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1. 大阪医科薬科大学附属病院整形外科専門研修プログラムについて  

大阪医科薬科大学（2021 年 4 月 1 日より大阪医科大学から大阪医科薬科大学

へ名称変更しました）は 1927 年（昭和 2 年）に創立され、2017 年には創立 90

年を迎えた関西を代表する医療系大学の一つです。大学は大阪と京都のほぼ中

央に位置し、電車を使えば大阪と京都に 15 分でアクセスでき、阪急電鉄の高槻

市駅、JR 高槻駅からも徒歩圏内と恵まれた立地環境にあります。大阪医科薬科

大学整形外科学教室は 1952 年に開講し、60 年以上の歴史を持つ診療科です。整

形外科のサブスペシャリティは多岐にわたりますが、当教室では各専門領域に

おいて経験豊富な指導医が在籍し、大学病院としての高度な医療を提供してい

ます。そのため専攻医は本研修プログラムを通して様々な専門性の高い症例を

経験することができます。研究面においても、各専門領域において世界的に注目

されるような独創性のある研究を行っていますので、研修修了後には興味のあ

る研究グループの活動に加わることもできます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 本研修プログラムは大阪医科薬科大学整形外科学教室の理念に基づいて形成

されています。4年間に4病院をローテーションすることにより、医療の発展に

貢献できる整形外科専門医を育成します。4年間の研修プログラムのうち1年間

は、大阪医科薬科大学整形外科学教室において研修を行い、整形外科のすべて

の分野において疾患に対する知識、診察手技、画像解釈、診断、手術手技の基

本を修得します。学会発表や論文作成を行うことにより論理的思考能力を身に

つけます。各分野の指導医が専攻医の教育・指導にあたりますが、専攻医自身

も主体的に学ぶ姿勢をもち自己研鑽を重ねることで大きな成果が期待できま

す。患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を磨くことも重要であり、

カンファレンスでの発表や患者診察には積極的に参加していただきます。残り

の3年間は連携施設を1年ごとにローテーションすることで、研修修了に必要な

45単位を修得できます。本研修プログラム全体の手術数は17602例（2020年）

であり、研修修了までに経験する必要のある手術数（160例）を大きく上回る

数の手術を経験することができます。本研修プログラム修了後には、大阪医科

薬科大学大学院へ進学する専攻医が多いですが、連携病院へ就職することもで

きます。希望されればアメリカやヨーロッパに研究留学することも可能です。 

 
 
 

大阪医科薬科大学整形外科学教室の理念 

臨床：高度で先進的かつ安全な医療を提供すること 

研究：医療の底上げになるような理論を構築すること 

教育：疑問点に対して合理的に考えることのできる整形外科医を

育成すること 
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⼤阪医科薬科⼤学を中⼼とした太陽系形式の研修プログラム 
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医療機関 修得可能な研修領域

大阪医科薬科大学 a,b,c,e,f,g,i,j

関西医科大学 a,b,c,e,f,g,i,j

葛城病院 a,b,c,d,e,f,g,h

西宮協立脳外科病院 a,b,c,d,e,f,g,h

ベリタス病院 a,b,c,d,e,f,g,h

第一東和会病院 a,b,c,d,e,f,g,h

洛西シミズ病院 a,b,c,d,e,f,g,h

北摂総合病院 a,b,c,d,e,f,g,h

城山病院 a,b,c,d,e,f,g,h

済生会茨木病院 d,f,h

南大阪病院 b,c,d,e,f,h

高槻赤十字病院 a,b,d,f,g

畷生会脳外科病院 c,d,e,f,g,h

蒼生病院 a,d,e

永山病院 a,b,d,e,g,h

奈良友紘会病院 d,f,h

佐藤病院 a,b,d,f

男山病院 b,d,e,f,g,h

市立ひらかた病院 c,d,f,h

加納総合病院 a,d,f,h

八戸ノ里病院 b,d,f,h

高井病院 b

河端病院 a,b,d,f,g,h

新河端病院 c,d,f

大阪医科大学三島南病院 a,d,f
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研修ローテーション例 
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専攻医修得単位合計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� �

��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43
��� , 0 1 2 43



 6 

 
手術件数表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

脊椎 上肢・手 下肢 外傷 リウマチ スポーツ 小児 腫瘍 計

大阪医科薬科大学附属病院 219 146 267 104 34 49 25 104 948

関西医科大学附属病院 803 108 512 85 6 29 6 16 1565

西宮協立脳神経外科病院 127 394 184 746 48 55 5 25 1584

蒼生会蒼生病院 42 49 53 335 10 10 5 3 507

加納総合病院 50 15 36 411 2 6 0 2 522

八戸ノ里病院 53 23 8 413 0 0 0 0 497

ベリタス病院 27 168 140 511 1 9 8 15 879

永山病院 55 36 8 167 1 10 8 10 295

奈良友紘会病院 18 25 13 91 0 0 0 1 148

城山病院 181 39 132 399 0 0 0 4 755

第一東和会病院 44 182 186 498 20 256 20 9 1215

高井病院 31 125 131 189 0 5 0 8 489

高槻赤十字病院 67 56 51 229 2 15 1 2 423

洛西シミズ病院 40 115 156 480 4 12 5 10 822

南大阪病院 33 53 77 206 10 5 2 4 390

河端病院 0 34 23 341 0 0 0 3 401

新河端病院 0 20 34 300 0 27 0 5 386

市立ひらかた病院 6 31 252 220 0 0 0 4 513

済生会茨木病院 0 91 41 334 0 0 0 10 476

大阪医科大学三島南病院 26 32 68 8 0 0 0 0 134

北摂総合病院 109 208 155 579 4 41 3 63 1162

葛城病院 424 361 487 628 41 71 35 16 2063

佐藤病院 101 118 31 168 4 5 2 9 438

男山病院 33 132 58 210 3 0 0 9 445

畷生会脳神経外科病院 0 77 173 231 6 48 3 7 545

2489 2638 3276 7883 196 653 128 339 17602

手術数(2020)
施設名称
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2. 大阪医科薬科大学附属病院整形外科専門研修の特徴 

 1か月の研修を1単位とする単位制をとり、全カリキュラムを 10の研修領

域（脊椎、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、リハビリ、スポーツ、地域医

療、小児、腫瘍）に分割します。大阪医科薬科大学と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必要単位数を修得することができ

ます（合計45 単位）。 

大阪医科薬科大学（基幹施設）における研修 

スタッフ 

教授    根尾昌志（昭和58年京都大学医学部卒業）脊椎・脊髄外科 

准教授   三幡輝久（平成6年和歌山県立医科大学卒業）肩肘、スポーツ 

診療准教授 馬場一郎（平成元年大阪医科大学卒業）脊椎外科、骨軟部腫瘍 

講師    横田淳司（平成3年大阪医科大学卒業）上肢、基礎研究、外傷 

講師      大槻周平（平成10年大阪医科大学卒業）関節外科（軟骨再生） 

講師(准)   嶋 洋明（平成9年大阪医科大学卒業）足の外科（創外固定） 

講師(准)  岡本純典（平成11年大阪医科大学卒業）膝、股関節 

助教    大野克記（平成11年大阪医科大学卒業）手・肘の外科 

助教    長谷川彰彦（平成14年大阪医科大学卒業）肩の外科（関節鏡） 

助教    藤城高志（平成18年大阪医科大学卒業）脊椎・脊髄外科 

助教    中矢良治（平成18年大阪医科大学卒業）脊椎・脊髄外科 

助教    羽山祥生（平成20年大阪医科大学卒業）脊椎・脊髄外科 

助教    宇佐美嘉正（平成22年奈良県立医科大学卒業）脊椎・脊髄外科 

助教    若間仁司（平成22年東海大学卒業）膝、股関節 

 

 
週間予定 

 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ 

午 前 外来／ 
または⼿術 

抄読会
／⼿術  外来 外来 カンファレンス

／⼿術 外来 

午 後 
カンファレ
ンス／教授
回診 

⼿術 ⼿術 諸検査 ⼿術  
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【脊椎・脊髄外科】 
環軸関節亜脱⾅などの上位頸椎疾患や胸椎後縦靭帯⾻化症、脊髄腫瘍、⾼度

な変形を伴う側弯症、後弯症など⼀般病院では対応の難しい⾼難度の⼿術を主
に⾏っています。また側⽅侵⼊腰椎前⽅固定⼿技(OLIF)を⽤いて、低侵襲で合
併症の軽減を⽬指した矯正固定⼿術を⾏っています。さらに⾻粗鬆性圧迫⾻折
偽関節による遅発性神経障害に対しては、無除圧固定術を施⾏して良好な成績
をおさめています。ナビゲーションシステム、⼿術⽤顕微鏡、運動誘発電位を⽤
いた術中脊髄モニタリング、術中超⾳波検査、内視鏡⼿術などを導⼊し、安全性
を向上させるとともに、効果的な⼿術を提供できるように努めています。 
 
 【肩肘の外科】 

肩腱板広範囲断裂に対しては、⼤阪医⼤で考案した鏡視下肩上⽅関節包再建
術が世界中に広がり、現在は世界各国の整形外科医が⾒学に来られています。肩
肘の関節鏡⼿術のレベルは⾼く、世界各地で⼿術⼿技の講習を⾏っています。投
球による肩肘障害に対して世界トップレベルの治療成績を上げており、プロ選
⼿を含む多くのアスリートを治療しています。難治症例に対する⼈⼯肩関節置
換術の経験も豊富です。 
 
【⼿外科】 
⿇痺に対する機能再建⼿術、先天性/外傷性の関節変形や拘縮に対する矯正

術や解離術、⼈⼯関節置換術などを⾏っています。⼿関節、⼿指関節に対する⼿
術や⼿根管開放術には内視鏡による⼩侵襲⼿術を積極的に導⼊しています。 
 
 【股・膝関節外科】 
膝スポーツ損傷に対しては、鏡視下に ACL 靭帯再建術や半⽉板縫合術を⾏

い、膝蓋⾻不安定症にはオリジナルの三次元脛⾻粗⾯移動術により良好な治療
成績を得ています。変形性膝関節症に対しては進⾏期までは関節温存を第⼀に
様々な種類の膝周囲⾻きり術(HTO など)で治療し、これらは積極的に学会、論
⽂報告をしています。末期関節症には⼈⼯関節置換術(TKA) や再置換術
(revision TKA)で対応し、股関節症に対しては前側⽅アプローチのセメント固定
の⼈⼯股関節⼿術(THA)を⾏っています。 
 
