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【理念】

産婦人科専門医制度は、産婦人科専門医として有すべき診療能力の水準と認定のプ

ロセスを明示する制度であり、産婦人科専門医は公益社団法人日本産科婦人科学会会

員であるものです。そこには、医師として必要な基本的診療能力（コアコンピテンシー）と

産婦人科領域の専門的診療能力が含まれます。そして、産婦人科専門医制度は、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、産婦人科専門医を育成して、国民の健康に資する 事を目的とします。

１．高槻病院産婦人科研修プログラムについて

【教育方針】

1） “世界の情報”“自らの経験”“患者が発する情報”を組み合わせることで、眼

前の患者の最も必要な医療を模索すること、このような臨床の反復により、

新しい医療（エビデンス）を開発能力の養成を教育の基本とします。

2)  チーム医療の実践を通じて、各々の力量に応じた役割と責任を果たすこと

を学びます。さらには、医療人としての礼節と謙虚さを育みます。



【使命】

産婦人科専門医とは、産婦人科領域における広い知識、錬磨された技能と高い倫理性

を備えた産婦人科医師のことです。自己研鑽 し、産婦人科医療の水準を高めて、女性を

生涯にわたってサポートすることを使命とします。産婦人科専門研修後は標準的な医 療

を安全に提供し、疾病の予防に努め、将来の医療の発展のために研究マインドを持つこ

とが求められます。

【到達目標】

産婦人科専門医は、生殖・内分泌領域、婦人科腫瘍領域、周産期領域、女性のヘルス

ケア領域の4領域にわたり、十分な知識・技能を持ったうえで、以下のことが求められてい

ます。

・ 標準的な医療を提供する。 ・ 患者から信頼される。

・ 女性を生涯にわたってサポートする。 ・ 産婦人科医療の水準を高める。

・ 疾病の予防に努める。 ・ 地域医療を守る。

１．高槻病院産婦人科研修プログラムについて



高槻病院産婦人科は、これまで、主に大阪府北部地区の地域医療を守りながら、多数の

産婦人科医師を育んできました。

「高槻病院産婦人科研修プログラム」は、この歴史を継承しつつ、2018年度からの新専門

医制度に合わせた形で、産婦人科専門医を育成するためのプログラムとなっており、以下

の特徴を持ちます。

【特徴】

・ 高度医療から地域医療まで幅広く研修を行える研修施設群。

・ サブスペシャルティー領域までカバーする、豊富で質の高い指導医。

・ 病院からの、診療・教育・研究への強力なバックアップ。

・ 質の高い臨床研究の指導。

・ 出身大学に関係なく、個々人にあわせて、きめ細やかに研修コースを配慮。

・ 女性医師も継続して働けるように、労働環境を十分配慮。

・ 経験ではなく、論理的に臨床力を向上させるノウハウ

１．高槻病院産婦人科研修プログラムについて



２．専門知識/技能の習得計画

日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会により、習得すべき専門知識/技能が定め

られています。（資料1「 2017年度以降に研修を始める専攻医のための研修カリキュラム」

および「専門研修プログラム整備基準（ 2020年2月21日改訂版）」修了要件の整備基準項

目53参照）

● 当院産婦人科の「カンファレンス」はクリエイティブな診療と教育の実践の場であり、

他には類を見ないものです。現在は以下のようなスケジュールになっています。

月曜日 17：00 ～ 術前症例検討

火曜日 8：00 ～ 症例の振り返り検討とレビュー、学会発表予演会

水曜日 8：00 ～ 問題症例の診療指針模索（前向き検討）

水曜日（第1・第3） 17：30 ～ 病理カンファレンス（手術症例中心）

金曜日 8：00 ～ 周産期センターカンファレンス（新生児科合同）

● 月曜日、木曜日、および休日の8：30、平日の 16：45から、申し送りと問題症例の検討

を行い、常に最善の治療方針を全員が理解、共有したうえで診療しています。



２．専門知識/技能の習得計画

● 基幹施設である高槻病院産婦人科には、専用のカンファレンス室および研修室（コモ

ンズ）が整備されています。

● インターネットが整備され、無料で”Up to date”が利用できます。また、図書室へ依頼

すると、国内外のほとんどの論文を無料で入手することができます。

● 毎週月曜～金曜に産婦人科の手術室枠があります。さらに、MFICU病棟内に帝王切開

手術室と手術対応可能な ハイリスク分娩室を持ち、常に緊急帝王切開が行えます。

● 日本産科婦人科学会などの学術集会に専攻医が積極的に参加し、領域講習受講や

