レーザー治療、検査
などは症例が豊富なため早い段階で身に着けられると思います。手術はマンツーマンで指導しますが、自身で執刀する前に手
術助手に入って勉強してもらい、豚眼を用いた模擬手術実習で練習します。外来診療では毎日担当の指導医が決まっており難
症例に関して相談できる体制ですが、屋根瓦方式の教育体制で、すぐ上の先輩医師になんでも相談できるようにしています。
　診療と併行して学会発表や論文執筆も行い、リサーチカンファランスでディスカッションすることで質の高い発表ができる
様サポートしています。
専門医取得後にそれぞれ専門分野を選択するか一般眼科医としての道を選びます。通常2年間大学病院で研修した後関連病院で
経験を積み、その後大学病院で専門性の高い治療にあたります。産休、育休を取られる場合には医局全体でサポートし、復職
の手助けをします。
　眼科は様々なスタンスでの診療が可能であり外来診療、手術、研究の比率を選択することができます。やる気のある先生に
はどんどんチャンスが巡ってきますので是非当教室で自身の才能を伸ばし、社会に貢献できる医師になっていただきたいと思
います。

シニアレジデントからのメッセージ

【視覚再生外科】
〈シニアレジデント1〉シニアレジデントは、曜日ごとに午前と午後で一般外来や検査、手術と分かれて診療を行うというスケ
ジュールです。症例数が大変多いため、たくさんの症例を経験することができますし、いろいろな分野の専門外来があるた
め、ひとつの分野に偏った症例ばかりではなく、幅広い分野の症例を経験することができます。大学病院であるため、重症な
症例や緊急手術が必要な症例も数多く経験できます。勉強会やカンファレンスでは、個々の症例について検討し、貴重なアド
バイスもしてくださるので日々の診療に役立つ知識を得る場として大変有意義です。また、定期的にウェットラボが開かれて
おり、豚眼で白内障手術の手技を学ぶことができます。院外で開催される講演会に参加する機会も多く、いろいろな先生方と
知り合うことができる点も良いと思います。医局の雰囲気は明るく、話しやすい先生方ばかりなので、とても働きやすい場で
あると感じています。
眼科医としての専門性を高める上でとても良い場だと思います。
〈シニアレジデント2〉シニアレジデントは外来、病棟業務、手術の助手、蛍光眼底造影検査・硝子体内注射・レーザーなどの
検査や処置を1 年目から行います。初めはわからないことだらけで不安ですが、上級医にも気軽に相談でき、アドバイスをも
らえるので、大きく困ることなく力をつけていくことができます。大学病院なので専門的な疾患も多く、様々な症例を経験で
きますし、分野によっては最先端の治療も真近で見ることができます。手術の指導も1 対1 でしてもらえ、白内障手術も1 年
目から経験を積むことができます。僕が当院で研修することを決めたのは、力がつきそうだと思ったことと、相談しやすく雰
囲気がいいと思ったからです。実際その通りでした。2 年目になった今は、去年よりは余裕ができ、日々診療していく上で
色々なことに興味がわき、やはり眼科はおもしろいと感じています。

附属市民総合医療センター

主任教授

講師 山根　真、井上　麻衣子

助教 小林　志乃ぶ
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到達目標

・医師としてのプロフェッショナリズムを持ち、全人的な医療を行うとともに社会的な視点も併せ持ち、医療チームをリード
することができる能力を持つ。
・耳、鼻・副鼻腔、口腔咽喉頭、頭頸部領域に及ぶ疾患の標準的な診断、外科的・内科的治療を行うことができる。
・小児から高齢者に及ぶ患者を扱うことができる。
・高度急性期病院から地域の医療活動まで幅広い重症度の疾患に対応できる。
・耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の臨床研究、学術発表を行い、医学・医療のさらなる発展に貢献することができる。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

頭頸部がん専門医

主な協力病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜栄共済病院、横須賀共済病院、横浜南共済病院、横浜市立みなと赤十字病院、
横浜労災病院、 済生会横浜市南部病院、 西横浜国際総合病院、 保土ケ谷中央病院、神奈川県立がんセンター、神奈川県立
こども医療センター、横須賀市立うわまち病院、横須賀市立市民病院、衣笠病院、藤沢市民病院、茅ヶ崎市立病院、平塚共済
病院、茅ヶ崎中央病院

【1年目】 多くの指導医・専門医を有している専門研修基幹施設をふくむ施設での研修

【2年目】
基礎的知識、技術を発展させ、Common disease の症例数や手術件数が多く、救急疾患も扱うIグループあるいは
II グループの施設での研修を行い、習得した知識、技術を生かして地域に密着した医療に貢献

【3年目】

【4年目】
それまでの３年間で不足している比較的特殊な疾患や手術の経験を積むべく、Iグループ施設あるいは専門研修基
幹施設にて研修

 診療科目 　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

プログラム責任者：折舘　伸彦

プログラムの特徴

　耳鼻咽喉科・頭頸部部外科学は、聴覚、平衡覚、嗅覚、味覚、発音、構音、発声、咀
嚼、嚥下など人間にとって重要な機能が集まっている部位を担当する分野です。小児か
ら高齢者まで幅広い年齢層が対象で、耳科手術、鼻科手術、頭頸部手術を中心とした外
科的治療のみならず、鼻アレルギー、めまいを中心とした内科的治療も必要とし、幅広
い知識と医療技能の習得が求められています。横浜市大耳鼻咽喉科 PGでは、医療の進歩
に応じた知識・医療技能を持つ耳鼻咽喉科専門医を養成し、地域医療に貢献することと
医療の質の向上を目的とします。また、それらの人材の中から、科学的思考のできる臨
床医を育成し、次世代の耳鼻咽喉科・頭頸部外科学領域の発展を担う人材を育成するこ
とをその目的の一つとして掲げます。横浜市立大学附属病院、複数指導医を有する
Iグループ病院群、地域医療を担っているIIグループ病院群、計１６研修施設において、
それぞれの特徴を活かした耳鼻咽喉科専門研修を行い、耳鼻咽喉科専門医制度が定める
研修到達目標や症例経験基準を満たす疾患や手術を経験します。

プログラムの概要（修得項目）
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折舘　伸彦

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~jibika/
西村　剛志

Tel:　045-787-2687
E-mail:　ycu_ent@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

シニアレジデントからのメッセージ

（若手女性医師からのメッセージ）
　私が耳鼻咽喉科を志したきっかけは、研修医でローテートした時、とても雰囲気が良く、女性の先生も子育てをしながら働
きつづけている姿が、自分の将来の理想像として映ったからです。また、耳鼻咽喉科は、耳、鼻、のどと分野が広く、患者も
子供から高齢者まで様々であることが特徴で、興味の幅も大変広がるところに魅力を感じました。手術に関しても、一人で行
える小手術から、頭頸部癌などの大きな手術まで多岐に渡るため、入局1年目から執刀する機会を与えて頂くこともあり、モチ
ベーションの維持にも繋がっていると感じます。
　横浜市立大学の耳鼻咽喉科医局は大変明るく、活気があり、とても働きやすい環境だと感じています。周りの先生方も大変
親切で、診療の方法から手術に至るまで丁寧に教えて頂き、充実した毎日を過ごしています。
入局を考えている方には、ぜひ見学に来て頂き、実際に雰囲気を感じて頂ければと思います。一緒に耳鼻咽喉科医として働き
ませんか？

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

横浜市立大学耳鼻咽喉科専門研修プログラムの目的は都市型地域医療を担う人材の育成です。横
浜市立大学は医学部を持つ県内唯一の公立大学であるため、横浜市そして神奈川県の医療に責任
を持つ使命を念頭に置き、地域医療に貢献するという目標を掲、，患者さんの視点にたった医療
を実践しています当教室では科学的思考のできる臨床医を育成することを目指し、様々なプログ
ラムを導入して教室員の大学院進学や国内外への留学を積極的に支援しています。こうした一連
の取り組みを通して、次世代の耳鼻咽喉科・頭頸部外科学領域の発展を担う人材を育成すること
が私たちに課せられた責務と考えています。多くの学生・研修医の諸君が私たちの教室の門戸を
叩き、将来の耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の発展のため、ともに邁進する同志となってくれること
を願っております。
横浜市立大学耳鼻咽喉科専門研修プログラムの目的は都市型地域医療を担う人材の育成です。横
浜市立大学は医学部を持つ県内唯一の公立大学であるため、横浜市そして神奈川県の医療に責任
を持つ使命を念頭に置き、地域医療に貢献するという目標を掲げ、患者さんの視点にたった医療
を実践しています当教室では科学的思考のできる臨床医を育成することを目指し、様々なプログ
ラムを導入して教室員の大学院進学や国内外への留学を積極的に支援しています。こうした一連
の取り組みを通して、次世代の耳鼻咽喉科・頭頸部外科学領域の発展を担う人材を育成すること
が私たちに課せられた責務と考えています。多くの学生・研修医の諸君が私たちの教室の門戸を
叩き、将来の耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の発展のため、ともに邁進する同志となってくれること
を願っております。

講師 小松　正規

助教 佐久間　直子、 柴田　邦彦

診療科の実績

専門研修施設群における年間手術実績

耳手術　計　1,525件
（鼓室形成術　214件、 人工内耳手術　36件、
アブミ骨手術　4件、顔面神経減荷術　10件、 その他　1,261件）

鼻手術　計　2,470件
（内視鏡下鼻・副鼻腔手術　1,081件、その他　1,389件）

口腔咽喉頭手術　計　1,904件
（扁桃摘出術　1,235件、 舌・口腔・咽頭腫瘍摘出術　309件、 
喉頭微細手術　330件、 嚥下機能改善手術・誤嚥防止手術　29件、
その他　1件）

頭頸部腫瘍手術　計　1,153件
（頸部郭清術　299件、頭頸部腫瘍摘出術　854件）

助教 荒井　康裕、波多野　孝、田辺　輝彦、磯野　泰大、鴨志田　梨沙、和田　昴

附属市民総合医療センター

准教授 畠山　博充

附属病院

主任教授

准教授 西村　剛志

講師 佐野　大佑
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 診療科目 　放射線科

プログラム責任者：金田 朋洋

プログラムの特徴

　臨床放射線医学（放射線診断、核医学、放射線治療）領域の研修を希望する医師のためのコースです。
　放射線診断、核医学および放射線治療について、基礎的な分野から専門的な領域に至るまで、段階的な研修を行います。附属
病院では、放射線診断科で放射線診断および核医学の画像診断法や検査手技について指導医によるマンツーマン指導の研修を受
け、放射線治療科では外来と病棟で研修を行うことによって、放射線治療の適応や治療計画・照射法などを全般的に学びます。
附属病院と附属市民総合医療センターのほかにも様々な施設での研修を組み合わせることができ、新たな専門研修制度下の経験
目標を網羅しやすくなっています。
　大学院への進学、国内外の留学などの希望があれば相談に応じます。

プログラムの概要（修得項目）

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

放射線診断専門医、放射線治療専門医

主な協力病院

横浜市立市民病院、横浜労災病院、湘南鎌倉総合病院、神奈川県立がんセンター、神奈川県立こども医療センター、神奈川県立
循環器呼吸器病センター、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、小田原市立病院、茅ヶ崎市立病院、済生会横浜市南部病院、横
浜南共済病院、横須賀共済病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、藤沢市保健医療センター、ゆ
うあいクリニック、横浜医療センター、神奈川県立足柄上病院、横浜保土ケ谷中央病院、長津田厚生総合病院、横須賀市立うわ
まち病院、さいたまセントラルクリニック、神奈川県予防医学協会など