【⾜の外科】 

外反⺟趾に対しては近位中⾜⾻回外⾻切り術により、またその併存症に対し
ても独⾃の術式により良好な治療成績を得ています。⾜関節インピンジメント
症候群などスポーツ損傷例に対しては早期復帰を⽬指し、積極的に鏡視下⼿術
を⾏っています。陳旧性アキレス腱断裂に対しては、⾃家腱を犠牲にしない瘢痕
組織を利⽤する⼿術を⾏っています。 
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【⼩児、腫瘍】 
重度の⾻関節変形や脚⻑不等に対しては、創外固定器を⽤いた変形矯正術や

仮⾻延⻑による⾻⻑調整術を⾏っています。⾻軟部腫瘍領域や先天性内反⾜な
どの⼩児整形外科領域の難治性疾患に対しても⾼度な治療を⾏い、良好な成績
を得ています。 

 
【スポーツ、リウマチ、リハビリ】 

スポーツとリウマチの分野は全てのグループが疾患ごとに対応しており、⾼
度な医療を提供しています。また全ての疾患においてリハビリは重要であり、保
存的治療とともに術後リハビリにも⼒を⼊れています。 
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専門研修連携施設における研修 

専⾨研修連携施設においては、基幹病院である⼤阪医科薬科⼤学では修得で
きない“外傷”と“地域医療”の単位を修得していただきます。また各病院にサブス
ペシャリティをもつ指導医が勤務していますので、その他の単位を修得するこ
ともできます。 
 
専⾨研修連携施設の紹介（順不同） 
●⼤阪医科薬科⼤学三島南病院 
スタッフ紹介 
 副院⻑、部⻑ ⾦明博（昭和 59 年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄疾患、外傷 
 医⻑     中野敦之（平成 7年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄疾患、外傷 
 医員     ⽊澤桃⼦（平成 20 年 埼⽟医科⼤学卒業）⾜の外科、外傷 
 医員     ⻄川祥太郎（平成 29 年 帝京⼤学卒業）整形外科⼀般、外傷 
 
 当院は⼤阪医科⼤学の付設医療施設として平成 27年 7⽉ 1⽇に開設されまし
た。急性期病棟に加え、回復期リハビリテーション、療養型、地域包括ケアの病
棟を持ち、⾎液浄化センター、通所リハビリテーション施設も併設するケアミッ
クス型病院です。総病床数は 214 床であり、整形外科に関しては外傷を中⼼と
した 1次、2次救急から、慢性疾患の保存・⼿術療法、さらには⼿術後・回復期
のリハビリテーションまで、整形外科全般に渡り幅広い臨床対応を⾏っていま
す。スタッフの充実も図られており、⼿術療法のみならずリハビリテーション、
地域医療を含めた整形外科全般の研修には適した施設と考えております。 
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●葛城病院 
スタッフ紹介 
理事⻑     ⼤植 睦（平成 3年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎脊髄、関節外科 
院⻑     中島幹雄（昭和 56年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
副院⻑     森本法⽣（昭和 59 年兵庫医科⼤学卒業）⼿の外科 
部⻑      裏岡富次（平成 2年旭川医科⼤学卒業）救急•外傷外科 
副センター⻑  常徳 剛（平成 4年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科、関節外科 
部⻑      北野 直（平成 8年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科 
医⻑      ⼩⽥周平（平成 17年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
医⻑  藤澤幸隆（平成 13年⼤阪医科⼤学卒業）肩・⼿の外科 
医員  ⽮野冬⾺（平成 21年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄外科 
後期研修医     0〜2名 
 
 葛城病院は急性期病棟 153 床、回復期リハビリ病棟 90 床の計 243 床を有す
る⺠間病院で、整形外科、脳外科ならびに内科において専⾨的かつ⾼度な医療を
いつでも提供できるように 365⽇ 24時間体制で診療を⾏っております。令和３
年３⽉からは回復期病棟45床を軽症から中等症のコロナウイルス感染症患者専
⽤病棟 15床に改修し運⽤しているため、⼀般病床は 198床となっています。     
 整形外科は 9 名の⽇本整形外科学会専⾨医（4 名の⽇本専⾨医機構整形外科
専⾨医）が勤務しており、それぞれ専⾨領域は脊椎、関節、肩、⼿、⾜など偏在
のない配置になっています。整形外科の年間⼿術件数は約 2000件で、そのうち
の約半数が疾病に関する⼿術、残りの約半数が外傷に関連する⼿術となってい
ます。2020 年度における主な領域の⼿術件数は、頸•胸椎 66 例、腰椎 358 例（鏡
視下⼿術 262 例）、⼈⼯関節約 310例（股 116 例、膝 182 例）、肩腱板断裂 60例
（鏡視下⼿術 43 例）でした。これらの⼿術以外にも広い領域において⼿術治療
を⾏っており、外傷や保存治療例とあわせて豊富な症例を研修中に経験するこ
とが可能です。 
 後期研修医の業務には夜診や当直も含まれておりますが、スタッフが常時バ
ックアップ体制をとることで安⼼して研修を受けられるシステムを構築してお
ります。多忙ではありますが、限られた研修期間内に効率よく出来るだけ多くの
症例を経験し、なおかつ⾃ら執⼑する機会を多く持ちたいと考えておられる研
修医の先⽣にとって、当院は間違いなく最適な研修病院に成り得ると考えてい
ます。スタッフ⼀同、全⼒で研修のサポートを⾏いますので是⾮、当院へ研修に
お越し下さい。 
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●⻄宮協⽴脳神経外科病院 
スタッフ紹介 
副院⻑・部⻑ 瀧川直秀 (平成 5年⼤阪医科⼤学卒業） ⼿肘、関節リウマチ 
副部⻑    江城久⼦ (平成 13年⼤阪医科⼤学卒業）⼿肘、関節リウマチ 
医⻑     ⾜⽴ 周 (平成 17年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄外科 
医⻑     辻中聖也（平成 21年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科 
後期研修医 2−3名 
名誉院⻑(⼤阪医科⼤学名誉教授)  

⽊下光雄 (昭和 49 年⼤阪医科⼤学卒業) ⾜外科、関節リウマチ 
 
⻄宮協⽴脳神経外科病院は⼤阪医科⼤学整形外科の関連病院の最も⻄に位置す
る病院です。病床数は 167 床で、1500 件以上の⼿術を施⾏しておりますが、地
域連携を重視してどんどん転院しますので、整形外科の⼊院数は 50⼈程度の急
性期病院であり、下記のような特徴となっております。 

① ⼿術数は約 1500件で新鮮外傷の割合は約 50％。 

② 各部位で内視鏡⼿術による最⼩侵襲⼿術を施⾏。 

③ ⼿術は基本的に主治医執⼑で、外傷を中⼼に多くの症例を経験できる。 

④ 関節リウマチに対して、経⼝、点滴、⽪下注製剤による化学療法を⾏って
いる。 

⑤ ⼥性医師のための保育所がある。 

⑥ ⽇本整形外科学会に加え⽇本⼿外科学会、⽇本リウマチ学会、⽇本リハビ
リテーション学会の認定研修施設になっている。 

⼿術は医局員全員が外傷治療に携わり⼿、肘、肩、⾜、膝、股、脊椎の専⾨分野
は各専⾨家が主導しています。内視鏡⼿術は、指（ばね指）、⼿関節（⼿根管症
候群、TFCC 損傷）、肘関節（離断性⾻軟⾻炎、上腕⾻外上顆炎）、肩関節（腱板
損傷など）、⾜関節（離断性⾻軟⾻炎）、膝関節（ACLなど）、脊椎（MED,MEL）に
使⽤しており、2台ある内視鏡を調整しながら⼿術を⾏っております。⼿術室は
4室あるうち 2室を（時に 3室）ほぼ毎⽇朝から⼣⽅まで使⽤できるいい環境に
あります。効率的に仕事ができるため、17 時すぎには帰宅できることと、⽉曜
⽇から⾦曜⽇までの勤務で週休 2 ⽇制のため勉強、研究に費やす時間も⼗分に
とれると思います。当院でよく学び、よく遊びの精神でともに頑張りましょう。 
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●晋真会ベリタス病院                      
スタッフ紹介 
院⻑   辻村 知⾏(平成元年⼤阪医科⼤学卒業） 外傷・⼿外科・RA・TKA 
主任部⻑ 服部 匡次(平成 8年川崎医科⼤学卒業） 外傷・⼿外科・TKA 
医⻑   福本 晋吾(平成 18年⼤阪医科⼤学業） 外傷・脊椎・THA・腫瘍 
⾮常勤専⾨医 （週 1⽇） 
⾦⼦ 徳寿(平成 7年奈良医科⼤学卒業） 脊椎外科指導医 
根⽊ 陽⼀郎(平成７年⼤阪医科⼤学卒業） リウマチ専⾨医 
池⽥ 邦明(平成 23年⼤阪医科⼤学業）  ⼤学院⽣ 
後期研修医 1−2名 
 