発表を通じて、専門医として必要な総合的かつ最新の知識と技能の修得や、専門医と

してのプレゼンテーション方法について、学べます。

● 当プログラムでは、すべての連携施設において１週間に１度の診療科におけるカン

ファレンスおよび１ヶ月に１度の勉強会あるいは抄読会が行われています。

● 毎年2回開催される公開カンファレンスや講演会を通じて、地域の産婦人科の先生方も

交えて、積極的に意見交換を交わしています。それらは「高槻病院産婦人科研修プロ

グラム」全体での学習機会として継続していきます。



研究マインドの育成は、診療技能の向上に役立ちます。診療の中で生まれた疑問を

研究に結びつけて公に発表するためには、日常的に標準医療を意識した診療を行い、

かつ、その標準医療の限界を知っておくことが必須です。修了要件（整備基準項目53）

には学会・研究会での１回の発表および、論文1編の発表が含まれています。

広く認められる質の高い研究を行うためには、良い着眼点に加えて、正しいデータ解

析が必要です。そして学会発表のためには、データの示し方、プレゼンの方法を習得

する必要があります。さらに論文執筆にも一定のルールがあります。当プログラムには

それを経験してきた指導医がたくさん在籍し、適切な指導を受けることができます。

当プログラムでは、英語論文に触れることが最新の専門知識を取得するために必須

であると考えています。また、論文は、より多くの人に伝えたい内容を、可能な限り英文

で作成することを目指します。原則として、基幹施設である高槻病院において、日本産

科婦人科学会等の学会発表および論文執筆を目指し、さらに連携施設在籍中も積極

的に学会発表および論文執筆を目指します。

３．リサーチマインドの養成・学術活動に関する研修計画



高槻病院産婦人科 主要論文業績 （2016年～2020年）

３．リサーチマインドの養成・学術活動に関する研修計画

・ Shibata T, et al. Management of severe pregnancy-induced hypertension after 34 weeks of 
gestation: a prospective study to reduce the rate of cesarean section. Hypertension in 
Pregnancy 35:82-90, 2016.

・ Kotera T, et al. Twin pregnancy in a 51-year-old woman who underwent  autologous 
cryopreservation at the age of 36 years: case report. Reproductive Medicine and  Biology  
15:187-9, 2016

・ Matsuki R, et al. Management strategy of umbilical artery aneurysm complicated by cardiac 
anomaly: case study and literature review. J Matern Fetal Neonatal Med. 30:1809-12, 2016. 

・ Tokuda H, et al. Bleeding in the Retroperitoneal space under the broad ligament due to 
uterine perforation after dilatation and curettage: Report of a case. J Obstet Gynaecol Res. 
43:779-82, 2017. 

・ Asano S, et al.  Uterine adenosarcoma in Obese/Overweight Patients; A Report of Two 
Cases. Cancer Sci Res Open Access 4:1-3, 2017.

・ Kamiya A, et al. Gastric-type endocervical adenocarcinoma with uterine corpus 
mimicking primary endometrial carcinoma.J Obstet Gynaecol Res.  45:1414-7, 2019.

・ Iizuka N, et al.Malignant lymphoma of the ovary: A diagnostic pitfall of intraoperative 
consultation. Int J Gynecol Pathol. 39:79-83, 2020.