【1年目】
放射線科診療に必要な基礎的知識、画像検査を実施可能な技能、医の倫理や医療安全に基づいた適切な基本的診
療能力を修得する。

【2～3年目】
放射線科専門医レベルの放射線診断、IVR、放射線治療の知識を2年間で修得する。また、放射線診断、IVR治療、
放射線治療が実施可能な技能、ならびに必要に応じ専門研修指導医の援助を求める判断力を2年間で修得する。

到達目標

　放射線診療における診断・治療の基礎を習得し、放射線科専門医の取得に必要な知識を身につける。3年間の研修カリキュラム
を修了した翌年にあたる4年目に放射線科専門医資格を取得することを目標とする。また放射線科専門医資格取得後のサブスペ
シャリティ領域専門医（放射線診断専門医または放射線治療専門医）資格取得を目指す。
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附属病院

教授 幡多 政治（放射線科部長）

准教授 金田 朋洋（放射線部部長）

講師 小池 泉、吉田 啓介

助教 海津 久、岡部 哲彦、寺内 幹、平井 千裕、向井 佑希、藤田 亮、野村 幸一郎、飯塚 均、上出 浩之、石渡 義之

附属市民総合医療センター

教授 竹林 茂生（放射線部部長）

准教授 荻野 伊知朗（放射線科部長）、関川 善二郎

助教 西井 俊晶、渡部 成宣

診療科の実績

放射線診断科：画像診断モダリティの進歩とフィルムレス化、各診療科の専門化に伴い、画像診断における放射線診断専門医
の役割は日々重要性を増しています。そのことは当院でも同様で、あらゆる画像検査(CT、MRI、単純X線、核医学など)に対し
てのレポート作成をPACS-reportシステム上で実施しています。これにより、病院内の全ての画像を一元的に管理しながら全診
療科の医師とともに患者さんの診療に加わっています。また、各種 IVR（悪性腫瘍に対するカテーテルリザーバの留置、止血
を目的とした緊急塞栓術、中心静脈カテーテルポートの留置など）を主体的に実施しています。

放射線治療科：放射線治療は、手術、化学療法と並び悪性腫瘍に対する治療の三本柱の一つですが、近年その重要性はさらに
高まっています。特に、他の治療法と比較し、治療後の生活の質（Quality of Life：QOL）が高く保たれることが大きな特徴
です。附属病院と附属市民総合医療センターを合わせると、年間の放射線治療患者数は およそ1,300人に達し、最先端の放射
線治療装置・技術を駆使して、関連科との密接な連携のもと、常に高精度で安全性の高い治療が行われています。放射線治療
専門医や放射線治療専任技師などのスタッフを整えた神奈川県屈指の修練機関として、質の高い研修が受けられるよう環境が
整えられています。

指導医から一言

　横浜市立大学の放射線医学教室は、“近未来の放射線医学のあり方”を求め、それに携わる多様な人材を育成する教室を目
指しています。臨床放射線医（画像診断医及び放射線腫瘍医）の専門医育成を軸に、放射線生物学・放射線腫瘍学・画像診断
学の知識と技術を駆使し、トランスレーショナルリサーチを行う研究者、PET/CT、MRI/MRS、MDCT などをバイオマーカーイ
メージングとして捉え、クリティカルパスリサーチあるいは個別化医療の実践を目指す臨床研究者、放射線関連医療行政を志
す人材など多様な人材育成を目指します。“患者さんの視線にたった医療を目指す”ことを理念とし、“やさしく思いやりの
ある先端医療の担い手”となるべく、横浜・神奈川の地域はもちろんのこと、国内外に広く活躍できる医師になっていただき
たいと願っております。

シニアレジデントからのメッセージ

　後期研修医として多少責任のある立場になり、焦ることも多いですが忙しく楽しい生活を送っています。現在、CT,MRI, 核
医学、IVR などに従事しています。大学病院という施設のため、一般的な疾患はもちろんのこと珍しい疾患や複雑な症例も経
験することができます。放射線科は全身の臓器の知識が必要で勉強する事が多く大変ですが、知識・経験の豊富な先生方から
細かく指導を受ける事できます。当科に少しでも興味がある方、是非一度見学に来てください。そして一緒に働きましょう。
（A先生）

　私は市中病院で2年間初期研修の後、放射線治療医を目指して入局しました。現在附属病院でシニアレジデント2年目として
勤務しています。入局1年目は勉強のため診断部に所属し、読影やIVRの研修をさせていただきました。当初は右も左も分から
ない状態でしたが、経験豊富な上司の先生方がとても優しく、毎日 man to man で教えてくださるので、大変有意義で勉強に
なった1年間でした。そして入局2年目の今年からは、念願の治療部に所属し、診療に従事しています。多岐にわたる全身の癌
を診なければならないので、毎日勉強の連続ですが、診察のたびに治療効果を実感することも多く、よい先輩方に恵まれて、
とても充実した毎日を送っています。近年この分野の技術の進歩、適応の拡大は目覚ましく、今これほどまでに将来有望な分
野は、かなり稀ではないかと思います。私は社会人大学院生のため、夕方にはときどき講義を受けたりすることもあります
が、医局全体で支えてくださる雰囲気があるので、経済的にも時間的にも余裕を持って生活することが出来ています。治療も
診断も、あらゆる臓器の知識が必要とされるため、覚えることは膨大ですが、知れば知るほど奥が深く、楽しくなるので、一
生飽きることなく仕事が出来ると思います。興味を持った方はぜひ一度見学に来てください。横浜で楽しく私たちと一緒に働
きませんか？　（B先生）

　私はシニアレジデント1年目です。今は治療部門で、全身の癌の放射線治療を経験させて頂いています。放射線科と聞くと読
影以外何をしているのかよく分からない、地味な科のイメージがあるかもしれませんが、CT や MRI、PET検査がルーチンにな
りつつある今日この頃、日々増えていく全身の画像読影をこなして内科外科の先生達の診療を支え、時には血管を刺して腹腔
内の出血を止め、また時にはX線や電子線を操り切らずに痛みのない癌治療を行います。地味なように見えてやれる事は多く、
全身臓器の勉強ができるため飽きは来ないと思います。また画像診断と放射線治療はどちらも今後の医療において需要が更に
高まっていく分野だと思います。興味がわいた方は是非一度見学してみて下さい。（C先生）

　私は初期研修を他大学（神奈川県外）のプログラム（1年目：研修協力病院、2年目：大学病院）で修了し、今年度から後期
研修医として当院で勤務しています。出身地も出身大学も県外であるため、この新しい環境にうまく馴染めるのかが何しろ不
安でした。しかしそんな不安も杞憂に終わり、みなさんとても快く受け入れて下さっています（と私は思っております）。私
と同じような状況で進路に迷っている方もいらっしゃるかと思います。ぜひぜひ一度遊びに来てみて下さい！ （D 先生）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~radiolog/

放射線診断科： 吉田 啓介
radikyok@yahoo.co.jp

放射線治療科： 杉浦 円
mado_sugiura@yahoo.co.jp
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 診療科目 麻酔科学

プログラム責任者：後藤　隆久

プログラムの特徴

高齢者が急速に増えるこれからの日本の医療にあって、手術件数の増加とともに、麻酔科の重要性も益々高まります。横浜市
大の麻酔科プログラムは、そんな将来を見据え、「世界標準」のプログラムを用意しました。具体的には、教授の後藤隆久自
身がマサチューセッツ総合病院で麻酔科レジデントと集中治療フェローを研修した体験に基づき、アメリカの研修プログラム
を横浜に再現しました。1年目は手術麻酔、2年目は心臓血管外科麻酔を含んだ高度な麻酔、3年目は小児病院と集中治療（ま
たは救命救急）、4年目は専門分野の自由選択となっています。横浜市大プログラムは、癌に強い附属病院と、救急に強いセ
ンター病院の大学附属2病院に加え、全国トップクラスの専門病院を含む、約30の協力病院から成り立っています。全国最大
の症例数を誇り、専門医取得までに幅広い症例を経験できるシステムです。
詳しくは下記ホームぺージをご覧ください。

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】
手術麻酔に必要な基本的な手技と専門知識を修得し、ASA１〜２度の患者の通常の定時手術に対して、指導医の指
導の元、安全に周術期管理を行うことができる。

【2年目】

1年目で修得した技能、知識をさらに発展させ、全身状態の悪いASA３度の患者の周術期管理やASA１〜２度の緊急
手術の周術期管理を、指導医の指導のもと、安全に行うことができる。
これに加え、胸部外科手術、脳神経外科手術、帝王切開手術、心臓外科手術などを経験し、さまざまな特殊症例
の周術期管理を指導医のもと、安全に行うことができる。

【3年目】
小児手術を経験し、指導医のもと、安全に行うことができる。また、集中治療、救急医療など関連領域の臨床に
携わり、知識・技能を修得する。

主な協力病院

横須賀共済病院、横浜南共済病院、横浜市南部病院、横浜市立市民病院、藤沢市民病院、国立循環器病研究センター、神奈川
県立こども医療センター、千葉県こども病院、埼玉小児医療センター、順天堂大学、大和成和病院、川崎幸病院
など南関東近郊　約３０施設

【4年目】
これまでの経験をさらに発展させ、さまざまな症例の周術期管理を安全に行うことができる。基本的にトラブル
のない症例は一人で周術期管理ができるが、難易度の高い症例、緊急時などは適切に上級医をコールして、患者
の安全を守ることができる。

到達目標

専門医制度改革に3年先立ち、日本麻酔科学会は2015年から専門医制度を改革しました。本プログラムでは、日本麻酔科学会
の麻酔科専門医を取得するのが第一の目標ですが、それにとどまらず、世界のどこに行っても通用する麻酔科医を育成するこ
とを目標としています。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本専門医機構麻酔科専門医（日本専門医機構）、日本麻酔科学会認定医・専門医・指導医
（日本麻酔科学会）、集中治療専門医、（日本集中治療学会）、緩和医療専門医（日本緩和医療学会）、ペインクリニック専
門医（日本ペインクリニック学会）、呼吸療法専門医（日本呼吸療法医学会）、心臓血管麻酔専門医（日本心臓血管麻酔学
会）、日本小児麻酔学会認定医（日本小児麻酔学会）　など
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後藤隆久
野村岳志（東京女子医科大学　集中治療科　教授）

水谷健司（手術部部長）

附属病院
主任教授
特任教授
准教授 水野祐介（手術部）、宮下徹也（麻酔科部長）、高木俊介（集中治療部部長）
講師 入江友哉、横瀬真志、水原敬洋（次世代臨床研究センター）
特定任期付職員岡村健太
助教（麻酔科）東條彩子、入澤朋子、古賀和資、藤本寛子、東條健太郎、松田優子、佐々木誠、横井礼子、堺結有、菊池賢

新井悠介、金丸栄樹
助教（ICU） 菅原陽、柏木静、濱田貴子、横山暢幸

附属市民総合医療センター
臨床教授 大塚将秀（集中治療部部長）、北原雅樹
講師 佐藤仁（麻酔科部長）、田澤利治（緩和医療部部長）、川上裕理
診療講師
助教（麻酔科）菅原泰常、宮崎敦、冨永陽介、増渕哲仁、桜井龍、美濃口和洋、江渕慧悟、遠藤大、松尾史郎　
助教（ICU） 後藤正美、刈谷隆之、内本一宏、井上玲美、末竹荘八郎、浅見優、早川翔、中島大介