 
晋真会ベリタス病院は、兵庫県川⻄市にある 199 床の急性期病院でセコム医療
システム提携病院（全国 20病院 インド 1 病院）の 1 施設です。⼤阪医科薬科
⼤学附属病院から、電⾞で約 1時間、⾃動⾞で新名神⾼速を利⽤して約 40 分の
所にあります。診療科は内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、外科、整
形外科、脳神経外科、循環器内科、リハビリテーション科、肛⾨科、神経内科、
⿇酔科、⼈間ドック・健康診断です。 
 整形外科は、3⼈の整形外科専⾨医と 1〜2名の後期研修医の４〜５⼈体制で
⾏っています。周辺環境は、⾃然に恵まれ⽐較的のどかで、患者層には恵まれて
います。川⻄市の急性期病院としての役割を担っており、救急応需率 90％を⽬
指しています。令和 2 年度の⼊院患者数は 63.1 ⼈/⽇、外来患者数は 50.9 ⼈/
⽇、⼿術症例は、covid-19 感染症のクラスターが発⽣したため、年間 879 件と
減少しました。主に外傷が中⼼で、他には脊椎⼿術が 27件、⼈⼯股・膝関節換
術が 41件、⼤腿⾻頚部⾻折（⼈⼯⾻頭挿⼊術 54件、⾻接合術 20件）、⼤腿
⾻転⼦部⾻折 69件といった状態です。原則として主治医が執⼑するようにして
いますので、後期研修医には、多数の症例の⼿術を執⼑する機会が持てるものと
思われます。⼿術件数は⽐較的多いですが、看護部、診療協⼒部のスキルも⾼く、
⼊院から⼿術まで迅速に対応し、3⼈の常勤の⿇酔科医の協⼒のもと、医療安全
のためにも就業時間内に⼿術を終了させるよう努⼒しています。オンとオフの
両⽴を⼼掛けていますので、時間内は忙しく、時間外は楽しく、⼀緒にチーム医
療をできるものと思われます。 
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●第⼀東和会病院 
スタッフ紹介 
副院⻑ 藤⽥晃史 （平成 2年⼤阪医科⼤学卒業）膝関節 
部⻑  森内宏充 （平成 9 年⼤阪医科⼤学卒業）膝関節 
副部⻑ 南巌太郎 （平成 4年⼤阪医科⼤学卒業）膝関節 
後期研修医 ２名 
 
当院は⼤阪医⼤の近くに位置していることもあり、サテライト病院としての機
能を果たす事と、地域医療へ貢献することが主な使命と考えています。さらに、
我々は膝肩関節の治療を集約的に⾏える特化型の病院を⽬指しており、2014年
より膝スポーツ関節鏡センターを開設しました。病床数は 243 床あり、整形⼊
院の患者さんは 70〜80名前後です。腰椎圧迫⾻折等の保存加療症例や術後⼊院
期間が 3 週を超えるような患者さんは、回復期リハビリ病院である第⼆東和会
病院に転院して頂き、⼗分なリハビリテーションの後に退院して頂くシステム
をとっています。常勤医は現在５名（平成 30 年 4⽉）ですので、⽇中は少し忙
しいかもしれませんが、コ・メディカルのスタッフとのチームワークが良好なお
かげで、⼣⽅には終業できます。 
⼿術室は 6室あり、病院全体での⼿術件数は約 5000件強、そのうちの約 4分の
１が整形外科です。⼿術の内訳は、半分が外傷（⾻折⼿術）、半分が疾患（膝と
肩関節の⼿術）です。当院の特徴である膝と肩関節⼿術には、スポーツ障害では
関節鏡を⽤いた膝靱帯再建および半⽉板の⼿術や肩関節唇⼿術、また変性疾患
では⼈⼯膝関節⼿術以外に⾼位脛⾻⾻切り術、関節鏡視下肩腱板⼿術が多く⾏
われています。⾻折の⼿術は原則として主治医が執⼑するため、研修医の⽅々に
は基本的な⼿術⼿技を数多く経験して頂くことが出来ると思います。症例によ
っては膝関節⼿術も経験して頂きます。また我々は膝班の理学療法⼠の⽅々と
共に、⽉に⼀度の勉強会や年 2 回程度の学会参加を⾏い、研究および向上⼼を
持ち続けることを常としております。膝または肩関節に興味を持っておられる
⽅は、是⾮当院に来て頂き、数多くの膝肩⼿術を経験して知⾒を広げて頂きたい
と思います。 
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●洛西シミズ病院 
スタッフ紹介 
副院⻑      ⽮津匡也 （平成 4年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎外科 
顧問       奥⽥⿓三 （昭和 57年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科 
副院⻑      ⽥村⻯⼀ （昭和 61年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
第⼀整形外科部⻑ 福⻄邦素 （平成 5年⼤阪医科⼤学卒業）肩関節 
第⼆整形外科部⻑ 廣藤真司 （平成 12年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科 
副部⻑      万波誠  （平成 18年近畿⼤学卒業）関節外科 
専攻医 2〜4名 
 
シミズ病院グループは京都市の⻄京区を中⼼として、4 病院、1 医院、2⽼健施
設、特別養護⽼⼈ホームなどを有し、全体で 1000 床を超える⼤きな組織です。 
整形外科の特徴は⼤阪医⼤の常勤医７名で４病院のうち３病院（シミズ病院・洛
⻄シミズ病院・⻲岡シミズ病院）を運営していることにあります。3 病院は互い
に⾞で約１０分程度の距離に位置するため、洛⻄シミズ病院が整形外科センタ
ーの役割を受け持ち、ほとんどの⼿術は洛⻄シミズ病院で施⾏しています。 
各常勤医師の専⾨が⾜の外科・関節外科・脊椎外科・⼿外科・関節リウマチ・救
急外傷と整形外科のほぼすべての部位を網羅しており、各医師は種々の専⾨医
を取得しています。このため⾼度な技術を要する整形外科治療・⼿術に幅広く対
応が可能です。年間⼿術件数は 900 件前後ですが、増加傾向にあります。救急
病院でもあり外傷が中⼼の病院と思われがちですが、半分以上は疾患の⼿術で
あり、外傷・疾患ともに⼗分な研修が可能です。 
当院は以前より回復期リハビリテーション病棟を運営してきました。近年リハ
ビリ需要の増加に伴い、平成２８年４⽉洛⻄シミズ病院の敷地内に 100 床の専
⾨病棟と全国有数の⾯積を持つリハビリセンターがオープンしました。 
また⼿外科や脊椎脊髄病の専⾨医研修病院の指定を受けています。学会発表な
ども積極的に⾏っています。幅広い技術の取得、臨床研究にすぐれた病院と⾃負
しており、整形外科研修の場としてふさわしいと考えます。 
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●北摂総合病院 
スタッフ紹介 
副院⻑、⼿外科センター⻑、部⻑  
植⽥直樹（昭和 62年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科、⾻軟部腫瘍  
病院⻑補佐、部⻑    
劉  ⻑勱（平成 7年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科、関節外科 
部⻑  福井浩⼀（昭和 63年⼤阪医科⼤学卒業）リハビリテーション 
医員 藤野圭太郎（平成 20 年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科 
後期研修医 ２名 
 
 北摂総合病院は、地域医療⽀援病院、臨床研修指定病院であり、2017年 6⽉
に病院機能評価の 3rdG.Ver1.1 で 4 回⽬の認定を受けています。217 床全てが
急性期病床で、救急医療が当院の柱であり、年間でおよそ救急⾞搬⼊ 4000、⼊
院患者数 6,450、平均在院⽇数 11.7、⼿術室⼿術 2650、全⾝⿇酔 1600です。な
かでも整形外科の総⼿術件数は年間約 1200件で、精⼒的に活動しています。 
 当科では⾻折はもとより、⼿外科、⾜の外科、マイクロサージャリー、⼈⼯関
節、脊椎⼿術、 腫瘍など幅広い領域での⼿術を⾏っています。2013年 4⽉の⼿
外科専⾨医の着任以来、上肢⾻折、腱•神経損傷などの⼿外科外傷だけでなく、
上肢のリウマチ外科、⼿根管症候群•肘部管症候群、キーンベック病•デュプイト
ラン拘縮等の疾患が増えつつあり、近々には⽇本⼿外科学会の専⾨医研修基幹
病院の施設認定を取得する予定です。また、難治症例に対する筋弁•筋⽪弁や⾎
管柄付き⾻移植など、再建⼿術も施⾏しています。迅速な対応がし難い症例を担
うことで、⼤学病院をサポートしています。 
 ⼤学から派遣されるレジデント（後期研修医）が主治医の症例では、多少時間
がかかってもできる範囲で⼿術を完遂させるように指導しております。 
 当院は診療科、常勤医が多いですがひとつの医局であり、他科と相談しやすい
環境にあります。それにより、重度⼼疾患を伴う⾼齢者においても、⿇酔科とと
もに、循環器内科のバックアップのもと⼿術が可能となっております。また、⾮
常勤で１回／週 脊椎専⾨医の外来・⼿術⽇があり、特に必要な症例では⼤学病
院や関連病院のエキスパートの先⽣からも⼿術指導を頂いており、これらは当
科の強みであると考えています。 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

●市⽴ひらかた病院 
スタッフ紹介 
主任部⻑    ⼤原 英嗣（平成 4年⼤阪医科薬科⼤学卒業）股関節外科 
部⻑      ⾶⽥ ⾼志（平成 17年⼤阪医科薬科⼤学卒業）⾜の外科 
医員      中川 浩輔（平成 21年⼤阪医科薬科⼤学卒業）関節外科 
医員      安達 史哉（平成 30 年弘前⼤学卒業） 
⾮常勤     ⽩井 久也（昭和 60 年⼤阪医科薬科⼤学卒業）⼿の外科 
⾮常勤     ⼩坂 理也（昭和 61年⼤阪医科薬科⼤学卒業）脊椎外科 
⾮常勤     村上 友彦（平成 21年⼤阪医科薬科⼤学卒業）関節外科 
⾮常勤     若間 仁司（平成 22年東海⼤学卒業）関節外科 
⾮常勤     守⾕ 和樹（平成 24年久留⽶⼤学卒業） 
⾮常勤     ⽯⾕ 貴 （平成 26年⼤阪医科薬科⼤学卒業）関節外科 
⾮常勤     ⾼井 亮輔（平成 29 年神⼾⼤学卒業） 
後期研修医 １名 
 
市⽴ひらかた病院は平成 26年 9⽉に現在の新病院が竣⼯、開院しています。標
榜診療科は 25 に及び、急性期病院として地域医療に貢献しています。病院は京
阪枚⽅市駅から徒歩 20 分にあり、⼤阪医科薬科⼤学からは⾞で 30 分程度と⽐
較的近い距離にあります。⼤阪医科薬科⼤学のスタッフと密に連携しており、⼿
術の応援など、協⼒体制が備わっています。整形外科は常勤医４名と⾮常勤医 7
名により、診療を⾏っています。救急⾞の応需を含めて⼀般外傷の受け⼊れは多
く、その他に、股関節、膝関節、⾜部・⾜関節のそれぞれを専⾨とする医師が診
療することで、疾病に対する治療も充実しています。令和２年９⽉より下肢機能
再建センターを⽴ち上げ、患者の機能改善に向けて各分野の専⾨医が連携した
診療を⾏っています。また、他の病院からの依頼で、⼿術や診療の⾒学希望者を
受け⼊れ、好評を得ています。年間⼿術件数は約 600 件ですが、近年増加傾向
です。整形外科の⼀般的な診療から専⾨的な治療まで研修が可能と考えます。 
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●大阪府済生会茨木病院 
スタッフ紹介 
院⻑補佐、部⻑ 杉本裕宣 （平成元年⼤阪医科⼤学卒業!⼿外科、外傷⼀般 
部⻑ 阿部宗樹（平成 10 年兵庫医科⼤学卒業!⼿外科、関節リウマチ、外傷 
医員 宮本裕紀（平成 25年和歌⼭県⽴医科⼤学卒業!関節外科、外傷⼀般 
 