高槻病院産婦人科 主要論文業績 （2016年～2020年）

３．リサーチマインドの養成・学術活動に関する研修計画

・ Shibata T, et al. A disadvantage of cesarean section en caul: Umbilical velamentous insertion, 
a risk factor and proposed mechanism of neonatal anemia. J Obstet Gynaecol Res. 46 173-5, 
2020

・ Fukuoka Y, et al. Treatment strategy for failed repair of uterine rupture: Cleansing an 
abscess via the cervical canal. J Obstet Gynaecol Res. 46:1207-10, 2020.

・ Nishikawa S, et al. Complete rupture of unscarred uterus with delayed symptoms: Case 
report and possible mechanism. J Obstet Gynaecol Res. 2020. doi: 10.1111/jog.14261.   
(online ahead of print)



産婦人科専門医となるにあたり、（産婦人科領域の専門的診療能力に加え、）

医師として必要な基本的診療能力（コアコンピテンシー）を習得することも重要です。

医療倫理、医療安全、感染対策、の講習会を、各１単位（６０分）ずつ受講することが、

修了要件（整備基準項目53）に含まれています。

高槻病院では、医療安全、感染対策に関する講習会が定期的に行われています。

また、医療倫理に関する講習会も定期的に行われています。したがって、高槻病院

での研修期間中に、必ずそれらの講習会を受講することができます。さらにほとんど

の連携施設で、それらの講習会が行われ、受講できます。

４．コアコンピテンシーの研修計画



当プログラムの研修施設群の中で、地域医療を経験できる施設は以下の通りです。

いずれも地域の中核的病院であり、症例数も豊富です。いずれの施設にも指導医が在

籍し、研修体制は整っています。

５．地域医療に関する研修計画

【連携施設】

・ 大阪母子医療センター （大阪府 和泉市）

・ りんくう総合医療センター （大阪府 泉佐野市）

・ 明石医療センター （兵庫県 明石市）

・ 加古川中央市民病院 （兵庫県 加古川市）

これらの病院は産婦人科医が不足している地域に存在しますが、地域の強い要望と信

頼のもとに、高い医療水準で守ってこられました。当プログラムの専攻医は、これらの病

院のいずれかで、少なくとも一度は研修を行い、外来診療、夜間当直、救急診療、病診

連携、病病連携などを通じて地域医療を経験します。いずれの施設にも指導医が在籍し、

研修体制は整っています。

※なお、プログラム研修期間中に施設状況や所属指導医の変更により上記の施設認定区分は変
更となる可能性があります。詳細は統括責任者に随時ご確認ください。



1) 専門研修中の年度毎の標準的な研修計画

以下の研修計画はあくまでもモデルであり、個々の事情や研修達成状況を鑑みて、柔軟

に変更いたします。3年間で研修を修了することが目的ではなく、専門医にふさわしい知識、

技能、態度を習得することを目指しています。

専門研修1年目：

・ 内診、直腸診、経腟・腹部超音波検査、胎児心拍モニタリングを正しく行える。

・ 上級医の指導のもとで正常分娩の取り扱うことができる。

・ 通常の帝王切開、子宮内容除去術、子宮付属器摘出術ができる。

・ 婦人科の病理および画像を自分で評価できる。

専門研修2年目：

・ 妊婦健診および婦人科の一般外来ができる。

・ 異常な妊娠・分娩経過を判別し、問題のある症例は上級医に確実に相談できる。

・ 正常分娩を単独で取り扱える。

６．専攻医研修ローテーション



・上級医の指導のもとで、通常の帝王切開ができる。

・上級医の指導のもとで、通常の腹腔鏡下手術、腹式単純子宮全摘術ができる。

・上級医の指導のもとで、患者・家族からインフォームドコンセントを得ることができる。

専門研修3年目：

・ 帝王切開の適応を単独で判断できる。

・ 通常の帝王切開であれば、同学年の専攻医と一緒に実施できる。

・ 上級医の指導のもとで、前置胎盤症例など、特殊な症例の帝王切開ができる。

・ 上級医の指導のもとで、やや困難な症例であっても、腹式単純子宮全摘術ができる。

・ 悪性手術の手技を理解して、手術の助手ができる。