診療科の実績

附属病院・センター病院における麻酔科部門の実績（平成29年度）
麻酔科症例件数10769症例、内心臓手術麻酔症例453症例
※心臓手術麻酔に関しては日本専門医機構専門医新規申請時に申請可能な症例数のみ（ステント等は除く）

附属病院・センター病院における集中治療部/ペインクリニック部門の実績（平成28年度）
集中治療部管理症例数　入室合計1129名、平均在室数4.1日
ペインクリニック　初診544名、再診247名

年々手術件数は増加傾向にあります。これは関連病院全体に当てはまる傾向です。集中治療は大学2大学ともクローズシステムで運営す
る国内有数のICUです。ペインクリニックは日本で有数の集学的治療センターです。麻酔科は他にも院内急変対応や医療安全にも貢献し
ています。私たち麻酔科に対するニーズはこれからもっと高まり活躍の場が広がっていくものと考えています。

指導医から一言

麻酔科教授の後藤隆久です。麻酔科は、初期研修医の間に面白さを感じて選ぶ人が多い診療科です。もともと興
味を持っていた診療科は本当にばらばらです。私の場合も5つくらいの診療科に興味がありましたが、そのうち特
に、集中治療がやりたくて麻酔科を選びました。ところが手術麻酔を始めてすぐ、麻酔の面白さにはまってしま
いました。ダイナミックな麻酔管理。輸液、輸血、投薬がうまくいき、手術終了時、患者が痛みなく、安定して
麻酔科から覚醒し、手術室を出て行くときの安堵感と充実感。これら麻酔科医でなければ味わえない感覚を、卒
業後30年近くたった今も毎日新鮮に感じています。
また、日ごろから究極の呼吸管理、循環管理を行っているので、院内救急が起こると、その場に急行して患者の
救命に大きな力を発揮できます。「命を救う」この医療の究極の行為のエキスパートであると自認できる瞬間で
す。
横浜市立大学およびその協力病院は、先輩の後輩に対する面倒見がよく、シニアレジデントにとっても成長する
機会が多い病院群です。シニアレジデントの先生方には、大学卒業後の貴重な時期に、多くのよい刺激を受けて
実りある研修をして欲しいと思っています。そしてそのお手伝いをしたいと横浜市立大学麻酔科学教室では考え
ています。

シニアレジデントからのメッセージ

 入局先、研修先をどこにするか、多くの人が迷われるのではないでしょうか。
横浜市立大学麻酔科は、様々な症例の麻酔はもちろん、ICUやペイン、研究など幅広い専門性を経験することが出来、自身のキャリアを選
択、追求出来るマンパワーと教育体制を備えています。後期研修医は心臓血管麻酔、小児麻酔、ICUなどで研修を積み、その後もローテー
ションで興味のある分野での研修を行えるよう配慮されています。私自身、他大学出身ですが、そのような環境に魅力を感じ入局しまし
た。入局してみて、その通りだと感じています。尊敬し目標となる多くの先輩、同期、後輩に刺激を受けながら、忙しくも充実した日々を
過ごしています。麻酔科に興味をお持ちの方、ぜひ医局説明会や見学にいらしてください。先生方と一緒に働けることを楽しみにしていま
す。
シニアレジデント　2年目

 私が学生・初期研修医の頃は、専門的な領域がある一方で様々な領域の知識も必要とする科横断的な診療科に進みたいという気持ちが強
く、救急、集中治療、総合診療に関心がありました。
 当初の麻酔科に対するイメージは、手術室で麻酔をかけては覚ますを繰り返すという単純なものでしたが、実際に麻酔科を研修してみる
と、気管挿管、中心静脈カテーテル穿刺、動脈カテーテル留置などの手技全般を要求されるのはもちろん、喘息・COPD、狭心症、糖尿病、
透析、血液疾患など内科的疾患や各科手術の内容など幅広い分野の知識も要求され、specialはもちろん、generalな側面が強い診療科だと
思うようになりました。また、ICUや救急はもちろん、院内急変の初期対応や、重症患者の内視鏡・カテーテル治療中の鎮静を含む全身管
理などの依頼もあり、手術室外で活躍する機会も多くあります。緊急時に必要な手技を日ごろからルーチンで行っていること、気道・呼吸
管理、輸液・輸血を含めた循環管理を毎日行っていることを踏まえて、周術期管理を学べれば様々な場面で対応できるようになれるのでは
ないかと考え麻酔科を選択しました。
 横浜市立大学麻酔科の後期研修プログラム・専門医研修プログラムは、1年目に手術室麻酔全般を学び、2年目に心臓麻酔、3年目に集中治
療・小児麻酔をローテートすることで、新制度での専門医取得に必要な症例数を確保できるように設定してあります。4年目以降には心臓
麻酔・産科麻酔・ペイン・緩和領域などの麻酔の各専門領域を研鑽を積む他、大学院進学や臨床研究で学位を取得することも可能です。私
が横浜市立大学の麻酔科に入局を決めたのは、日本最大級の医局であること、各専門領域の指導者が集まり教育環境が整っていること、関
連施設が基本的に神奈川県内に集約されていることに魅力を感じたためです。入局してみて、改めてそのように感じます。麻酔科に少しで
も関心がある方は、ぜひ一度、横浜市大の麻酔科にいらしていただけたらと思います。スタッフ一同で心よりお待ちしております。
シニアレジデント　1年目

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~masuika/
プログラム副統括管理者　水野祐介

TEL 045-787-2918 （直通）
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 診療科目 　脳神経外科学

プログラム責任者：山本哲哉

プログラムの特徴

　横浜市立大学脳神経外科の研修プログラムは横浜市立大学附属病院をプログラム基幹病院として、別記のように神奈川県及
び東京都に13の研修施設と21の関連施設を有している。研修施設は症例豊富であり、かつ若手医師の執刀機会が十分確保され
るような構成にしている。脳腫瘍、脊髄・脊椎、小児、機能外科、血管内治療などの分野でもそれぞれ専門施設を有してお
り、偏りのない研修が可能となっている。更に関連施設では特色のある施設が多数参加している。各施設とも後期研修医には
マンツーマンで上級医がつき、病棟・救急のmanagementや手術の基本を徹底的に指導する体制をとっている。またカンファレ
ンスで、プレゼンテーションの技術、診断・治療方針の考え方などを身につけていく。手術及び入院症例については具体的に
は日本脳神経外科学会の専門医認定制度内規及び研修手帳に沿って履行することで、専門医取得に万全を期す。学会発表は後
期研修医の義務と位置づけ、指導を行っている。後期研修中に最低１本の論文提出が義務づけられ、指導も行っている。また
各施設に１台以上、卓上顕微鏡を用意しておりマイクロ吻合練習を義務づけている。その他にも後期研修医を対象にした教育
行事やリサーチマインド啓発のため研究カンファを行っていている。

カンファランス(大学)　
　　
1) 定例朝カンファランス(週3回)
2) 手術ビデオカンファランス(週1回)
3) 小児科脳神経外科合同カンファランス(週1回)　　
4) 神経内科脳神経外科合同カンファランス (月1回)
5) 病理カンファランス (月1回) 
6) 大学院生研究カンファランス (月1回)

教育行事

1) 後期研修医向けレクチャー (週1回)
2) 抄読会 (週1回)
3) 夏期頭頚部解剖実習 (8月)
4) 症例検討会合宿　(医局旅行 12月)
5) 特別講演 (年3~4回)

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】
①脳神経外科・脳卒中の基本的診療技術の獲得(画像診断・腰椎穿刺・血管撮影・気管切開)、②穿頭術の習得、開頭術の経
験、③脳神経手術器具(Navigation、電気生理学的検査、内視鏡、顕微鏡)の基本的技術の習得、④マイクロ手技の研鑽(モ
デルでの血管吻合の練習)、⑤情報収集、学会発表・論文発表などの情報発信

【2年目】
①より複雑な開頭手技の習得、マイクロ手術の経験、血管撮影の技術習得、②マイクロ手技のさらなる研鑽・技術の向上、
③技術研修会・施設見学の奨励

【3年目】
①連携施設、関連施設での研修、見学、②さらなる高度な医療の習得に向けた準備、③大学院基礎研究テーマ、臨床研究
テーマの準備

到達目標

専門研修プログラムに所属し4年以上の定められた研修により、脳神経外科領域の病気すべてに対して、予防や診断、手術的
治療および非手術的治療、リハビリテーションあるいは救急医療における総合的かつ専門的知識と診療技能を、獲得します。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

脳神経外科専門医、脳卒中専門医、脊髄外科専門医、神経内視鏡認定医、脳血管内治療専門医、脳卒中の外科認定医

主な協力病院

連携施設：横浜市立大学市民総合医療センター、横浜労災病院、横浜南共済病院、藤沢市民病院、神奈川県立がんセンター、
横浜市みなと赤十字病院、茅ヶ崎市立病院、小田原市立病院、西新井病院、汐田総合病院、麻生総合病院、国際医療福祉大学
熱海病院、秦野赤十字病院
関連施設：埼玉医科大学国際医療センター、東京都立多摩総合医療センター、横須賀市立市民病院、横須賀共済病院、湘南藤
沢徳州会病院、横浜栄共済病院、神奈川県立足柄上病院、、平塚共済病院、横浜新都市脳神経外科病院、国立がん研究セン
ター中央病院、神奈川県立こども医療センター脳神経外科、亀田総合病院、国立精神・神経医療研究センター、湘南鎌倉総合
病院、神奈川リハビリテーション病院、国立病院機構西新潟中央病院、あさひ病院脳神経外科、国立成育医療研究センター、
東京都立小児医療センター、国立病院機構横浜医療センター、国立病院機構虎ノ門病院
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附属病院

主任教授 山本　哲哉

准教授 村田　英俊

講師 末永　潤、清水　信行

助教 立石　健祐、佐藤　充、中村　大志、三宅　勇平

指導医 磯崎　潤、矢澤　理、篠原　直樹

附属市民総合医療センター

准教授 坂田　勝巳

助教 川崎　隆、間中　浩、中野渡　智、浦丸　浩一

指導医 本郷　剛、藤井　啓太

診療科の実績

(横浜市立大学附属病院の手術実績) 2017年1月~12月
総数 345例
内訳；脳腫瘍 105例（広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 10例、経蝶形骨洞手術 7例を含む）、脳血管障害手術 71例(開頭クリッ
ピング術 23例、バイパス術 10例)、脊髄・脊椎外科 59例、脳血管内治療 52例

(研修プログラム基幹施設・連携施設・関連施設での手術実績の合計)
総数 6516例
内訳：脳腫瘍 636例、脳血管障害 1556例(開頭クリッピング術 702例)、 脊髄・脊椎手術 323例、血管内治療 990例

指導医から一言

　　後期研修修了後も横浜市立大学脳神経外科教室員として、基幹施設・連携施設・関連施設での臨床修練を行います。また
さらなるstep upを目指して、専門分野研修の国内留学も可能です。
研究を希望される方には、大学院進学の進路も用意されております。さらに海外留学については、海外施設とのconnectionや
情報の蓄積が多々ありますので、意欲と努力次第で十分に実現可能です。
　　横浜市立大学脳神経外科学教室は、興味ある分野への造詣を深めることで、多様な人材育成を目指しております。熱意あ
ふれる若い先生方と一緒に働けることを楽しみにしております。