⼤阪府済⽣会茨⽊病院は、茨⽊市唯⼀の公的病院として、病床数 315床（⼀般
病棟 273、療養病棟 42）を有します。 
整形外科の⼊院患者数は、常時 40 ⼈程度です。 
現在スタッフは、常勤医師が 3名で、いずれも⽇本整形外科学会認定専⾨医で
す。その他、⼤阪医科薬科⼤学整形外科より⾮常勤医師（横⽥講師、岡本講師
（準））の応援を受けています。後期研修医の先⽣は、外来診療にも携わり、
初診患者さんの診療や術後フォローの場として重要な研修の機会が与えられま
す。 
年間⼿術件数は、569件（2020）で、外傷⼿術が 2/3、変性疾患が 1/3 を占

めます。外傷に関しては、四肢全般の⼿術を扱っています。外傷治療の主役
は、研修医の先⽣で、上級医師のサポートの下で術者として執⼑しています。 
当院の特徴として、⼥性医師が多く勤務されています（常勤医師の約 1/3）。
出産後の勤務体制として、短時間勤務の制度を整えています。院内に保育所を
設け、⼦育てをしながら働く⼥性医師が勤務しやすい病院となっています。⼥
性医師のキャリアアップを⽀援しています。 
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●南⼤阪病院 
スタッフ紹介 
副院⻑     ⼤坂芳明（昭和 60 年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科、⼈⼯関節  
整形外科部⻑  森川潤⼀（昭和 61年⼤阪医科⼤学卒業）⾜の外科、⾻折 
整形外科医⻑  北原義⼤（平成 12年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎外科 
 
 ⼤阪市住之江区に位置する病院です。地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅より徒歩 6
分くらいです。回復期病棟 42床 地域包括ケア病棟 48床を含め 400 床の
急性期病院です。病棟は 12階建て、外来は 4階建てで別棟です。近隣には⼤き
な病院はなく、地域の基幹病院です。診療科⽬は、⼩児科、産婦⼈科、脳神経外
科以外は全てあります。特徴として、腎臓内科、消化器内科、消化器外科はかな
り充実しています。また ⿇酔科の常勤は 5 名で 緊急の対応もしていただけ
ます。診断科として⼀般病院には珍しい放射線科医師 2名 病理医師 1名が
常勤医として、勤務されています。病理解剖や術中迅速も対応可能です。また、
放射線科医に整形外科医とは別の視点で、CT、MRI などを診断していただけま
す。また 整形外科専⾨医は当然ながらリウマチ専⾨医を取得するための研修
施設にもなっています。初期研修医のための教育担当医師がいることは特徴で
す。年間 4〜6 名の初期研修医が在籍し、全科にわたっての研修をしています。
もちろん整形外科も研修期間に⼊っており、専攻医が教える⽴場も経験できま
す。 
リハビリのスタッフも充実し PT OT ST など 40名以上が在籍。 
代表⼿術 
 原発悪性腫瘍以外の⼿術はほとんど全て対応しています。 
年間⼿術症例は 約 460 例、脊椎、⾻切り術などの疾患に対する⼿術がそれぞ
れ約 20例です。⼈⼯関節が膝・股関節合計で 41 例、その他外傷が約 210例で
す。 
主治医制度をとっており、基本的には執⼑医は主治医です。よって、専攻医には
ほとんどの外傷の⼿術をしていただくことになります。 
⼿術室はクリーンルーム 2室含め 6室あります。 

関連施設に保育所もあり、⼩さなお⼦さんのいる医師が多く利⽤しています。
時間外などはあまりなく、遅くまでよほどのことがない限り病院にいることは
ありません。 
 症例などに⼤きな偏りがないため、幅広い研修が可能です。整形外科だけでな
く幅広い知識も得ることができる当病院を研修病院の⼀つの候補としてみてく
ださい。 
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●⾼槻⾚⼗字病院 
スタッフ紹介 
部⻑  德⼭⽂⼈ （平成 6年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎脊髄外科、外傷⼀般   
副部⻑ 伊丹康夫 （平成 19 年⼤阪医科⼤学卒業）肩肘関節外科、外傷⼀般  
医員  清⽔博之 （平成 27年⼤阪医科⼤学卒業） 
専攻医 １〜２名 
⾮常勤（顧問）  岸本郁夫 （昭和 48年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
 
 当院は創⽴から約 80 年の古い歴史を持つ病院であり、⾼槻市の北⻄、JR富⽥
駅と阪急富⽥駅からバスで約 15分の⾼台にある⾵光明媚な環境に⽴地し、地域
中核かつ地域医療⽀援病院としての医療と⼤阪医⼤整形外科のサテライト病院
としての機能を果たしています。関節疾患においては 30 年の歴史があり、当院
で研修をした多くの同⾨の先⽣が関節外科を専⾨にしております。また⽇⾚と
いう性質上、地震や台⾵、豪⾬などの⾃然災害への救護活動や訓練も積極的に⾏
っております。昨年から今年にかけては⼤阪府と⽇⾚本部からの要請で新型コ
ロナウィルスに対する検査、診療を積極的に⾏っており、我々整形外科医員も微
⼒ながら協⼒をさせてもらっています。 
特⾊ 
・⼿術室は 7室（クリーンルーム 2室）あり、当科⼿術件数は約 500件：外傷、
疾病半数ずつで、基本的に主治医が執⼑するので経験の浅い医師も時間は要す
るものの、基本的な⼿術⼿技をじっくり学ぶことができます。 

・脊椎⼿術：頸椎椎⼸形成術、脊椎固定術、内視鏡での椎間板ヘルニア摘出術
（MED）、脊柱管狭窄症に対する椎⼸切除術（MEL）などを施⾏し、ここ数年は
脊椎⼿術の半数程度を内視鏡⼿術で⾏っている。また保存治療も⼗分に尽くし、
各種ブロック療法、造影検査など患者⽴脚での治療を⾏っております。 
・肩関節⼿術：リハビリテーションなどの保存療法で症状が改善しない症例に
対して主に関節鏡視下⼿術を⾏っています。肩腱板断裂に対しては関節鏡下腱
板修復術および関節鏡視下上⽅関節包再建術を施⾏し、反復性肩関節脱⾅に対
しては関節鏡視下関節唇修復術を施⾏しています。また、より良い治療が⾏える
よう理学療法⼠と定期的に勉強会を⾏っています。 
・関節⼿術 : ⾮常勤医と連携して⼈⼯関節⼿術（股・膝関節）、スポーツ外傷で
ある前⼗字靱帯（ACL）損傷、半⽉損傷の⼿術なども⾏っております。 
当院は週休⼆⽇制（⼟⽇休）です。これまでに多くの⼥性医師に研修にきていた
だいており、保育所も常設しているなど⼥性医師にとって働きやすい病院です。 
 

脊椎、肩関節、関節疾患に興味を持っておられる⽅は、是⾮当院に来て頂き、
各種治療、⼿術を経験して整形外科医としての知⾒の拡充と⼿術⼿技の修得を
していただきたいと思います。 
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●畷⽣会脳神経外科病院 
スタッフ紹介 
顧問 ⾦基中（昭和 53年⼤阪医科⼤学卒業） 
部⻑ ⼩⽥明彦（昭和 55年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科  
副部⻑、関節外科センター⻑ 飯⽥剛（平成 17年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
医⻑ ⽮倉幹啓（平成 20 年⼤阪医科⼤学卒業） 
⾮常勤医師 ２名（１名は研修医） 
 
当院の整形外科は、外傷と⼿外科⼿術が主でありましたが、関節外科専⾨の飯
⽥先⽣が赴任されて以来関節外科⼿術が増加し、ここ 4 年ほどは年間 200 件近
い関節外科⼿術件数となっております。そのことで、2021年 4⽉ 1⽇から関節
外科センターを⽴ち上げ、飯⽥先⽣が初代関節外科センター⻑に就任いたしま
した。飯⽥先⽣は、⼤阪医科薬科⼤学関連施設にとどまらず、北海道から九州ま
で他⼤学関連施設の病院での関節外科⼿術の⾒学や交流などで⾃⼰研鑽を積ま
れています。 
⾮常勤として⾜の外科専⾨の東迎先⽣が転勤になり、後任として⾜の外科専
⾨の平井先⽣が週 1回⾦曜⽇に令和 2年の 4⽉から⼤学より来られ、外反⺟趾
や変形性⾜関節症、関節鏡視下⼿術、腓⾻筋腱脱⾅、後脛⾻筋腱不全など⾜疾患
の治療を⼤学と連携をとりながら積極的に⾏ってくれております。 
情報共有⼿段としまして、毎週⾦曜 8時 45分から術前カンファレンス、毎週
⽊曜 15 時から病棟カンファレンス、隔週⽊曜 17 時から⼿外科勉強会を⾏って
おります。 
当科の年間の⼿術件数の過去 5 年間の推移は、2016 年 502 件、2017 年 512
件、2018年 554件、2019 年 560件と増加しておりましたが、2020 年にはコロ
ナ対策での外出⾃粛、スポーツイベント⾃粛などの影響もあり外傷が減り 545
年と総⼿術件数も少し減少しました。特に⼩児の外傷が減少しました。 
今年もコロナの影響は強く、⼿術が少ない時には、過去の症例を⼀緒に振り返
り、勉強会を⾏い、研修医のみなさんのお役に⽴てるように頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。 
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●蒼⽣病院   
スタッフ紹介  
院⻑・部⻑    本⽥ 雄⼀ （平成 5年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎外科、外傷 
医⻑          奥野 修⼤（平成 22年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
⾮常勤（名誉院⻑）南 ⿓也（昭和 63年⼤阪医科⼤学卒業）⼿外科、関節外科 
⾮常勤      ⼤原 英嗣（平成 4年⼤阪医科⼤学卒業）股関節外科 
⾮常勤      宇佐美 嘉正（平成 22年奈良県⽴医科⼤学卒業）脊椎外科
後期研修医   2名  
 