・ 単独で患者・家族からインフォームドコンセントを得ることができる。

６．専攻医研修ローテーション



2. 専門研修のローテーションについて

・ 専門研修の１年目、２年目は、原則として、多様な症例を経験できる高槻病院で研修を

行い、３年目以後に連携施設で研修を行います。

・ 当プログラムに属する連携施設は、いずれも高槻病院に劣らない豊富な症例数および

指導医による研修体制を有する、地域の中核病院です。

・ 婦人科手術件数の多い施設や分娩数の多い施設など、それぞれに特徴があります。

結婚・妊娠・出産など、専攻医一人一人の事情にも対応してローテーションを決めます。

・ なお、地域医療を経験できる施設で、少なくとも１度は、研修を行う必要があります。

６．専攻医研修ローテーション



高槻病院および連携施設群の指導医数、専門医数、および診療実績 （2019年）

６．専攻医研修ローテーション

施設名 指導医数 専門医数 分娩数
婦人科良性

疾患手術数

悪性腫瘍

症例数

体外受精

件数

愛仁会高槻病院 4 10 1117 220 61 0

福井大学 9 15 278 227 68 114

神戸大学 5 18 536 191 152 0

愛仁会千船病院 6 9 1829 635 64 0

後藤レディースクリニック 0 2 0 129 0 979

大阪医科大学 8 21 402 350 250 65

大阪母子医療センター 5 14 1669 0 0 0

りんくう総合医療センター 2 6 845 12 0 0

明石医療センター 2 5 863 394 20 0

加古川中央市民病院 2 5 712 181 0 0



１）到達度評価

・ 研修中に自己の成長を知り、研修の進め方を見直すためのものです。

・ 当プログラムでは、少なくとも12か月に1度は専攻医が研修目標の達成度および態度

および技能について、Web上で日本産科婦人科学会が提供する産婦人科研修管理

システムに記録し、指導医がチェックします。

・ 態度についての評価は、自己評価に加えて、指導医による評価（指導医あるいは施

設毎の責任者により聴取された看護師長などの他職種による評価を含む）がなされ

ます。

・ なお、これらの評価は、施設を異動する時にも行います。それらの内容は、プログラ

ム管理委員会に報告されます。専攻医の研修の進め方を決める上で、重要な資料と

なります。

７．専攻医の評価時期と方法



２） 総括的評価

・ 専門医認定申請年(3年目あるいはそれ以後）の3月末時点での研修記録および評価

に基づき、研修修了を判定するためのものです（修了要件は整備基準項目53）。

・ 自己・指導医による評価に加えて、手術・手技については各施設の産婦人科の指導

責任者が技能を確認します。他職種評価として、看護師長などの医師以外のメディカ

ルスタッフ1名以上からの評価も受けるようにします。

・ 専攻医は、専門医認定申請年の4月末までに、研修プログラム管理委員会に修了認

定の申請を行います。

・ 研修プログラム管理委員会は、5月末までに修了判定を行い、研修証明書を専攻医

に送付します。

・ その後、専攻医は、日本専門医機構に、専門医認定試験受験の申請を行います。

3) 修了要件

・ 専門研修プログラム整備基準（ 2020年2月21日改訂版）」修了要件の整備基準項目

53をご参照ください。

７．専攻医の評価時期と方法



当プログラム管理委員会は、基幹施設の指導医４名と連携施設担当者の計13名で構

成されています。プログラム管理委員会は、毎年5月と12月に委員会会議を開催します。

さらに、通信での会議も行いながら、専攻医および研修プログラムの管理と、研修プログ

ラムの改良を行います。

主な議題は以下の通りです。

・ 専攻医ごとの専門研修の進め方。到達度評価・総括的評価のチェック、修了判定。

・ 翌年度の専門研修プログラム応募者の採否決定。

・ 連携施設の前年度診療実績等に基づく、次年度の専攻医受け入れ数の決定。

・ 専攻医指導施設の評価内容の公表および検討。

・ 研修プログラムに対する評価や、サイトビジットの結果に基づく、研修プログラム改良

に向けた検討。

８．専門研修管理委員会の運営計画



日本産科婦人科学会、あるいは、日本産科婦人科学会の承認のもとで連合産科婦人

科学会などが主催する、産婦人科指導医講習会が定期的に行われています。そこで

は、産婦人科医師教育のあり方について講習が行われます。指導医講習会の受講は、

指導医認定や更新のために必須となっています。

さらに、専攻医の教育は研修医の教育と共通するところが多く、当プログラム研修施