シニアレジデントからのメッセージ

　当教室では、附属病院、センター病院という２つの特徴ある大学病院を持ちつつ、その他横浜市中の病院を中心とした多く
の関連施設をローテートすることで、脳神経外科領域の様々な分野について研鑽を積むことができます。とても教育熱心な教
室で、上級医の先生方も丁寧に指導してくださり、教室行事としても献体を用いた頭頸部解剖実習など、学習する環境が整っ
ております。自分も群馬大学出身ですが、医局内には他大学出身の先生も多く、出身大学や初期研修病院の違いによる心配は
一切ありません。山本教授は教授とは思えないほどシニアレジデントにとても親身に接してくださり、自分たちの将来を熱く
考えてくださいます。ぜひぜひ一度見学にいらしてください。そして一緒に一人前の脳神経外科医になりましょう。
　
　市中病院で初期研修を行い、脳外科をローテートした際とは、また違った脳外科の一面を知ることができ、この科の分野の
幅広さ、奥深さを僭越ながら実感しております。私の入局の決め手としては、雰囲気が明るく活気があること、関連施設が充
実していること、他大出身者にも門戸が開かれていることです。現在の印象としても大きな変化はなく、上級医からの指導を
充分に受けることができる環境で、医療・勉学に励むことができています。脳神経外科を志す方にも、様々なスタンスの方が
いらっしゃると思いますが、それを受容しうる医局だと考えます。まずは是非、見学にお越しください。

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://ycu-neurosurgery-recruit.medicalnote.jp/ 　医局長　清水信行
Tel:　045-787-2800 (内線6718)

E-mail:　nshimizu@yokohama-cu.ac.jphttp://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~nouge/
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 診療科目 リハビリテーション科

プログラム責任者：中村　健

プログラムの特徴

　リハビリテーション科は、臓器別の診療科とは異なり「障害」を対象とする診療科です。障害を持つ様々な疾患の方が対象
となるため、障害そのものから起こる特殊な病態をよく理解して、身体機能改善、日常生活能力改善、社会復帰などに幅広く
対応できる知識と技術が必要となります。リハビリテーション科医は、今ある障害だけでなく、予見される障害までも適切に
診断し治療するために、「全身を診る」Whole Body の観点から、病気ではなく病人を診る姿勢で診察を行います。そのた
め、急性期から回復期、慢性期、終末期まで、そして新生児から小児、成人、高齢者まで横断的な診療を行っており、幅広い
領域での活躍が期待される専門医です。リハビリテーション科専門研修プログラムでは、横浜市立大学附属病院リハビリテー
ション科と12の関連研修施設において研修を行います。多くの疾患や症例を経験できる地の利を生かして、急性期、回復期、
生活期の全てのステージにおける研修に対応することができ、また、研修施設には地域・在宅医療や小児疾患、脊髄損傷など
に特化した施設も含まれています。多様な希望に応じて研修を提供することが可能です。

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】

基幹施設で入院患者の担当医となり、指導医の下でリハビリテーション評価を行い、リハビリテーション計画を
立て、リハビリテーション処方を作成する。担当患者の全身管理、安全管理を行う。他科入院患者のリハビリ
テーション依頼に対して、診察を行い、リハビリテーション計画を立てる。補装具外来、痙縮治療外来、摂食嚥
下評価、電気生理学的検査などに参加し基本的手技を習得する。

【2年目】

連携施設の回復期リハビリテーション病棟において病棟主治医の役割を果たす。入院患者の全身管理を行い、リ
ハビリテーション計画を立て、リハビリテーションカンファレンスを運営する。他院後の訪問リハビリテーショ
ン、通所リハビリテーション等について地域ケア・介護保険スタッフと情報提供を行い地域医療との関わりを深
める。

【3年目】
横浜市立大学リハビリテーション科専門研修プログラム管理委員会が決定した研修施設において、小児リハビリ
テーション、脊髄損傷リハビリテーション、救急領域での急性期リハビリテーション、心臓リハビリテーショ
ン、地域リハビリテーションなどの研修を行う。

到達目標

専門知識（リハビリテーション概論、機能解剖学、生理学、運動学、障害学、リハビリテーションに関する医事法制・社会福
祉制度など）と専門技能（リハビリテーション診断学、リハビリテーション評価、診療技術、検査手技、リハビリテーション
処方、専門的治療、安全管理など）を学び、多種多様なすべての障害者の「かかりつけ医」となり得る臨床力あるリハビリ
テーション科医となる。リハビリテーションチームのリーダーとしての役割を果たすことができ、関連専門職や関連診療科、
地域医療関係者と診療連携を実践できる。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

リハビリテーション科専門医のサブスペシャリティ領域は現時点で確定しておりませんが、関連領域と連続性をもたせるよう
なプログラムを検討中です。

主な協力病院

連携施設：横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市立脳卒中・神経脊椎セ
ンター、横浜市立みなと赤十字病院、神奈川リハビリテーション病院、横須賀共済病院、れいんぼう川崎、鎌倉リハビリテー
ション聖テレジア病院、藤沢市民病院
関連施設：横浜市立市民病院、神奈川県立こども医療センター、川崎協同病院
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中村　健

附属病院

主任教授

講師 荒川　英樹

助教 山上　大亮、金森　裕一、野々垣　学

附属市民総合医療センター

部長 中村　健

講師 若林　秀隆

助教 佐久間　藤子、高内　裕史

診療科の実績

【平成29年度】
リハビリテーション科：年間外来患者数 42,860人（1日平均 178人）、延べ入院数 422人（リハ
ビリテーション科病床定数5）、
理学療法部門（療法士数14名）：総単位数 41,673単位（脳血管リハ 45.3%、運動器リハ 
39.1%、呼吸器リハ 6.5%、心大血管リハ、がんリハ 9.1%）、新規依頼患者数 1,658人
作業療法部門（療法士数7名）：総単位数 21,592単位（脳血管リハ 68.3%、運動器リハ 26.0%、
呼吸器リハ 0.4%、がんリハ 5.2%）、新規依頼患者数 835人
＊リハビリテーションの単位数とは、療法士が患者さんと一対一で実施した20分間のリハビリ
テーションを1単位と表し、診療報酬点数（リハビリテーション料）が定められている。

指導医から一言

　横浜市大リハビリテーション（以下リハ）科は、昭和43年に開設され全国大学病院のリハ科の中では最も歴史のある診療科
です。横浜市大リハ科は、これまでも全国をリードする立場で、高いレベルのリハ診療を地域の方々に提供し、医学生や研修
医にリハ診療の教育を行い多くのリハ科専門医を育ててきました。さらに、2016年1月からリハ科学教室として講座化された事
により、スタッフの増員や環境面での強化が行われたことにより、リハ医学の発展に向けた研究面での充実が進み、診療と研
究の両面から幅広い教育が実践されます。リハ医学は、人の「命を救う」医学ではありませんが、人を「元気にする」医学で
す。リハ科医は、患者さんが自立し生きがいをもって生活を続けられるように、患者さんに起こる「障害」に焦点をあて障害
の予防と改善のために、あらゆる手段を使い多職種（医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など）で協力し
チームで治療を行います。具体的には、理学療法、作業療法、言語療法などの訓練、さらに装具療法、薬物治療、手術療法な
ども行い、最近ではロボットも治療に応用しています。今後、高齢化が進み、障害を持つ方々の増加が予想される我が国にお
いて、一人でも多くの方が寝たきりにならず生きがいを持って元気に生活していけるよう、リハ科医の役割はますます重要に
なります。リハ科医を求めている患者さんは、大都市から僻地まで日本全国何処にでもいます。そして、多くの患者さんが、
リハ科医を待っています。横浜市大リハ科専門研修プログラムでは、患者さんを「元気」にし、患者さんの「人生」に貢献で
きるリハ科専門医を育てて参ります。皆さん！リハ科医を志してみませんか。（中村　健）

シニアレジデントからのメッセージ

・新しい教授が着任し、急性期リハビリテーションに力が入ってます。研究面でも生理学、自律神経分野や障害者スポーツ主
体としていろいろ始まっています。今後新しいリハビリテーション医学をめざして一緒に頑張りましょう（DY)
・親の介護やこどもの病気等の家族の問題に対して、快く相談にのって心配してくれる医局です。家族生活と医者としての生
活が両立できそうです。（KA)
・学会や院内勉強会にださせてもらい、専門医としてのスキルアップがはかれました。筋電図や超音波検査。手技としてはボ
トックス筋注やITBコントロールが勉強できました。大学病院として先進医療の新しい医療に接し、呼吸リハビリテーション・
心臓リハビリ・疼痛・疼痛・脊髄損傷・脳卒中・神経難病・術後リハ等勉強できます。（MK)

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www.rehabili-yokohama.com/
野々垣学

Tel: 045-787-2713
E-mail: ihatama3@yokohama-cu.ac.jp
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到達目標

●形成外科を専攻する医師として持つべき診断能力の水準と外科手技的技能を、基本的には４年間で本邦の形成外科専門医制
度の求める水準まで獲得する事を目標とし、入局５年目に専門医を取得することを目指しています。
●外科系医師として社会性や科の医師や他の医療職種との協調性、倫理性を備えた医師を育成することを目標としています。
●そのほか、日常診療で目にする問題点については過去の文献を照会し evidence based medicine を実践できるよう心がけ
る習慣づけを行う一方で、より新しい知識や技術を模索する志向性を身につけることも本病院の専門研修プログラム目的の一
つとして掲げています。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

熱傷専門医、手外科専門医、創傷外科専門医、皮膚腫瘍外科専門医、頭蓋顎顔面外科専門医、美容外科専門医　等

主な協力病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター（形成外科または高度救命救急センター形成外科）、神奈川県立こども医療セン
ター、関東労災病院、横浜栄共済病院、横浜市南部病院、横浜労災病院

【1年目】 形成外科領域の疾患の基本的診察能力および基本知識の獲得、基本的技能の修得

【2年目】 1年目での修得事項の brush up

【3年目】 責任あるポジションでの医療従事とより高度な技術の習得

 診療科目 　形成外科学

プログラム責任者：前川　二郎

プログラムの特徴

●形成外科とは、「身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あらゆる手法や特殊な技術を
駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることによって」患者さんの「生活の質を向上させる外科系の
専門領域」です。
●また、診療科名にも表現されているように、われわれは特定の担当臓器を持ちません。しかし、その守備範囲は、解剖学的
にも年齢的にも疾患概念的にも他の診療科と比較して類を見ないほど幅広いのが特徴の一つです。そのため形成外科医には、
幅広い知識と経験が求められます。
●本プログラムは、専門性の高い疾患症例が集まる大学病院に加えて、それぞれの特色を持つ研修協力病院をローテーション
する事によって、それらをほぼ網羅し、経験できるように考案されています。

プログラムの概要（修得項目）
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前川　二郎

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~prs_ycu/
北山　晋也

Tel:　045-787-2709
E-mail:　prs_ycu@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