 蒼⽣病院は⼤阪府⾨真市にあります。平成 29 年 7 ⽉からは新病院が稼働しま
した。現在は 129 床の⼀般急性期病床と 21床の地域包括ケア病棟で診療してい
ます。新病院では⼿術室にクリーンルームを完備、院内には保育所もあります。
その他の施設も充実しており、患者様にとっても職員にとっても快適な環境と
なっております。病院を開設された阪本弘彦理事⻑（昭和 44年⼊局）をはじめ、
南⿓也名誉院⻑（昭和 63年⼊局）も⼤阪医科薬科⼤学整形外科学教室の同⾨の
先⽣です。同⾨の先⽣が病院の経営や運営のトップにいることは、整形外科医員
として⾮常に恵まれた職場環境であると考えられます。臨床⾯では、病院が⽴地
している周囲の整形外科開業医が少ないため、外来業務が多彩で救急を含めた
外傷から慢性疾患まで、整形外科医としての外来業務はほぼすべて網羅できま
す。外来診療は教育や指導が⾏き届くように、必ず２⼈以上で⾏っています。当
院では研修医の先⽣も、さまざまな疾患について⼀⼈の患者様を外来診療から
⼿術治療その後の外来経過観察までを、⾃⼰完結型で⾏えるようにと考え指導
しています、このことは⾼度に専⾨化された⼤病院では経験のできない⼤切な
ことだと思います。⼿術は外傷症例を中⼼に⼿の外科・関節・脊椎症例について
も⾏っています。市⽴ひらかた病院主任部⻑の⼤原先⽣が出張されていますの
で、股関節鏡も含めた最新の股関節外科の研修も可能です。また、研修医の先⽣
にはできるだけ余裕を持った研修を⾏ってもらえるように、週休２⽇制や、当直
明けの外来業務や⼿術業務が⼊らないような勤務体制をとっています。 
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●佐藤病院 
スタッフ紹介 
副院⻑     ⽩井久也（昭和 60 年⼤阪医科⼤学卒業）、⼿外科 肘関節外科 
医⻑      ⿊川義隆（平成 17年⼤阪医科⼤学卒業）、脊椎外科 
医員  守⾕和樹（平成 24年久留⽶⼤学卒業） 
後期研修医     ０名 
 
 佐藤病院は京阪牧野駅から⾞で７分の距離にある地域密着型の急性期病院で
す．広⼤な同⼀敷地内に，特別養護⽼⼈ホーム，介護⽼⼈保健施設，健診センタ
ー，⼩児科と⽪膚科の診療所を有しています．急性期病棟が 120 床あり，１⽇
外来患者数は約 450 ⼈，平均在院⽇数は 12⽇，病床利⽤率は 100%の活発な病
院です．2021年 4⽉からはコロナ患者⼊院を 4床分確保しました． 
整形外科，外科，内科が主な診療科で，⼤阪府がん診療拠点病院でもあります．
整形外科分野では，⽇本整形外科学会研修指定施設，⼀般社団法⼈⽇本⼿外科学
会の基幹研修施設を取得しています．  
整形外科の専⾨外来として⼿外科、脊椎外科があります．過去 5 年間の⼿術件
数は， 2016 年度 409 件、2017 年度 483 件、2018 年度 515 件, 2019 年度
475件，2020 年度 438件 （うち上肢の外科 205件， 脊椎外科 101件）でし
た。 
⺠間ならではの効率のよい診療，ケアが特徴で，外来クラークによる診療⽀援が
充実しており，全ての仕事をおおむね 17時過ぎには終えることができます． 
スタッフが少ないゆえに研修医の先⽣も短期間で即戦⼒となり執⼑を任される
と思います．どうぞ枚⽅北部の病院にいらしてください． 
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●男⼭病院 
スタッフ紹介 
病院⻑・理事 荒⽊雅⼈（昭和 63年⼤阪医科⼤学卒業）、関節外科、リウマチ 
部⻑     ⼭﨑 久（昭和 63年⼤阪医科⼤学卒業）、外傷外科、⾻粗鬆症 
部⻑     澤辺⼀⾺（平成 4年神⼾⼤学卒業）形成外科専⾨医、⼿外科専⾨

医、リウマチ、関節外科 
医員     南 瑠那（平成 20 年京都⼤学卒業）外傷外科、⼿、リウマチ、

関節外科 
医員     ⼭下真史（平成 24年関⻄医科⼤学卒業）脊椎、救急 
 
 
当院は平成２１年４⽉より旧関⻄医科⼤学付属男⼭病院を事業継承し、美杉会
男⼭病院となりました。京阪本線樟葉駅よりバスで１０分以内、近くにはニュウ
ータウンとして発展著しい松井⼭⼿・京⽥辺地区があります。 
平成２６年４⽉に旧病院を新築し、新たに 199 床（⼀般急性期 127、回復期リハ
ビリテーション病棟 47、緩和ケア病棟 25）の病院に⽣まれ変わりました。 
同法⼈の佐藤病院や多くの介護系施設、⼈⼯透析クリニックなどと地域住⺠の
⽅々が住み慣れた地元で急性期医療からがん治療、⽼⼈保健施設、サ⾼住までカ
バーできる地域完結型サービス、断らない救急医療を提供しています。 
整形外科の年間⼿術件数は約 500件、⼀般外傷はもちろん関節、⼿外科、脊椎、
リウマチなど専⾨的な診療を⾏っています。現在、整形外科専⾨医は上記 5名、
⾮常勤医師として⾦ 明博医師（昭和５９年⼤阪医科⼤学卒業）が脊椎・脊髄外
科を担当、瀬本喜啓医師（昭和５３年⼤阪医科⼤学卒業）が⼩児整形外科を担当、
安⽥稔⼈医師（昭和 63年⼤阪医科⼤学卒業）が⾜の外科、藤尾圭司医師（昭和
6０年⼤阪医科⼤学卒業、牧整形外科院⻑）が⼿外科難治症例担当、三宅孝宏医
師（平成 14 年京都⼤学卒業）が肩関節外科、スポーツ整形を担当しています。
内科、外科をはじめ他科との連携も取りやすく、多くの症例を経験、勉強するこ
とが可能です。形成外科常勤専⾨医が２名在籍しており、マイクロサージャリ
ー、⽪弁⼿術など専⾨的な症例の経験もできます。 
また、地域医療の⼤切な部⾨である在宅医療（利⽤者約 530名）、訪問看護（約
380名）、⼈⼯透析（患者数約 360名）と充実しており、将来、地元で開業を考
えておられる若い先⽣⽅にとって、たいへん参考なると確信しています。 
研修期間の短い時間で直接多くの症例を経験できる当院に是⾮、お越し下さい。 
そして、将来、スタッフの⼀員として⼀緒に働けることを楽しみにしておりま
す。 
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●河端病院 
スタッフ紹介 
院⻑  河端博也（昭和 60 年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄外科、外傷 
副院⻑ 渡邉千聡（平成 2年⼤阪医科⼤学卒業）肩の外科、スポーツ整形、外傷 
 
河端病院は昭和 39 年に京都市右京区で開院されました。近くには嵯峨野、嵐⼭
といった観光地がある⻑閑な地域であるためか、患者さんも穏やかな⽅が多く
アットホームな雰囲気の中で治療を⾏うことが出来る病院です。平成 25年に JR
太秦駅前に移転しましたが、病院より駅までは 1 分もかからないという好⽴地
条件にあり、嵯峨野線に乗⾞すれば京都駅から約 16分で病院まで到達すること
が出来るため京都市内はもちろん⼤阪や滋賀、奈良からの通勤にも⾮常に便利
な位置に存在します。 
50 床からなる整形外科中⼼の急性期病棟を有しており、院内に CT、MRI を完
備しています。救急指定を受けており、年間約 500件の救急が搬⼊されますが、
その約 8 割が整形外科疾患です。その中には⾼齢者の外傷も多く、そのほとん
どが多くの合併症をもたれています。そんなときにも内科、外科と密に連携し直
接医者同⼠で話し合いながら治療にあたれることが我々のような⼩さな病院で
の⼤きな強みであります。また、最近は多くの病院が急性期のみの治療を⾏い回
復期は他院でリハビリを⾏う事が多くなっていますが、当院は地域密着型の病
院であるため出来るだけリハビリも⾃院で⾏い受傷から在宅まで⼀連の治療を
継続して⾏なう事を⼼がけています。⼿術のみではなく術後の⼊院での経過や
リハビリ、また在宅になっても外来で経過を⾒ることができるなど、⼀貫して⾃
ら治療を⾏えることは後期研修医にとっては⾮常によい勉強になると考えます。 
平成 30 年度は 515件の⼿術を⾏いましたが年々増加傾向にあります。外傷の⼿
術が約 90％を占めますが野球肘、肩腱板断裂等に対する肩・肘鏡視下⼿術、THA、
TKAなども施⾏しています。また⼿術時には必ずエコーガイド下の神経ブロッ
クを⾏い術後疼痛管理に⽤いています。様々な神経ブロックの⼿技を習得出来
るのも当院で研修していただくメリットと考えています。 
是⾮アットホームな雰囲気のなかで幅の広い有意義な研修をしていただき、今
後の整形外科のなかでのスペシャリティ確⽴の⼀助としてください。 
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●新河端病院                       
スタッフ紹介                              
市場 厚志（平成 2年⼤阪医科⼤学卒業）外傷・膝関節外科 
 
当院は京都洛⻄太秦の河端病院を⺟体として昭和 47年に⽇本の古い⾸都・⻑
岡京に開院しました。現在内科・外科・消化管センター・整形外科を中⼼に 99
床の病床で地域の治療にあたっています。 整形外科の⼊院患者は 20〜30 ⼈で
すが、年間 350件くらいの外傷を中⼼とした⼿術を⾏っています。 
 場所が⻑岡京市にあり⽐較的⼤学病院に近く、サテライト病院としての機能
もはたしており、⾮常勤で⼤学から週に１回ずつ⼩児整形・関節・脊椎・腫瘍の
先⽣に来てもらっており、幅広い範囲での⼿術が可能です。 
⼩規模の病院ではありますが、近隣の病院・医院との連携も強く、多くの症例を
経験ができると思います。また整形外科としての当直業務はなく、⽇々の外来、
⼿術に集中することができ、余裕も持った研修が可能です。 
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●永⼭病院 
スタッフ紹介  