設群に在籍している指導医の多くが、「医師の臨床研修に係る指導医講習会」を受講

し、医師教育のあり方について学んで、医師臨床研修指導医の認定を受けています。

９．専門研修指導医の研修計画



当プログラムの研修施設群は、 「産婦人科勤務医の勤務条件改善のための提言」(平

成25年4月、日本産科婦人科学会）に従い、「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツー

ル」（日本医師会）等を用いて、専攻医の労働環境改善に努めるようにしています。

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っています。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受けます。

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、

その内容は当プログラム研修管理委員会に報告されますが、そこには労働時間、当直回

数、給与など、労働条件についての内容が含まれます。

10．専攻医の就業環境の整備機能（労務管理）



近年、新たに産婦人科医になる医師は女性が6割以上を占めており、産婦人科の医療

体制を維持するためには、女性医師が妊娠、出産をしながらも、仕事を継続できる体制

作りが必須となっています。日本社会全体でみると、現在、女性の社会進出は先進諸国

と比べて圧倒的に立ち遅れていますが、わたしたちは、産婦人科が日本社会を先導する

形で、女性医師が仕事を続けられるよう体制を整えていくべきであると考えています。そ

してこれは女性医師だけの問題ではなく、男性医師も考えるべき問題でもあります。

当プログラムでは、ワークライフバランスを重視し、夜間・病児を含む保育園の整備、時

短勤務、育児休業後のリハビリ勤務など、誰もが無理なく希望通りに働ける体制作りを目

指しています。

10．専攻医の就業環境の整備機能（労務管理）

基幹施設である高槻病院では、

1） 院内保育所が整備され、夜間・病児保育も可能です。

2） 夜勤および当直終了後は、男女を問わず、通常業務が免除されています。

3） 完全チーム診療制を採用しており、休日や時間外の呼び出しは皆無です。



11．専門研修プログラムの改善方法

総括的評価を行う際、専攻医は指導医、施設、研修プログラムに対する評価も行いま

す。また、指導医も施設、研修プログラムに対する評価を行います。その内容は当プログ

ラム管理委員会で公表され、研修プログラム改善に役立てます。そして必要な場合は、施

設の実地調査および指導を行います。また、評価に基づいて何をどのように改善したかを

記録し、毎年、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会に報告します。

さらに、研修プログラムは日本専門医機構からのサイトビジットを受け入れます。その評

価を当プログラム管理委員会で報告し、プログラムの改良を行います。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、日本産科婦人科学

会中央専門医制度委員会に報告します。



11．専門研修プログラムの改善方法

専攻医や指導医が、専攻医指導施設や専門研修プログラムに大きな問題があると考え

た場合、当プログラム管理委員会を介さずに、いつでも直接、下記の連絡先から

日本産婦人科学会中央専門医制度委員会に訴えることができます。

この内容には、パワーハラスメントなどの人権問題が含まれます。

電話番号： 03-5524-6900

e-mailアドレス： nissanfu@jsog.or.jp 

住所：〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目6-18 東京建物京橋ビル 4階

mailto:nissanfu@jsog.or.jp


12. 専攻医の採用と登録

採用や当プログラムへの応募に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

〒569-1192 大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号

愛仁会高槻病院 臨床研修センター

TEL： 072-681-3801

FAX： 072-682-3834

E-mail：welcome@ajk.takatsuki-hp.or.jp

※ 応募申請用紙は高槻病院のwebsite (http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp)