「診療」では、附属病院と附属市民総合医療センター（以下、センター病院）合わせて、年間新患数約1600人、年間手術件数
は約1400件の診療にあたっています。附属病院の特徴としては、リンパ浮腫の総合治療、小耳症の耳介再建手術、頭頚部悪性
腫瘍の再建手術が挙げられます。センター病院の特徴としては、乳房再建、眼瞼下垂をはじめとした顔面の形成手術、血管腫
や母斑のレーザー治療が挙げられます。この様な疾患に対して附属２病院は先進的治療を行っており、全国から多くの患者さ
んが集まる一方で、他の首都圏に位置する大学病院とは異なり一般的な皮膚腫瘍、顔面外傷などの症例も幅広く受け入れてい
ます。
「教育」では、横浜市内に大学附属２病院を有するという好条件も幸いし、多様な疾患、豊富な症例に恵まれており、オール
ラウンドな研修の基礎となっています。また、神奈川県下の多数の地域基幹病院や専門病院と研修ローテーションを組んでお
り、形成外科の一般領域と、希望に応じた専門領域の研修ができるように調整しています。
「研究」では、センター病院の乳房再建術や附属病院でのリンパ浮腫に対する臨床研究が国内外の注目を集めています。ま
た、両病院にセルプロセッシングセンターが設置され、それらを用いた再生医療に関する基礎研究と臨床研究を進めていま
す。そのほか、患者や医療従事者の啓蒙活動として各種研究会を開催し、各地域で講演会を行うなど、常に世界を視野に入れ
つつも、地域に根付いた診療を目指しています。

指導医から一言

　形成外科では対象とする疾患の部位、年齢、内容のいずれも幅広く、常に見分を広め深めていかなくてはなりません。しか
しながら、手術手技そのものは、いずれの外科系においても通用するごく基本的なものの組み合わせ、あるいはその応用で
す。より良いものを常に求めたい人、ルーチンワークに流されたくない人、創意工夫を凝らすのが好きな人は形成外科が向い
ているでしょう。専門医取得までに必要とされる後期研修期間は、協力病院ごとに多少の違いはありますが、忙しい毎日にな
るでしょう。ですが、きっと充実した日々になる事と思います。ご質問は随時受け付けますので、まずはご連絡ください。

シニアレジデントからのメッセージ

　私は１年目を市中病院で研修し、２年目を附属市民総合医療センター、３年目を附属病院で研修しております。形成外科で
は市中病院でも診療する疾患に病院毎の特色があります。１年目で研修した南部病院では腫瘍切除や顔面骨骨折などの症例が
多く、２年目で研修した附属市民総合医療センターでは乳房再建を主に数多くの症例を経験しました。３年目の附属病院では
頭頸部や四肢の悪性腫瘍や変性疾患に対する再建外科だけでなく、全国的にも珍しい小耳症やリンパ浮腫の手術を行う施設で
あり、非常に多くのことを学んでいます。
　形成外科の扱う疾患は、外傷、熱傷、良性・悪性腫瘍、先天異常、難治性潰瘍、美容など非常に多岐に渡り、多くの知識と
全身の解剖の理解、多くの経験が必要となります。当教室は協力病院として一般市中病院のほか、こども医療センターや高度
救命救急センターなどそれぞれの分野に特化した専門施設を有しています。そのため、幅広い形成外科の全域をカバーするこ
とが可能で、専門医取得に必要な症例を数多く経験できます。また、形成外科の手術は対象疾患の多様性に伴い定型的な手術
だけでなく様々な工夫を必要とする手術が多いです。そのため、毎回の手術に発見があり、工夫がうまくいった時にはその達
成感があります。
　はじめは形成外科の特殊性から治療に関して悩むこともありますが、サポートする指導医たちはどんな相談でも親身に応じ
ます。また、定期的に症例検討会や新入局医師を対象とした勉強会、ハンズオンセミナーを行っており、症例の相談などする
機会を多く設けています。
　いろんな手術をしたい人、あれこれ考えて工夫するのが好きな人、細かい作業が好きな人などは形成外科に入れば毎日楽し
く働けると思います。一緒に形成外科のエキスパートを目指して頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(シニアレジデント３年目)

附属市民総合医療センター

准教授 佐武　利彦

病院講師 廣冨　浩一

附属病院

主任教授

准教授 三上　太郎

助教 北山　晋也、矢吹　雄一郎、鍵本　慎太郎
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国立病院機構横浜医療センター、国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院、横浜市立市民病院、済生会横浜市南部病院、国
家公務員共済組合連合会横浜南共済病院、国際親善総合病院、藤沢湘南台病院、横須賀市立うわまち病院、帝京大学医学部附
属病院、武蔵野赤十字病院

次の①、②、③を基本とする。
① クリティカルケア研修：12～18ヶ月（基幹研修施設6ヶ月以上を含む）
② ER研修：9～12ヶ月
③ 初期臨床研修経験と専門医取得以降の修練希望領域に基づいた他科研修：6ヶ月
その他希望に応じて、上記必修ローテーションの期間を調整し、下記④、⑤の研修を組み入れることも可能。
④ ドクターヘリ研修、もしくは特殊災害医療対応施設研修：最大3ヶ月
⑤ ER関連診療部門の他科研修（眼科・耳鼻科等）：最大3ヶ月

到達目標

①傷病、緊急度を問わず、すべての救急患者に適切な初期診療を行うことができる。
②複数患者、傷病者に同時に対応することができ、優先度を判断することができる。
③重症患者への集中治療を行うことができる。
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必要に応じて病院前診療を行うことができる。
⑥病院前救護のメディカルコントロールを行うことができる。
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を行うことができる。
⑨救急診療の科学的評価や検証を行うことができる。
⑩プロフェッショナリズムに基づき、最新の標準的知識や技能を継続して修得することができる。
⑪救急患者の受け入れや診療に際して倫理的配慮を行うことができる。
⑫救急患者や救急診療に従事する医療者の安全を確保できる。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

集中治療専門医、外傷専門医、熱傷専門医など

主な協力病院

 診療科目　救急医学

プログラム責任者：竹内　一郎

プログラムの特徴

救急患者が医療にアクセスした段階では、緊急性の程度や罹患臓器も不明なため、患者の安全確保にはいずれの病態の緊急性
にも対応できる専門医が必要になります。そのため、すべての緊急性に対応する救急科専門医の存在が国民にとっては重要に
なります。したがって、私たちの社会的責務は、医の倫理に基づき、疾病に関わらず、救急患者を速やかに受け入れて初期診
療に当たり、必要に応じて適切な診療科の専門医と連携して、迅速かつ安全に診断・治療を進めることにあります。
そのような救急科専門医を育成するためには5つの分野を習得する必要があると考えます。
①ドクターカーを中心にした病院前診療（メディカルコントロール・災害医療を含む）
②ERで初期診療
③救急医学に関連したサブスペシャリティー（Acute care surgeonや外傷外科、IVR、緊急内視鏡など）
④ICUなどでのクリティカルケア
⑤急な傷病の予防（救急蘇生法の普及、データバンクに基づく新たな提唱など）
本プログラムではこれら5つの分野を習得し、「国民に良質で安心な標準的医療を提供できる」救急科専門医を育成すること
が可能であります。

プログラムの概要
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竹内　一郎

岩下　眞之

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~er-urahp/index.html
工藤由紀子

Tel:　045-253-5353
E-mail:　qq_sec@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

附属市民総合医療センター高度救命救急センターは、1990年に横浜市救急医療体制における3次救急医療機関として開設され、地域救急医
療の「最後の砦」として、重症外傷、多部位外傷、熱傷、切断指、中毒、急性呼吸不全、循環不全（ショック）、心肺停止、意識障害、
高体温・低体温、急性腹症等などに対する初期診療とクリティカルケアを行っています。災害時には災害拠点病院として多数傷病者の診
療の任を担っています。また国内外の被災地域医療支援を実施してきました（1991年バングラデシュサイクロン、1999年台湾中部大地
震、2004年新潟中越地震、2007年中越沖地震、2011年東日本大震災（気仙沼市支援、福島原発事故支援等）、2016年熊本地震ほか）。ま
た、横浜市消防局と連携して医師の現場派遣（ドクターカー・YMAT（横浜緊急医療チーム））を行い、傷病発生現場からの早期診療開始
を実践しています。2010 年4 月より稼働を開始した附属病院救急部は、初期・二次救急症例の外来診療にあたっています。いわゆるER型
救急システムを採用し、救急応需の決定から、医療面接、身体診察、検査の選択と解釈、鑑別診断、応急処置と治療、advanced Triage
（Disposition）を実施しています。対象疾患として、いわゆるcommon disease から、外来処置を必要とする疾病・外傷、緊急手術や
interventionが必要な症例まで、幅広く対応しています。

指導医から一言

当教室に入局した先生は高度救命救急センター、外傷センター、ER部門、集中治療部門を有する我々の関連病院をローテートすることで
救急を広く多面的に学ぶことができます。教室オリジナルである「横浜横須賀救急科総合プログロム」はレクチャー、ジャーナルクラ
ブ、シミュレーション教育を3本柱として進めていきます。例えばレクチャーは3年間で約50のテーマを扱い、ERから集中治療、外傷、マ
イナーエマージェンシー、臨床統計・論文の読み方など幅広く扱います。ジャーナルクラブは2種の方法で行い、浅く広く幅広い最新の知
識の習得と、深い洞察力・考察力を養うことの両立を目指しています。シミュレーション教育ではオンザジョブトレーニングを補完する
形で、気道管理からPCPSまで、救急医に求められる様々な手技やシナリオを扱います。 

臨床面では各科専門医と協力しながら重症外傷・多発外傷・循環器救急・VV-ECMO・感染症・中毒など24時間365日多種多様な疾患に対応
しています。3年間で救急専門医、集中治療専門医取得後は国内・国外の施設でのサブスペシャリティー分野の専門的知識・技術の取得を
進めています。現在IVR、ECMO、一般外科、総合診療、離島研修（ドクターヘリ）、小児、災害医療それぞれの各分野を極めるために7名
の教室員が関連病院外に出て専門的な研鑽を積んでいます。彼らが数年後に教室に戻ってくることでより教室のポテンシャルが発展して
いくことを期待しています。 

このように横浜市大救急医学教室は実地臨床、教育に加えて基礎研究と国際化にも力をいれています。 
2018年4月、新たにアメリカから帰国した新メンバーが加わり教室内での基礎研究グループが始動しました。劇症型心筋炎動物モデルを
使った基礎実験（ラット・マウスのin vivo実験と 細胞培養や分子生物学的手法を用いたin vitro実験）、気管上皮細胞を特殊培養(Air 
Liquid Interface; ALI)し喫煙と気道上皮細胞の分化・増殖について遺伝子異常やエピジェネティクスの研究を開始します。救急医学教
室に大学院生も新規入学し医学部基礎医学教室との連携も深めていきます。あわせて今後教室員の学位取得（大学院進学、臨床研究・臨
床論文による学位取得、働きながら研究を行う社会人大学院制度と３パターンがあります）をサポートをしていきます。 