成⼭雅昭（昭 63年⼤阪医科⼤学卒業）：⼿の外科 関節リウマチ  
    村越 太（平 14年⼤阪医科⼤学卒業）：脊椎外科 
    ⾼島雅俊（平 28年近畿⼤学卒業）後期研修中 
  
 
 当院は、関⻄国際空港に程近い⼤阪府泉南郡熊取町に昭和 33年、永⼭外科医
院として開設され、昭和 45 年には医療法⼈ 三和会を設⽴、当初は 46 床の内
科、外科、整形外科を中⼼とした病院としてスタート致しました。その後、泌尿
器科、脳神経外科、リハビリテーション科、眼科、精神神経科を相次いで開設、
病院の増築、病床数の拡⼤により昭和 63年からは総病床数 350 床（急性期 148
床 療養型 202 床）のケアミックス型の病院として発展してまいりました。平
成 9 年には「永⼭透析クリニック」を併設し、慢性腎臓病の患者様にも対応でき
る体制を整え、熊取町における唯⼀の⼆次救急の受け⼊れ病院として地域医療
を⽀える役割を担っております。 
 更なる地域医療への貢献として、⾼齢化社会における地域の皆様の幅広いニ
ーズに応えるべく、平成 29 年 11 ⽉、関⻄国際空港の対岸に当たる泉佐野市り
んくうタウン内に、回復期リハビリテーション、地域包括、療養の病棟からなる
全室個室の「りんくう永⼭病院」を開院しました。 
 また、当院を退院後も⽀援を必要とする⾼齢者の受け⽫となる施設として、近
隣に介護⽼⼈保健施設「ライフケア永⼭」、特別養護⽼⼈ホーム「永楽荘」など
の施設を備え、個々の患者様にとって最適な医療・介護を提供するべく医師、看
護師、療法⼠、MSW、ケアマネージャーなど多職種での最適な連携を図れるよ
うに努めております。 
 整形外科の対象疾患は、超⾼齢化の⽇本の現況を反映し、⾼齢者の⾻粗鬆症に
関連する⾻折や変形性膝関節症や脊柱管狭窄症などの退⾏性疾患が多く、特に、
脊椎疾患では新しい術式への試みなど積極的に治療にあたっております。臨床
検査室、放射線科、リハビリテーション科をはじめコメディカルの意識も⾼く、
職員⼀同、地域医療の⼀翼を担うべく⽇々研鑽に努めております。 
＜概要＞ 
診療科⽬：内科 外科 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 泌尿
器科 精神神経科 脳神経外科 眼科 放射線科 
検査設備等：CT MRI 断層撮影 ⾻塩定量（DEXA）超⾳波（関節リウマチ
も可） 
施設認定：⽇本整形外科学会研修施設 ⽇本リウマチ学会教育施設 
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●奈良友紘会病院 
スタッフ紹介 
副院⻑・整形外科部⻑    

瀬⽊治郎（昭和 57年⼤阪医科⼤学卒業）整形外科⼀般、外傷、⾻粗鬆症 
医員 天野裕基（平成 26年近畿⼤学医学部卒業）整形外科⼀般 
 
 奈良友紘会病院は奈良県北葛城郡上牧町にあり、昭和63年に開設されました。
アクセスは JR 天王寺から⼤和路快速で JR 王寺まで 20 分、そこからバスで 15
分で病院に到着します。⾞では⻄名阪道⾹芝インターで降りて、約 10 分の距離
にあります。医療圏は⻄和という奈良県の⻄端で⼤阪府との境に接した⼈⼝約   
346000 ⼈を有する地域になります。病床数は⼀般病床 192床、診療科は整形外
科をはじめ内科、外科、脳神経外科、⼩児科、眼科、⽿⿐咽喉科、リハビリテー
ション科、⻭科・⼝腔外科です。また⾞で数分の位置に系列病院の⻄⼤和リハビ
リテーション病院（回復期リハ病棟+療養病棟、199 床）があり各科ともに回復
期のリハビリテーションをお願いしています。地域柄後期⾼齢者が多いですが、
周囲は住宅地で穏やかな患者層です。昨年の外来新患数は 2208名で疾患内容は
外傷をはじめ頸椎から⾜まで多岐にわたります。研修医の先⽣には各症例とじ
っくり向き合い、治療スケジュールを⾃分で⽴て治療を⾃らの⼿で完遂する経
験をしていただきたく思い、そのお⼿伝いができればと考えています。ですから
⼿術時の執⼑はできる限り研修医の先⽣に⾏っていただきます。年間⼿術件数
は 171件（2020 年、⾻内異物除去術含む）と決して多くないですが、直接関わ
れる件数としては不⾜ないと思います。内訳は外傷が主ですが、脊椎や上肢、下
肢の疾患の⼿術も⾏っており、脊椎や関節疾患の⼿術で、⾼度なスキルが必要な
場合は関連病院内からその道のオーソリティーを招聘して⼿術を⾏いますので、
これからの⾃分の進む道を選ぶうえで、よい経験が得られると思います。開設以
来 24名の先⽣が当院で後期研修をされ、今はそれぞれの場で活躍されておりま
す。⼀症例⼀症例、じっくり取り組み考えながら治療を進め、治療過程のすべて
に関わっていくという経験がしてみたい、という研修医の先⽣にとっては最適
の施設であると⾃負しています。また⽇々時間に追われることは少なく、専⾨医
試験対策などスキルアップのための勉強時間を取ることもできます。最近はコ
ロナ禍の影響で⾏われていませんが、恒例の年間⾏事として新年会、お花⾒、納
涼会、慰安旅⾏、忘年会がありますことを申し添えておきます。 
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●加納総合病院   
スタッフ紹介 
部⻑  納⽥真也（平成 10 年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎・脊髄外科、外傷 
医員   和⽥浩伺（平成 24年⾦沢医科⼤学卒業）） 
リハビリセンター⻑  

下裕司（昭和 59 年⼤阪医科⼤学卒業）リハビリ・脊椎・脊髄外科 
後期研修医  １名 
 
 
当院は⼤阪市北区の天神橋筋六丁⽬駅が最寄り駅で、この抜群の⽴地で約 60 年
以上地域医療に携わってきました。そして約 20 年前より社会医療法⼈である協
和会の中で加納総合病院はオールラウンドな総合病院として 24時間体制で対応
する救急病院として、急性期病棟だけでなく回復期病棟や療養病棟も備わって
おり、早期回復に向けて⽬的にあった⼊院治療を効率良く⾏うことが可能にな
りました。特に 2次救急には⼒を⼊れており毎年 5000件程度の救急搬送を受け
⼊れることができています。現在、整形外科は 3名の常勤医師が所属し、各スタ
ッフは整形外科全般の診療とともに個々の専⾨性を活かし外傷や各疾患につい
て適切な治療に努めています。 
整形外科の年間⼿術件数は 500 件程度で年々増加傾向にあり、そのうち約６割
が救急外傷に関する⼿術です。⼿術室はほぼ毎⽇使⽤可能であるため年間約 100
件の⼤腿⾻近位部⾻折は救急搬送から 48時間以内に執⼑しています。また脊椎
⼿術は脊椎固定術だけでなくフルハイビジョンでの脊椎内視鏡も⾏っておりま
す。脊椎症例は救急外傷の保存治療も含めると豊富です。 
 後期研修医の勤務内容は⼿術以外に週２⽇の外来と週１⽇の夜診当直です。
特に当直は多忙ですので⼟曜⽇と週１⽇は半⽇のみの勤務にしています。主治
医制ですので担当した症例は全例執⼑していただきますが、必ずスタッフがサ
ポートしますので安⼼して下さい。 
その他、当院は全⽇本病院協会⼤阪府⽀部の災害時医療⽀援活動幹事指定病院
でもあり、全⽇本病院医療⽀援班（ＡＭＡＴ：All Japan Hospital Medical 
Assistance Team）に属しています。南海トラフ地震などの災害時に⺠間病院災
害⽀援の任務を遂⾏できるように、院内防災訓練から政府主催の⼤規模地震時
医療活動訓練まで参加しています。整形外科だけではなく災害⽀援にもご興味
を持たれている⽅は⼤歓迎です。 
 コロナ禍のため現在はございませんが、病院や病棟の歓送迎会、院内旅⾏など
のレクリエーションも充実しています。楽しい職場環境で実りある研修ができ
るように我々と⼀緒に頑張りましょう。 
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●⼋⼾の⾥病院 
スタッフ紹介 

丸⼭ 貴資（平成 3年⼤阪医科⼤学卒業）関節外科 
医員  ⾮常勤 三宅 克広（平成 25年⼤阪医科⼤学卒業）脊椎外科 
      ⾮常勤 内⽥ 明宏（平成 25年⼤阪医科⼤学卒業）肩関節 
 
当院は、整形外科を始め、リウマチ科、内科、外科、循環器内科、⼼臓⾎管外科、
脳神経外科、リハビリテーション科を標榜しております。⾼齢化社会の波の中、
100歳を超える症例もありますが、他科の⽀援を受け、チーム医療の充実を図り
ながら、⾼齢者の⽅々にも安⼼して治療を受けて頂いております。また、術後の
リハビリテーションでは 11名の PTが個別ニーズに応じたリハビリテーション
を実施し、患者様には⼤変喜んで頂いております。今年度からは三宅 克広先⽣
と内⽥ 明宏先⽣が来てもらえることになり、⼿術症例の増加並びに新しい⼿
術法を取り⼊れる等、更なる発展に務めたいと考えております。 
 また、関連施設として、特別養護⽼⼈ホーム 1 施設、介護⽼⼈保健施設 2 施
設、グループホーム 1 施設があり、それらの施設と連携し、当院の⾼齢者の退院
後のケアに当たっております。グループ全体で地域の⾼齢者医療と介護分野で
の社会貢献を⽬的に活動しております。今後も地域密着型の病院として地域の
皆さんに貢献できる医療機関として邁進して参る所存ですので、先⽣⽅のご指
導ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。 
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●⾼井病院 
スタッフ紹介 
院長 岡本雅雄（昭和 61 年大阪医科大学卒業）手外科、外傷一般，救急医療 
後期研修医 １名 
 