横浜市大救急医学教室は　臨床・教育・研究を通してこれからのチーム医療の中心になる人材を育成し、横浜市、神奈川県を中心とした
地域医療の発展に貢献していきます。 

横浜市大救急医学教室に興味がある若い先生方、ぜひ見学にお越しください。 
お待ちしております

シニアレジデントからのメッセージ

①メッセージその１
2016年山口大学卒、卒後3年目の岡崎紗世です。
私は、初期研修2年間を山口県の市中病院で行い、横浜市立大学救急医学教室に加わりました。学生の頃から、産婦人科、救急科に興味が
あり、現在も将来的には産婦人科に携わることを目標とし、現在救急科で幅広い疾患の初期対応、集中治療管理を行っています。
救急医療は、病院前診療、ER、集中治療、災害医療など役割の異なる領域があるだけでなく、常に他科との連携を要する科だと思いま
す。救急医に求められる範囲は各施設や状況で異なりますが、当教室の後期研修プログラムは、3年間で救急医に求められる上記領域の研
修がまんべんなく行えるうえ、各々の関心に沿ったプログラムとなるよう考慮されています。
私は今年度、三次救急・集中治療領域の病院と二次救急を担う病院での勤務となっています。現在所属している三次救急病院では、最重
症の患者さんの初期対応、集中治療を経験できるのみならず、循環器内科、外科、脳外科、整形外科、形成外科、精神科など救急に関連
深い領域の医師が救急に所属してくださり、気軽に専門的意見が伺えることも魅力のひとつです。
当教室内でも、各々の興味や特性に合わせて他科や外部施設での研修が行えるよう配慮されています。私も今後、救急の各領域の研修を
行うとともに、産科救急にも携われる機会があればと考えております。当教室には様々な強みや特性を持つ人がいて、今後は選択肢がま
すます多様になることと思います。そのニーズにあった専攻医研修、その後の救急医としての活躍ができる教室である点が大きな魅力の
ひとつです。
少しでも救急医療に興味のある方はぜひ見学にいらしてください。お待ちしております。

②メッセージその２
2016年日本大学卒、入局1年目の渡邉活です。私は初期研修2年間を相模原協同病院で行い、横浜市立大学救急医学教室に加わりました。
初期研修は2次救急病院でしたので、3次救急、特に外傷に興味があり縁あって横浜に参りました。新専門医制度開始初年度であり、混乱
する中でしたが、救急医としての進路の選択肢の多さ、一人一人への厚い教育体制を考えて当教室の横浜横須賀救急科総合研修プログラ
ムを選びました。私は現在、横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センターにて業務を行っております。
初期研修の際に経験した疾患はもちろんのこと、ここでしか経験することのない症例がほとんどであります。私は、今後外傷外科として
外科研修と救急科研修をどちらも行いながら、集中治療や外科のどちらも妥協することなく勉強していきたいと思います。
横浜・横須賀という立地の良さ、新しく風通しの良い医局の雰囲気を見ていただき、是非一度見学に来ていただければと思います。

講師 髙橋　耕平

助教 小川　史洋、篠原　真史、黒柳　美里、酒井　拓磨、嶽間澤　昌泰、森　浩介、鈴木　誠也

助教 野垣　文子、酒井　和也

附属市民総合医療センター

准教授

附属病院

主任教授

講師 西井　基継、内山　宗人
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到達目標

専門医取得のための一般的な目標として
① 病理解剖を自ら執刀し、所見をまとめ、臨床上の問題点に答え、第3者に説明することが出来る。
② 代表的疾患の手術標本につき肉眼所見をとり、切り出しを行い、生検標本を含め自ら診断を下すことが出来る。
③ 代表的疾患の細胞診標本につき、自ら診断することが出来る。
④ 病理学的な種々の検査法・診断法を理解し、自ら実践できること。
⑤ カンファレンスや学会発表等を通じ、臨床医学における病理学の意義や重要性を理解する。
⑥ 疾患のメカニズムや新規診断・治療法などを探求するための基礎的素養を磨く。
そのための到達目標として
専門医取得のために、3年間で、いずれも著しく偏らない症例につき、下記を経験をすること
①病理解剖執刀30例
②生検、手術標本4000例（迅速診断40例含む）
③細胞診3000例
④学会発表、論文発表（病理学に関する筆頭論文1個以上を含む）

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

病理専門医、細胞診専門医

主な協力病院

神奈川県立がんセンター、神奈川県立こども医療センター、横浜市民病院、済生会横浜市南部病院、横浜南共済病院、横須賀
共済病院、横浜医療センター、平塚共済病院、茅ケ崎市立病院、横浜栄共済病院、神奈川県立循環器呼吸器病センター、保土
ケ谷中央病院、けいゆう病院、藤沢湘南台病院、藤沢市民病院、足柄上病院、沼津市立病院、東京女子医科大学

【1年目】
基幹病院を主体とし、解剖に重きを置き、更に外科病理診断の基礎を身に付けます。
講座の抄読会等にも参加します。

【2年目】 基幹病院あるいは連携病院を研修し、難解な症例や数多くの一般的な症例を経験します。

【3年目】 基幹病院あるいは連携病院で多数の症例を経験し、専門医試験に必要な症例を経験します。

 診療科目 病理診断科・病理部

プログラム責任者：大橋健一・稲山嘉明

プログラムの特徴

　専門性の高い大学病院、がんセンター、こども医療センター、循環器呼吸器病センターおよび神奈川、横浜の主な地域中核
病院や中小の病院などの連携病院を3年間に渡り、診断病理（病理診断、細胞診）、病理解剖などにつき日常よく見る疾患か
ら専門性の高い希少疾患まで幅広く研修します。各臓器の専門の先生を中心に他科とのカンファレンスが盛んに行われ、積極
的に参加してもらいます。大学では病理診断科、病態病理学講座、分子病理学講座とともに診断、解剖を一緒に担当してお
り、多くの分野の専門家を擁するため、広い範囲を深く研修が可能です。講座では遺伝子解析、染色体分析などの先進的な技
術を用いて診断に応用しています。講座を主体に抄読会、リサーチカンファレンスに参加し、リサーチマインドの滋養も目指
します。地域中核病院を含む各地の病院では日常よく見る疾患や大学ではあまり経験できない疾患を広く見ながら、地域医療
の貢献できます。全国の病理専門医の平均年齢が50歳代である中、当大学病理診断科は45歳前後であり、専攻医も含めると病
理医の平均年齢は30代で、若者の活気のあふれる職場であることも特徴です。
　研修病院はその時々の人員の状況により変わりますが、各人の希望を取り入れながらフレキシブルに対応します。

プログラムの概要（修得項目）
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大橋　健一（病理診断科・病理部部長）

大谷　方子

奥寺　康司

准教授 古屋　充子
助教 加藤　生真

シニアレジデントからのメッセージ

学生の頃から病理診断に興味があり、初期研修修了後は、後期研修で病理を専門とすることにしました。研修先は、出身地で
ある横浜にもどるつもりでいたことと、見学した際に和気あいあいと仕事をしていると感じたこともあり、横浜市立大学で研
修を受けさせていただくことに決めました。1年目は附属病院で研修を行い、生検、手術材料ともに様々な臓器、疾患を経験す
ることができました。不慣れなこともあって、難しい症例でつまづくことも多くありましたが、その都度指導医の先生方が丁
寧に教えて下さり、大変勉強になりました。様々な診療科との定期的なカンファレンスや病理解剖もあり、多くの経験を積む
ことができました。今年度からは市民総合医療センターで研修を行っています。頻度の高い疾患から珍しいものまで、広く経
験を積むことができる環境ですので、この機会を最大限活かそうと思っています。大変な時もありますが、関連病院を含め
様々な症例に触れることができ、指導医の先生方に手厚く教えて頂けますので、専門医を目指す上でとても良い環境であると
感じています。（岩下 演久）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

附属病院病理診断科：
http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/central_section/pathology/
市民総合医療センター病理部：
http://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/section/diarnostic_pathology/index.html
病態病理学：http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~pathola/
分子病理学：http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~testwp/

　大橋　健一, 山中　正二
Tel:　045-787-2904，787-2585

E-mail: ohashi@yokohama-cu.ac.jp
 shojiy@yokohama-cu.ac.jp

診療科の実績

附属病院：病理解剖（31例）、　組織診断（11458例）、　細胞診（9293例）、　迅速（775例）
市民総合医療センター：病理解剖（19例）、　組織診断（11531例）、　細胞診（8096例）、迅速（517例）

指導医から一言

　病院病理部門としての病理学は「臨床医学」そのものであり、患者さんから採取した組織や細胞すべてを形態学的にあるい
は分子生物学的手法も駆使して「診断」しています。手術範囲の決定には術中迅速診断が不可欠ですが、常勤病理医がいなけ
れば行えません。治療効果の判定や予後を予測する上でも病理診断はなくてはならず、分子標的療法を行うために、免疫染色
や遺伝子学的検索は不可欠です。横浜市大2病院における病理診断科病理部は、院内で採取されたすべての臓器・疾患を取り扱
います。そしてオールラウンドに活躍できる病理専門医の育成に力をいれています。
　横浜市立大学の研修プログラムでは病理学両講座と常に連携し、リサーチマインドの涵養を重視しています。プログラムの
途中で大学院に進み、研修と研究を同時に進めることも可能です。診断部門のみならず研究部門など活躍する場が多様である
ことも病理の魅力といえましょう。また、関連病院とは定期的なカンファレンスを行うなど、横浜の病理全体として切瑳琢磨
しています。
　病理は、忙しい中でも比較的自分のペースで仕事が出来るので、家事や育児との両立も真剣に考えていかねばならない女性
医師には適した職場環境といえます。育児に奮闘中でありながら、第一線で活躍している女性病理医も多数在籍しています。
男女を問わず、やる気のある若人をお待ちしています。

准教授
助教 立石　陽子、松村　舞依

医学部 分子病理学

助手 江中　牧子

助教 千葉　佐和子、田辺　美樹子

医学部 病態病理学

教授 大橋　健一

附属市民総合医療センター 病理診断科・病理部

教授 稲山　嘉明（病理診断科・病理部部長）
准教授

附属病院 病理診断科・病理部

教授
准教授 山中　正二
助教 日比谷　孝志、三宅　暁夫、梅田　茂明
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到達目標

研修修了が認定されると、専門医認定試験の受験資格が与えられる。この試験に合格して臨床検査専門医となることが本プロ
グラムの到達目標である。臨床検査専門医にはさらに経験を積み、大規模中規模施設の臨床検査部門を管理・運営すること、
指導医となって臨床検査専門医を育成すること、教育研究機関において臨床検査医学の教育研究を担うことが期待される。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

臨床検査専門医

主な協力病院

プログラムのすべてが横浜市立大学附属病院で習得可能。

【1年目】
臨床検査の必須7科目(臨床検査医学総論、一般臨床検査学・臨床化学、臨床血液学、臨床微生物学、臨床免疫
学・輸血学、遺伝関連検査学、臨床生理学)を習得。

【2年目】 サブスペシャリティーに従事し、1年目後期研修医の指導も併せて行う

【3年目】 サブスペシャリティーを中心。保管すべき領域に関しては再履修。管理学、検査情報学についても習得。

 診療科目 臨床検査部

プログラム責任者：住友　みどり

プログラムの特徴

横浜市立大学附属病院臨床検査研修プログラムのの目的と使命は以下の5点にまとめられます。
1)　専攻医が臨床検査に関する知識、技能を習得すること
2)　専攻医が臨床検査を通して診療に貢献すること
3)　専攻医が臨床検査の研究法を習得すること
4)　専攻医が医師として適切な態度と高い倫理性を備えることにより、患者・メディカルスタッフに信頼され、プロフェッ
ショナルとしての誇りを持つこと
5)  臨床検査専門医の育成を通して国民の健康・福祉に貢献すること

プログラムの概要（修得項目）
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http://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/section/exam/index.html
山崎　悦子

etsukoy@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

附属病院臨床検査部は国際基準であるISO15189認定を取得しており、質の高い国際治験にも対応できる検査部です。中央部門
であるが故に各診療科にとらわれず横断的な研究が専門家である検査技師とともに出来ることは、臨床検査部の大きな強みで
す。私自身は血液内科専門医/指導医でありますが、そのような内科的疾患のバイオマーカー関連の研究のみならず、生理学的
検査や感染管理学の習得など多方面にわたる目標をもって研修できる点も検査部の良い点です。（附属病院 臨床検査部長 山
崎悦子）

シニアレジデントからのメッセージ

現在在籍者なし

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

准教授 海老名　俊明

助教 高橋 成典

診療科の実績

附属病院実績
検体検査：　一般検査 224,789件、血液学検査 684,333件、生化学・免疫学検査 4,065.559件、微生物検査 51,277件
生理機能検査：心電図・循環器系 25,744件、呼吸機能 2,819件、脳波・筋電図 1,758件、超音波 13,664件
外来採血患者数：133,817件

助教 住友　みどり、白石 洋子、荒川　健太郎

附属市民総合医療センター

教授 宮島 栄治　(臨床検査部長、臨床検査医学教授)

附属病院

准教授 山崎 悦子　(臨床検査部長)

講師 桐越 博之
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 診療科目 臨床検査科

プログラム責任者：宮島 栄治

プログラムの特徴

基幹施設である横浜市立大学附属市民総合医療センターは、大学附属病院にもかかわらず、通称センター病院と呼ばれるよう
に、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、心臓血管センター、消化器病センター等１０の疾患別センターと
臨床検査科、血液内科を含む２０の専門診療科により構成されており、また、災害拠点病院や地域がん診療連携指定病院等１
３の拠点病院等の指定を受けています。そのため、非常に多くの貴重な症例が集まっています。したがって、基幹施設である
当センターでほとんどのプログラムを研修することが可能ですが、市内で近隣の連携施設（けいゆう病院）での研修を行うこ
とにより、より深みのある研修となるように工夫しています。
下記に示すプログラム概要は、一例であり、希望により、修得の年次・順番は、変更可能です。

プログラムの概要（修得項目）

【1年目】 臨床検査医学総論、臨床生理学、臨床血液学（骨髄所見判読研修）、一般臨床検査学；　関連学会参加

【2年目】 臨床化学、臨床免疫学・輸血学、遺伝子関連検査学；　研究開始、症例報告

【3年目】 臨床微生物学、臨床免疫学・輸血学；　研究成果発表

到達目標

１）経験すべき臨床検査
臨床検査専門研修カリキュラムに示す検査項目につき、検査別に定めてある到達目標（実施できる、解釈・判定できる、説明
できる）に応じた研修を行い、検査項目ごとにレポートを作成する。
（1）臨床検査医学総論： 内部精度管理、外部精度管理
（2）一般臨床検査学・臨床化学： パニック値を含めた異常値症例（10項目以上について。各項目は3回以上）。
（3）臨床血液学： 内部精度管理（5項目以上について。各項目は1回以上）。パニック値を含めた異常値症例（5項目以上に
ついて。各項目は3回以上）。病的末梢血液像、病的骨髄像についてはあわせて10例以上。
（4）臨床微生物学： 一般細菌培養（グラム染色所見を含む）により起因菌同定と薬剤感受性試験が行われた症例（10例以
上）。抗酸菌培養、抗酸菌塗抹検査が行われた症例（3例以上）。
（5）臨床免疫学・輸血学： 内部精度管理（5項目以上について。各項目は1回以上）。パニック値を含めた異常値症例（5項
目以上について。各項目は3回以上）。血液型判定（変異型も含む）、クロスマッチ、不規則抗体検査が行われた症例（3例以
上）。
（6）遺伝子関連検査学： 血液造血器腫瘍、悪性腫瘍、薬物代謝に関連した遺伝子、または遺伝性疾患の遺伝子診断が行われ
た症例（2例以上）。
（7）臨床生理学： 超音波検査（5例以上）、心電図検査（5例以上）、呼吸機能検査（2例以上）、神経・筋関連検査（2例以
上）。超音波検査は実施したものとする。
２）報告書の作成とコンサルテーションへの対応
（1）指導医の指導のもと、臨床検査の報告書（病的尿沈渣、アイソザイム、病的末梢血液像、骨髄像、感染症法対象病原体
検出、多剤耐性菌検出、不規則抗体検出、免疫電気泳動、遺伝子診断、超音波診断、など）を作成できる。各基本科目を最低
1通含み計36通以上。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）臨
床検査・病理部門運営委員会、栄養サポートチーム、院内感染対策、輸血療法委員会など、施設内のチーム医療活動に検査部
門医師として参加し、意見を述べることができる。
（3）臨床検査科外来、施設内各種医療職、外部ネットワークなどからのコンサルテーションに対応できる。
３）検査データカンファランス
　検査データから病態を解析するRCPC（reversed clinico-pathological conference）を実施できる。
４）研究活動
　症例報告を1例以上と自主研究成果の発表を目指す。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

臨床検査専門医

主な協力病院

神奈川県警友会　けいゆう病院
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教授 宮島　栄治　（臨床検査専門医：　臨床検査医学教授、臨床検査科部長、臨床検査部長）

非常勤診療医 高橋　成典　（整形外科専門医：　生理学的検査指導）

連携施設責任者 土屋　達行　（臨床検査専門医：　神奈川県警友会 けいゆう病院 臨床検査科部長）

診療科の実績

（1）臨床検査医学総論： 日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、神奈川県臨床検査、CAPなどが実施している外部精度管理に参
加。
（2）一般臨床検査学・臨床化学: 一般臨床検査や臨床化学検査の症例数は多く、10検査項目以上パニック値を含めた異常値症例
が、1か月間研修で最低3回経験できます。
（3）臨床血液学： 血液内科があり、白血病を始め、多種の血液疾患の診療を行っており、血液内科専門医が、骨髄所見等の最終診
断の確定をおこなっています。そこで、血液内科との合同カンファランス等を通じて、当院での研修も不可能ではありませんが、原
則として、骨髄像判読は、連携研修施設のけいゆう病院で研修予定です。
（4）臨床微生物学: 微生物検査は毎月2,000件を超えています。その内血液培養が最多であり、800件を超えています。抗酸菌培養
や抗酸菌塗抹検査も行われ、月平均100件以上の検査が行われています。
（5）臨床免疫学・輸血学： 血液型検査は年間20,000件を超えています。交差試験は約10,000件を行っています。不規則抗体スク
リーニングは9,000件で、その内抗体同定は約300件を行っています。
（6）遺伝子関連検査学: キメラ遺伝子検査など血液造血腫瘍や悪性腫瘍関連遺伝子検査を行っています。さらに、ワーファリン代
謝関連遺伝子やタクロリムス代謝関連遺伝子多型検査を行っていて、今まで200症例以上の実績があります。また、HCV RNA定量検
査、HBV DNA定量検査、結核菌群TRC法検査や非定型抗酸菌PCR法検査など感染症関連の遺伝子検査も行っています。
（7）臨床生理学： 心臓超音波、腹部、乳腺、甲状腺、下肢静脈などを行っており、月平均1,500件を超え、臨床の要望に応じて検
査スペースや機器を増設しました。心電図検査は月2,000件を超え、呼吸機能検査や神経・筋関連検査も100件以上あります。

附属市民総合医療センター

准教授 野﨑　昭人　（臨床検査専門医：　輸血部長）

准教授 海老名　俊明　（超音波専門医・指導医：　生理学的検査指導）

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urakensa/
　宮島 栄治

Tel: 045-261-5656
E-mail:　ycuem@yokohama-cu.ac.jp

指導医から一言

前期研修を終えたばかりの専攻医希望者だけでなく、既に学会認定医や学会専門医を取得されている医師も歓迎します。また、育児
や介護等で、勤務制限がある場合も歓迎します。

シニアレジデントからのメッセージ

診療科のホームページURL 担当者・連絡先
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到達目標

具体的には、日本専門医機構の総合診療専門医取得。

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

未定です（今後、各学会間で調整が行われます）。研修終了後の進路については応相談（社会人大学院進学、サブスペシャリ
ティなど）。

主な協力病院

神奈川県立足柄上病院（神奈川県足柄上地区）、横浜保土ケ谷中央病院（横浜市保土ヶ谷区）、三浦市立病院（三浦市）、藤
沢湘南台病院（藤沢市北部）、国際親善総合病院（横浜市泉区）、長津田厚生総合病院（横浜市緑区）、済生会横浜市南部病
院（横浜市港南区）、済生会若草病院（横浜市金沢区）、NTT東日本伊豆病院（静岡県函南町）、ねもと総合内科クリニック
（神奈川県足柄上郡山北町）､小磯診療所（横須賀市浦賀地区）、樹診療所（横浜市金沢区）、佐久総合病院 小海分院・小海
診療所（長野県南佐久地域）　、小田原市立病院小児科（小田原市）、済生会横浜市南部病院小児科、藤沢市民病院小児科
（藤沢市）
※下線部はへき地義務研修指定病院

【1年目】 連携病院で必修研修内科を研修。様々な症例を経験し、プライマリケアの基礎を身に付けます。

【2年目】 連携施設で小児科3ヶ月、救急科3ヶ月、病院総合診療研修6ヶ月を行います。

【3年目】
小規模連携施設での総合診療研修（診療所、訪問診療など）、附属病院などでの選択研修を行い、3年間の研修の
まとめをします。

 診療科目 　総合診療医学

プログラム責任者：太田　光泰

プログラムの特徴

当プログラムは、地域の中核病院において地域医療の担い手となる病院総合診療医の育成を目的としています。将来、家庭医
を専攻するにせよ、医学教育、臨床研究に携わるにせよ、地域における病院の役割をきちんと理解し、実践経験を積むことが
必須であると考えているからです。
本プログラムの最大の特徴は定められた必修研修２年６ヶ月を学外（地域の連携施設）で行い、のこりの6か月間を横浜市立
大学附属病院をはじめとする希望選択研修を行う計３年間のプログラムです。学外研修（関連施設研修）では、大学病院での
専門領域研修では経験することのないcommon disease をはじめとする幅広い健康問題を経験し、臓器横断的視野から診断、
治療、ケアを実践・研修します。本プログラムは日本専門医機構認定の総合診療専門医プログラムです。したがって1年以上
のへき地研修義務を含みます。神奈川県内研修コース（足柄上病院必修）と農村医療経験コース（佐久総合病院　小海分院・
小海診療所必修）の二つのコースを用意しました。（　横浜市立大学での専門領域研修では希望する選択領域を中心に1−2ヶ
月単位で研修します。各科応相談）　また、小児医療３ヶ月、救急医療３ヶ月は必修研修に含まれます。少子高齢化が進む
中、多くの併存疾患を抱える高齢者に対し、家族・社会背景を考慮した全人的な診療を行うとともに、行政、家庭医、訪問看
護、介護施設などと連携をとりながら、現在国が推進する地域包括ケアシステムの中の急性期病院の一員として最大限能力を
発揮できるよう学びます。院内においては、病棟業務の一環として医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、ソー
シャルワーカーを交えたカンファレンスに参加し、チーム医療の重要性と方法論を学びます。また、地域医療の重要な担い手
である家庭医の役割を理解するため、診療所研修、訪問診療研修を行い、病院医師と同じ土俵で話し合えるよう研修します。
地域医療機関からの紹介症例や院内コンサルト各診療科からのコンサルトを受ける大学総合診療外来、緩和医療チーム活動を
組み込むことも可能です。（選択研修期間応相談）
研修期間中には、大学指導医の専門領域である診断推論、緩和医療のレクチャーの他、医療安全、臨床倫理、感染対策、医師
法に関する勉強会などに参加していただきます。また、原則月に2回開かれる臨床研究カンファレンスに参加していただき
（遠方の場合はweb会議システムで参加）、総合診療領域における臨床研究法を学びリサーチマインドの涵養をはかります。