高井病院は昭和 58 年 4 月に設立、その後は約 40 年にわたり地域密着型の病院

として地域医療に貢献してきました。現在，急性期病床は22床と少なめですが，

手術後は早期退院･社会復帰を目指し，また地域包括･療養病床への転床を円滑

に実施することで急性期病床の回転率を上げて対応しています．土地柄，一般的

な整形外科外傷や疾患が多く集まり幅広い症例が経験できる一方で，手外科領

域の再建や脊椎・関節疾患，スポーツ整形外科など専門的な医療も提供していま

す．できるだけ MISなどを導入し，術後は PT ･OTと協同し積極的な訓練を行う

ことで早期の機能回復を志向します．特に股関節（BHA, THA）では，前方アプロ

ーチ（DAA）を用い筋組織の温存を図っています．整形外科スタッフは上記常勤

2 名の他 3 名の非常勤専門医で構成され，外来診療と手術、救急対応をこなしま

す。入院患者は常勤医の主治医制をとり，執刀は基本的に主治医が担当しますの

で，研修医の先生方には充分な実経験が得られます．また，入院から退院後 F/U

まで担当患者とじっくり向き合うことで整形外科診療の運営など横断的な知識

も習得できればと思います． 
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●城⼭病院 
スタッフ紹介 
副院長  熊野穂積（昭和 63 年大阪医科大学卒業）足の外科、骨折外傷 

主任部長 坪井競三（平成 10 年大阪医科大学卒業）脊椎脊髄外科、末梢神経 

副部長  村上友彦（平成 21 年大阪医科大学卒業）股、膝関節外科、骨折外傷 

米井数基（平成 26 年卒業）脊椎外科、骨折外傷 

後期研修医 2 名 

 

 
当院は南⼤阪医療圏の 299 床の急性期病院です。⼼臓⾎管センター、脳センタ
ー、消⽕器センターと整形外科が４つの柱となっています。研修指定病院であ
り、若いスタッフが多く、アクティビティが⾼いのが特徴です。整形外科は常勤
医６名と⾮常勤医２名で診療を⾏っています。⼿術室は６室あり、年間⼿術件数
は 900 件ほどです。その⼤まかな内訳は、①脊椎⼿術 200 件、②関節⼿術 150
件、③その他疾患 50件、④外傷⼿術 400件、内固定抜去他が 100件ほどです。 
 
① 脊椎：低侵襲脊椎センターを標榜しており、全内視鏡視下脊椎⼿術の症例
多いのが特徴です。腰椎に対しては局所⿇酔での⼿術も⾏っており、遠⽅
から来院される⽅もおられます。診断のための椎間板造影や神経根ブロッ
クも⾏っており、後期研修の際に⾝につけておく基本的検査⼿技と思われ
ます。また、頸椎の内視鏡視下⼿術の症例も増加傾向です。 

② 関節：⼈⼯関節はＴＨＡ、ＴＫＡだけでなく、ＵＫＡの症例が⽐較的多い
のが特徴です。両膝同時⼈⼯関節も珍しくありません。⾻切り術を積極的
に施⾏しており、⼤腿⾻・下腿⾻同時⾻切りも経験できます。⾼位脛⾻⾻
切り術は内側開⼤、ハイブリッドを⾏っています。ＡＣＬや半⽉板、膝蓋
⾻脱⾅の症例もあり、関節外科の⼿術を⼀通り経験できます。 

③ その他の疾患としては、⾜の外科領域の変形矯正、関節固定・形成、腱靭
帯⼿術や⼿外科⼿術を⾏っています。 

④ 外傷では、⾼エネルギーの症例が⽐較的多く、筋区画症候群や⾎管損傷な
ども経験できます。⿇酔科の協⼒体制ができており時間外の緊急⼿術にも
対応できます。また、⾎管外科や形成外科とも連携し、同時に⼿術を⾏う
こともあります。主治医が執⼑し、術後 followを⾏います。 

 
毎朝、カンファレンス（新患、術前、術後、相談症例）を⾏っています。⾻折や
⼈⼯関節の術前には作図、⼿術記録ではイラストを描くよう指導します。 
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3. ⼤阪薬科医科⼤学附属病院整形外科専⾨研修の⽬標 
① 専門研修後の成果  

整形外科研修プログラムを修了した専攻医は、運動器疾患に対する高い臨床

能力と医師の倫理観を身につけることができます。 

 

 

② 到達⽬標  
整形外科医としての専⾨知識 

運動器疾患に関する基本的な知識を⾝につけていただきます。これらの知識
は将来の研究や診療に応⽤することができます。 

 
臨床医としての専門技能(診察、検査、診断、処置、手術) 

整形外科医としての基本的な専⾨技能(診察、検査、診断、処置、⼿術)を⾝
につけていただきます。研修プログラム修了後には、これらの技能をさらに発展
させることにより新しい治療⽅法の開発を⽬指すことができます。 
 
研究者としての思考力 

症例を経験することにより病態や治療に関して多くの疑問が湧くと思われ

ますが、これらの疑問に対する答えを科学的に導き出す思考力を身につけてい

ただきます。学会発表や論文作成を経験することにより、プロトコール（研究計

画）作成、文献検索、統計解析、個人情報の管理などの研究の基礎を学んでいた

だきます。 

 
医師としての倫理観  

• 医師としての責務を自律的に果たす(プロフェッショナリズム) 

“医師と社会の契約”を十分に理解し、患者から信頼される知識、技能およ

び態度を身につけていただきます。本研修プログラムにおいては、指導医ととも

に患者への説明に参加し、実際の治療過程においては受け持ち医として患者と

接していく中で医師としてのアイデンティティを確立していただきます。 

 

• 患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮する 

 本研修プログラムにおいては、病院で義務付けられる職員研修に参加するこ

とで医の倫理と医療安全に関して学ぶことができます。 

 

• 臨床の現場から学ぶ 

 臨床の現場から学ぶことの重要性を認識し、その方法を身につけていただき

ます。本研修プログラムでは、知識を単に暗記するのではなく、「患者から学ぶ」 

という姿勢で症例を経験し、指導医とともに診断と治療のプロセスを考えるプ

ログラムになっています。毎週行われる症例検討会や術前・術後カンファレンス

において専攻医の考えを医局員全員と議論することで、専攻医はさらに理解を

深めることができます。 
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• チーム医療の一員として行動する  

 本研修プログラムでは、専攻医はチーム医療の一員として診療に参加します。

個々の症例に対して他のメディカルスタッフと協調しながら、指導医とともに

診断と治療の計画を立てます。そのためチーム医療の中での協調性やリーダー

シップなどを学ぶことができます。 

 

• 後輩医師に教育・指導を行う  

 研修の中では、後輩専攻医や学生がチーム医療に加わることがあります。その

ような場合には、後輩専攻医や学生にすでに学んだ知識や考え方などを教える

機会に恵まれます。教えるという行為により知識を整理し、理解を深めるという

効果が期待できます。さらには指導者の考え方や視点を理解することができま

す。 

 

③経験目標 

• 経験すべき疾患・病態 

本研修プログラムでは、全ての領域（脊椎、上肢・手、下肢、外傷、リウマ

チ、リハビリ、スポーツ、地域医療、小児、腫瘍）において、日本整形外科学会

が規定する“経験すべき疾患と病態”を経験することができます。 

 

• 経験すべき診察・検査等 

研修マニュアルに記載されている診察、検査を全て経験することができます。 

 

• 経験すべき手術・処置等 

大阪医科薬科大学整形外科と連携施設において、研修修了要件を満たすため

に必要な数の手術と処置を経験することができます。 

 

• 地域医療の経験  

本研修プログラムの連携施設には地域医療研修病院が含まれています。その

ため 4年間の研修の間に必要単位数（3単位）の地域医療を研修することができ

ます。 

 

• 学術活動  

 研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、30

単位を修得することができます。また経験した症例に関して学会発表や論文作

成（筆頭著者）を行っていただきます。大阪医科薬科大学整形外科同門会が主催

する整形外科教育研修会(年 2回 3 講演、4 年間で 12 講演)に参加することによ

り、他大学整形外科教授からの多領域にわたる最新知識の講義を受けることが

できます。  
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4.大阪医科薬科大学附属病院整形外科専門研修の方法  

① 臨床現場での学習  

指導医が診察方法、診断するための考え方、検査方法、手術手技などを丁寧

に指導します。病態と手術手技を十分に理解できていると判断された専攻医に

おいては手術の執刀をする機会が与えられます。研修修了までに 160 例以上の

手術を経験し、そのうち術者としては 80 例以上を経験していただきます。医師

の倫理観を身につけていただくために、患者との接し方を指導医から学びます。 

 

②臨床現場を離れた学習  

 日本整形外科学会学術集会や大阪医科薬科大学整形外科同門会の際に開かれ

る教育研修講演(医療安全、感染管理、医療倫理、指導・教育、評価法に関する

講演を含む)に参加していただきます。指導医の研究活動に参加した場合には、

その研究結果を学会で発表し、論文を医学雑誌に投稿していただきます。担当患

者に関する症例報告を行っていただくこともあります。大阪医科薬科大学整形

外科医局の抄読会においては、最新の英語論文を読み、要点をまとめて発表して

いただきます。 

 

③自己学習  

 日本整形外科学会作成の整形外科卒後研修用 DVD や大阪医科薬科大学図書館

を利用することにより、診断・検査・治療等についての自己学習をしていただき

ます。大阪医科薬科大学整形外科の医局や研究室では、英語論文をダウンロード

して読むことができます。指導医は文献検索方法から論文の読み方まで教えま

す。 

 

5.専門研修の評価について 

①形成的評価 

• フィードバックの方法とシステム 

 各施設における研修を修了した時に日本整形外科学会が作成したカリキュラ

ム成績表の自己評価欄に行動目標毎の自己評価を行っていただきます。また指

導医評価表で指導体制、研修環境に対する評価を行っていただきます。 

指導医は、専攻医が行動目標の自己評価を終えた後にカリキュラム成績表の

指導医評価欄に専攻医の行動目標の達成度を評価します。これらの評価は日本

整形外科学会が作成した整形外科専門医管理システムから web で入力します。

指導医は抄読会や勉強会、カンファレンスの際に専攻医に対して教育的なフィ

ードバックを行います。 

 

• 指導医のフィードバック法の学習(FD) 

 指導医は、日本整形外科学会が行う指導医講習会等を受講してフィードバッ

ク法を学習し、より良い専門医研修プログラムの作成に努めます。指導医講習会

には、フィードバック法を学習するために「指導医のあり方、研修プログラムの

立案(研修目標、研修方略及び研修評価の実施計画の作成)、専攻医、指導医及び

研修プログラムの評価」などが組み込まれています。  
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②総括的評価 

• 評価項目・基準と時期 

 研修 4年目の 12 月に、研修目標達成度評価報告と経験症例数報告をもとに総

合的評価を行い、専門的知識、専門的技能、医師としての倫理観などを修得でき

たかどうかを判定します。  

 

• 評価の責任者  

 年次毎の評価は専門研修基幹施設（大阪医科薬科大学）や連携施設の指導医が

行います。研修期間全体を通しての評価は、専門研修基幹施設の専門研修プログ

ラム統括責任者が行います。 

 

• 修了判定のプロセス  

 大阪医科薬科大学の整形外科専門研修プログラム管理委員会において、各研

修連携施設の指導管理責任者を交えて修了判定を行います。 修了認定基準は、  

1) 各修得すべき領域分野に求められている必要単位を全て満たしていること 

2) 行動目標のすべての必修項目について目標を達成していること 

3) 臨床医として十分な適性が備わっていること 

4) 研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、所

定の手続により 30単位を修得していること 

5) 1 回以上の学会発表、筆頭著者として 1 編以上の論文があること 

の全てを満たしていることです。  

 

• 他職種評価  

 専攻医に対する評価判定に他職種(看護師、技師等)の医療従事者の意見を加

えて医師としての全体的な評価を行い、専攻医評価表に記入します。専攻医評価

表には指導医名以外に医療従事者代表者名を記します。 
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6.研修の施設群について 

専門研修基幹施設 

 大阪医科薬科大学整形外科が専門研修基幹施設となります。  

 

 

専門研修連携施設 

 ⼤阪医科薬科⼤学整形外科研修プログラムの連携病院は⼤阪府、京都府、兵庫
県、奈良県にあり、以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都府 
・洛⻄シミズ病院 
・河端病院 
・新河端病院 
・男⼭病院 
 
 
兵庫県 
・⻄宮協⽴脳外科病院 
・ベリタス病院 
 
奈良県 
・奈良友紘会病院 

⼤阪府 
・関⻄医科⼤学 
・⼤阪医科薬科⼤学三島南病院 
・葛城病院 
・第⼀東和会病院 
・北摂総合病院 
・城⼭病院 
・済⽣会茨⽊病院 
・南⼤阪病院 
・⾼槻⾚⼗字病院 
・畷⽣会脳神経外科病院 
・蒼⽣病院 
・市⽴ひらかた病院 
・永⼭病院 
・佐藤病院 
・加納総合病院 
・⼋⼾ノ⾥病院 
・⾼井病院 

専⾨研修連携施設 
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7.専攻医受入数  

 本研修プログラムにおける“症例数（新患数と手術数）から求めた募集可能人

数”は 35人、“指導医数による年間募集可能人数”は 61人であることから、本

研修プログラムに参加した専攻医は、十分な指導を受けながら多くの症例数を

経験することができるといえます。2020 年度は 10 人の専攻医を受け入れまし

た。 

 
 
8.地域医療・地域連携への対応  

 整形外科専門医制度は、地域の整形外科医療を守ることを念頭においていま

す。本研修プログラムでは、地域医療研修病院に 3ヶ月(3単位)以上勤務するこ

とにより地域医療を学ぶことができます。 

 

 

9.サブスペシャリティ領域との連続性について 

本研修プログラム中に専攻医がある専門分野に興味を示し、プログラム修了

後にその分野をさらに学びたいと希望される場合には、大阪医科薬科大学整形

外科の大学院に進学してその分野の研究活動に参加したり、専門的な手術手技

を学んだりすることができます。その場合は大阪医科薬科大学整形外科のスタ

ッフが指導します。海外での研修を希望する場合には、大学院進学後にアメリカ

やヨーロッパの有名大学に留学することも出来ます。 

 
 
10.整形外科研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件  

傷病、妊娠、出産、育児、その他やむを得ない理由がある場合の休止期間は

合計 6 ヶ月間以内とします。限度を超えたときは、原則として少なくとも不足

期間分を追加履修することになります。疾病の場合は診断書を、妊娠・出産の場

合はそれを証明する書類を提出する必要があります。留学、診療実績のない大学

院の期間は研修期間に組み入れることはできません。また研修の休止期間が6ヶ

月を超えた場合には、専門医取得のための専門医試験受験が 1 年間遅れる場合

もあります。専門研修プログラムの移動に際しては、移動前・後のプログラム統

括責任者及び整形外科領域の研修委員会の同意が必要です。 
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11.専門研修プログラムを支える体制  

①専門研修プログラムの管理運営体制  

整形外科専門研修プログラム管理委員会を設置し、毎年研修プログラムの見

直しを行います。基幹施設である大阪医科薬科大学と連携施設においては、指導

管理責任者および指導医を配備します。 

 

②労働環境、労働安全、勤務条件 

1) 労働環境、労働安全、勤務条件等は各専門研修基幹施設や専門研修連携施設

の病院規定に従います。 

2) 研修施設の責任者は専攻医のために適切な労働環境の整備に努めます。 

3) 研修施設の責任者は専攻医の心身の健康維持に配慮します。 

4) 過剰な時間外勤務を命じません。 

5) 施設の給与体系を明示し、4 年間の研修で専攻医間に大きな差が出ないよう

配慮します。  

6) 専攻医の勤務時間、休日、当直、給与などの勤務条件については、労働基準

法を遵守し、各施設の労使協定に従います。さらに、専攻医の心身の健康維

持への配慮、当直業務と夜間診療業務の区別とそれぞれに対応した適切な対

価を支払うこと、バックアップ体制、適切な休養などについて、勤務開始の

時点で説明を行います。  

7) 総括的評価を行う際、専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も

行い、その内容を研修プログラム管理委員会に報告します。報告内容には労

働時間、当直回数、給与など、労働条件が含まれます。  

 

12.専門研修実績記録システム、マニュアル等について 

①研修実績および評価を記録し、蓄積するシステム 

 日本整形外科学会の整形外科専門医管理システムを用いて、整形外科専門研

修カリキュラムの自己評価と指導医評価および症例登録を web入力で行います。 

 

②人間性などの評価の方法  

 指導医は研修カリキュラム「医師の法的義務と職業倫理」の項に記載されてい

る医師としての適性を指導し、整形外科専門医管理システムにある専攻医評価

表を用いて入院患者・家族とのコミュニケーション、医療職スタッフとのコミュ

ニケーション、倫理観、責任感を評価します。  

 

③プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備  

 日本整形外科学会が作成した①整形外科専攻医研修マニュアル、②整形外科

指導医マニュアル、③専攻医取得単位報告書、④専攻医評価表、⑤指導医評価表、

⑥カリキュラム成績表を用います。③、④、⑤、⑥は整形外科専門医管理システ

ムを用いて web 入力することができます。 
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13. 専門研修プログラムの評価と改善 

①専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価  

 日本整形外科学会が作成した指導医評価表を用いて、ローテーション終了時

(指導医交代時)ごとに専攻医による指導医や研修プログラムの評価を行うこと

により研修プログラムの改善を継続的に行います。専攻医が指導医や研修プロ

グラムに対する評価を行うことで不利益を被ることがないように保証します。  

 

②専攻医等からの評価(フィードバック)をシステム改善につなげるプロセス 

 専攻医は、各ローテーション終了時に指導医や研修プログラムの評価を行い

ます。その評価は研修プログラム統括責任者が報告内容を匿名化して研修プロ

グラム管理委員会に提出します。研修プログラム管理委員会では提出された評

価を共有し、研修プログラムの改善に生かします。 

 

③研修に対する監査(サイトビジット等)・調査への対応 

 研修プログラムに対する日本専門医機構など外部からの監査・調査に対して 

研修プログラム統括責任者および研修連携施設の指導管理責任者ならびに専門

研修指導医、および専攻医は真摯に対応し、プログラムの改良を行います。専門

研修プログラム更新の際には、サイトビジットによる評価の結果と改良の方策

について日本専門医機構の整形外科研修委員会に報告します。 

 

 

 

14. 専攻医の採用と修了 

① 応募資格  

初期臨床研修修了および日本整形外科学会に加入済みまたは加入予定の者で

あること。 

 

②採用方法  

 基幹施設である大阪医科薬科大学附属病院整形外科に置かれた整形外科専門

研修プログラム管理委員会が、整形外科専門研修プログラムをホームページや

印刷物により毎年公表します。毎年説明会を複数回行い、整形外科専攻医を募集

します。  

 翌年度のプログラムへの応募者は、研修プログラム責任者宛に所定の形式の 

『大阪医科薬科大学整形外科専門研修プログラム応募申請書』および履歴書を

提出します。 申請に関するご相談は、(1)大阪医科薬科大学附属病院整形外科の

ホームページ(http://www.ort-osaka-med.jp)、(2)整形外科医局に電話で問い

合わせ (072-683-1221)、 (3)e-mail で問い合わせ  (担当者：中矢良治

yoshiharu.nakaya@ompu.ac.jp)のいずれかの方法で受け付けています。原則と

して書類選考および面接を行い、採否を決定して本人に文書で通知します。 
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③修了要件  

1) 各修得すべき領域分野に求められている必要単位を全て満たしている

こと。 

2) 行動目標のすべての必修項目について目標を達成していること。  

3) 臨床医として十分な適性が備わっていること。  

4) 研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講

し、所定の手続により 30 単位を修得していること。  

5) 1 回以上の学会発表を行い、また筆頭著者として 1 編以上の論文がある

こと。 

 

以上 1)〜5)の修了認定基準をもとに、専攻研修 4年目の 12 月以降に統括責任者

が修了判定を行います。  

 