プログラムの概要（修得項目）
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太田 光泰

https://www.ycu-soushin.jp/

太田光泰 mitsuohta@yokohama-cu.ac.jp
日下部明彦 akihiko@yokohama-cu.ac.jp
吉江浩一郎 kyoshie0907@gmail.com
岩渕敬介 k_iwab@me.com
教室TEL　045-787-2706

指導医から一言

　当プログラムは、新専門医制度の「総合診療専門医」養成を目的としたプログラムです。横浜市、神奈川県の医療に貢献す
ることを見据え、都市型総合診療医を育成するため、地域医療の最前線である学外研修を主体とするところが最大の特徴で
す。医師として要求される「見立て」とそれに基づく「解決策の提示」が適切に行え、クライアントのニーズを考慮した適切
な治療、ケアが遂行できる「考えて行動できる医師」がプログラム終了後の医師像です。厚生労働省は、総合診療専門医は、
従来の領域別専門医が「深さ」が特徴であるのに対し、「扱う問題の広さと多様性」が特徴であると定義しました。さらに、
総合診療専門医は「日常的に頻度の高い疾病や傷害に対応できる。」「地域によって異なる医療ニーズに的確に対応でき
る。」「地域のニーズを基盤として、多職種と連携、包括的且つ多様な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケアな
ど）を柔軟に提供し、地域における予防医療・健康増進活動などを通して地域全体の健康向上に貢献できる。」ことが必要で
あると明示しました。こうした役割担うためには、サブスペシャリティの切り口とは異なる「生物的」、「心理的」、「社会
的」側面からの包括的な切り口で問題解決にあたる能力が求められるため、診断推論能力、マネージメント能力、全身管理能
力、多職種と協働できる協調性、医療資源を有効利用について学ぶ必要があります。総合診療の「色」として「家庭医系」で
あるとか「病院総合診療医系」であるとか本邦では様々に語られますが、将来の主戦場が大学であれ、地域の基幹病院であ
れ、診療所であれ、総合診療医であるための基礎体力がないとクライアントのニーズに適切に応えることはできません。どの
立場にあっても必要な「横断的症候学レクチャー」、「病歴に基づく診断推論法」、「focussed physical examination レク
チャー」、「global standard なcommon disease review」、「ケースカンファレンス」といった学習リソースはプログラム基
幹施設である大学が主催します。基本に忠実に学びを続けていけば、やがてはcommon diseae のみならず、各専門領域の間で
埋もれた健康問題の診断をも可能となり、多くの人々に福音をもたらすことができます。（いわゆる ドクターGの役割で
す。）ところで、患者さんに適切で満足度の高い医療を提供するためには医師個人の能力だけでは不十分で、医療チームの一
員として機能できることも求められます。サッカーの試合に勝利するために日々努力する姿に似ています。多職種連携、病診
連携、病病連携を推進できるよう学んでいきます。その中には「がん患者、非がん患者のEnd of Life」「Advanced Care 
Planning」「薬の残薬問題」などに問題意識を持って取り組むこと、また、昨今欧米諸国を中心に活動がはじまったChoosing 
Wisely Campaignへの取組みなども含まれます。研究を指向することも総合診療医には必要な能力です。医学教育学教室の協力
を得て臨床研究の基礎を学びます。日常で生じる疑問を定式化し、臨床研究を進めるための方法論を学びます。プログラム終
了後は大学院進学のコースも用意しています。私たちの診療科に「これはうちじゃない。」という言葉は通用しません。たと
え、それが、専門性の高い領域に関わる健康問題であるにせよ、まず、患者の訴える言葉に耳に傾け、最も適切な道筋を示し
具体的に行動できること。これが、総合診療医の専門性と考えます。「個」としての能力をあげること、「チーム」の一員と
して機能できること。是非、われわれとともに、この厳しい少子高齢化社会に真に必要とされる医療人を目指しましょう。私
たち指導医はそのための努力を惜しみません。

シニアレジデントからのメッセージ

日々地域医療を行うなかで、初期臨床研修時には感じることのなかった現場の厳しさをリアルに感じます。患者さんが医療者
に求めているのは、「盲目的な医科学の適用」でもなく、「親切の押し売り」でもなく、「自分らしく生きていけるようにし
て欲しい。」ということです。つまり、「医療は生活、人生の一部」だということです。「laboレベルの専門知識は必要とし
なくとも、diseaseとして現代医療に必要な知識を絶えず身に付けること」「未解決な問題を基礎から考えて、決してあきらめ
ず、粘り強く取り組んでいくこと」「患者さんの生活の多様性を理解できる社会性」「医療はひとりで問題を抱えこまず、多
職種協働で行うものだという意識」等々、患者さんやその家族のニーズに応えられるよう、日々、指導医は最前線で働く医師
としての基礎を反復指導してくれます。ときどき、めげそうになりますが、そんなときはスッと指導医が寄り添ってくれた
り、また、ともに働くメディカル・スタッフの皆さんが温かく声をかけてくださるので、「よし、また頑張ろう」という気に
なります。なんといっても、患者さんや家族の幸せそうな顔をみるときが、最高の瞬間です。今、私の中に医師を志していた
ときのあの気持ちが戻ってきました。「日本の医療を土台から支えているんだ。」という自負と誇りに満ちています。是非、
皆さんも仲間に加わってください！　（専攻医1年目）

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

診療科の実績

教員2名のうち1名は診断困難ケースのコンサルトを、1名は附属病院緩和ケアチームでの診療を行っている。総合診療指導医の
在籍する関連施設において臓器横断的視野から診断、治療、ケアを実践し、地域医療の中心的役割を果たしている。また、関
連施設は横浜市立大学医学部学生の学外実習の場となっており、指導医は非常勤講師として講義も担当している。尚、平成30
年秋、附属病院に紹介、コンサルトに特化した外来部門を新設予定である。

附属病院

担当教授

准教授 日下部　明彦
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到達目標

修了後に取得可能となるサブスペシャリティ領域

日本口腔外科学会専門医

主な協力病院

藤沢市民病院、済生会横浜市南部病院、横浜市立市民病院、横浜保土ケ谷中央病院、大船中央病院、横浜栄共済病院、横浜医
療センター、藤枝市立総合病院、大和市立病院、育成会横浜病院、神奈川県立がんセンター

【1年目】 様々な症例を経験し、基礎を身に付けます。

【2年目】 サブスペシャリティ領域の症例を経験します。

【3年目】 基礎から応用へのステップアップを目指します。

 診療科目 　口腔外科学

プログラム責任者：藤内　祝

プログラムの特徴

プログラムの概要（修得項目）

日本口腔外科学会専門医取得に向けた症例、手術並びに論文発表を経験し、一分

野に卓越した知識と技術を備えた医師・歯科医師を養成することを目的とします。プロ

グラムの特徴としては、研修期間中に専門医資格取得要件として必要となる知識・技

術を習得するほか、各人がそれぞれの専門性を有したトレーニングを積むことでスペ

シャリストとなり、またその結果を学術論文という形で反映できるようにします。
日本口腔外科学会専門医取得には６年間の研修期間が必要であり、当プログラム

終了時点では有資格とはなりません。しかし、３年間で経験する症例等は取得に必要
な実績としては十分なものであり、日本口腔外科学会専門医取得のための足がかり
として充実したプログラムとなっています。

口腔外科領域及び関連領域の疾患に対する適切な診断（問診・視診・触診・
画像・臨床検査などから病変の状態を正確に評価する）能力、全身状態を的
確に把握する能力、口腔外科領域疾患の適切な治療および手術手技の習
得を目標とする。
①外傷患者に対して全身状態の正確な評価・管理と必要に応じた他科への
対診ならびに口腔外科領域の止血・縫合・骨折の整復・異物の除去など
②歯性急性炎症患者に対して、全身状態および感染の進展範囲の正確な
評価・管理と必要に応じた他科への対診ならびに切開排膿、ドレナージなど
③良性腫瘍・嚢胞性疾患に対する的確な診断・治療
④口腔粘膜疾患の診断能力。特に悪性病変との鑑別
⑤悪性腫瘍、顎変形症や歯科インプラントに対する正確な知識を備えて、指
導医とともにこれら疾患の診療が行える
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シニアレジデントからのメッセージ

診療科のホームページURL 担当者・連絡先

http://www.ycu-oms.jp/
大屋　貴志

E-mail:　marufuku33@gmail.com

助教 高須　曜、山下　陽介、藤田　紘一

診療科の実績

横浜市立大学には附属病院と附属市民総合医療センターの二つの病院があり、それぞれの病院に口腔外科があります。附属病
院では口腔癌の治療、市民総合医療センターでは顎変形症の治療を専門として治療を行っています。それぞれの病院での患者
数、手術件数、稼働額などの診療実績は全国の口腔外科でもトップクラスです。また附属病院では唾石症に対する内視鏡手
術、顎骨疾患に対するなどを積極的に行い、日本各地から多くの患者さんが来院されています。口腔外科疾患に対する手術は
口腔内の嚥下、咀嚼、会話などの機能に影響を及ぼします。特に進行口腔癌の切除術は口腔の機能障害、そして整容障害を伴
うため、附属病院では局所進行口腔癌に対する動注化学放射線療法を行い、「切らずに治す口腔癌治療」を行っています。ま
た、口腔顎顔面領域疾患に対する内視鏡を用いた低侵襲治療を行っています。市民総合医療センターでは顎顔面の奇形・変形
症（下顎前突、上顎前突、顔面非対称など）に対し、口腔外科医と矯正歯科医がチーム医療を行い、咬合や顔貌の改善に取り
組み、良好な治療成績を得ています。

指導医から一言

助教 小栗　千里、岩井　俊憲、飯田　昌樹、大屋　貴志

附属市民総合医療センター

診療教授 大村　進

附属病院

准教授 光藤　健司、來生　知、廣田　誠

講師 小泉　敏之

当科には日本口腔外科学会指導医４名、同専門医９名（指導医含む）が常勤していま
す。教室員は日本口腔外科の認定医、専門医を目指して日々研鑽をつんでいます。大
学病院という特性上、口腔外科疾患の中でも難症例が多く、これらの症例を経験する
ことは将来口腔外科を専門とする歯科医師の研修先として適しています。また大学卒
業後は2年間の歯科医師研修医が終了後には大学院生として研究する教室員が多く、
研究、学会発表、論文執筆を行い、医学博士を取得することが可能です。

私は初期研修医から横浜市立大学附属病院口腔外科にて研修させていただき、
現在は後期研修医として勤務しております。当科では超選択的動注化学療法を中心
とした口腔癌治療を始めとして、顎変型症やインプラント治療まで幅広く治療に携わ
ることができます。口腔癌の入院患者数が多いという点から全身管理についての知
識が多く要求されるため口腔疾患のみならず全身管理まで幅広く多くのことを勉強
できることは当科で研修する魅力の一つであると思います。外来では埋伏智歯抜歯
などの小手術を多く経験することができました。また、若い医師にも学会発表や論文
投稿の機会があり口腔外科医専門医へのステップアップにも繋がります。若い世代
の医師も多く皆で切磋琢磨し、臨床に励んでおります。ぜひ、横浜市立大学歯科口
腔外科に見学にいらして下さい。
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