よりダウンロードすることもできます。

mailto:hidemi.kurahashi@ajk.takatsuki-hp.or.jp


12. 専攻医の採用と登録

研修開始届け

研修を開始した専攻医は、各年度の5月31日までに、専攻医の履歴書、専攻医の初

期研修修了証を、産婦人科研修管理システムにWeb上で登録します。

産婦人科専攻医研修を開始するためには、以下の3点が必要になります。

① 医師臨床研修（初期研修）修了後であること、

② 日本産科婦人科学会へ入会していること、

③ 専攻医研修管理システム使用料を入金していること、

何らか理由で、手続きが遅れる場合には、当プログラム統括責任者にご相談ください。



資料 1 2017年度以降に研修を始める専攻医のための研修カリキュラム

I. 目的
医師としての基本的姿勢（倫理性、社会性ならびに真理追求に関して）を有し、かつ4領域（生殖内分泌、周産期、婦人科

腫瘍、ならびに女性のヘルスケア）に関する基本的知識・技能を有した医師（専門医）を育成する。そのための専門研修カ
リキュラムを示した。なお、専攻医が専門医として認定されるために必要な「専門医共通講習受講（医療安全、医療倫理、
感染対策の3点に関しては必修）」、「産婦人科領域講習」、ならびに「学術業績・診療以外の活動実績」の要件を、専攻医
がプログラム履修中に満たすことができるようプログラム統括責任者は十分に配慮する。

II. 医師としての倫理性と社会性
医師としての心構えを2006年改訂世界医師会ジュネーブ宣言(医の倫理)ならびに2013年改訂ヘルシンキ宣言（人間を対

象とする医学研究の倫理的原則）に求め、それらを忠実に実行できるよう不断の努力を行う。2013年改訂ヘルシンキ宣言

一般原則冒頭には以下「」内のようにある。「世界医師会ジュネーブ宣言は、『私の患者の健康を私の第一の関心事とす
る』ことを医師に義務づけ、また医の国際倫理綱領は、『医師は、医療の提供に際して、患者の最善の利益のために行動
すべきである』と宣言している」。これら観点から以下を満足する医師をめざす。

1) クライアントに対して適切な尊敬を示すことができる。
2) 医療チーム全員に対して適切な尊敬を示すことができる。
3) 医療安全と円滑な標準医療遂行を考慮したコミュニケーションスキルを身につけている。
4) クライアントの多様性を理解でき、インフォームドコンセントの重要性について理解できる。

II-1. 到達度の評価
専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。

III. . 学問的姿勢

先人の努力により、現在の標準医療があることを理解し、より質の高い医療に寄与できるよう、「真理の追求」を心掛け、
以下6点を真摯に考慮し可能なかぎり実行する。

1) 産婦人科学および医療の進歩に対応できるよう不断に自己学習・自己研鑽する。
2) Evidence-based medicine（EBM）を理解し、関連領域の診療ガイドライン等を参照して医療を行える。
3) 学会に参加し研究発表する。
4) 学会誌等に論文発表する。
5) 基礎・臨床的問題点解決を図るため、研究に参加する。
6) 本邦の医学研究に関する倫理指針を理解し、研究実施の際にそれらを利用できる。

III-1．評価

専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。なお、学会発表、論文執筆、獲得単位数についても評
価し、適宜指導する。



IV. 4領域別専門知識・技能の到達目標、経験目標症例数、ならびに専門医受験に必要な専門技能経験症例数。

IV -1. 生殖・内分泌領域

排卵・月経周期のメカニズムを理解し、排卵障害や月経異常とその検査、治療法を学ぶ。不妊症、不育症の概念を把握し、適切な診
療やカウンセリングを行うのに必要な知識・技能・態度を身につける。
(1) 以下いずれについても複数例の症例で経験したことがあり、それらに関して説明、診断、あるいは実施することができる （いずれも必
須）。
視床下部-下垂体-卵巣-子宮内膜変化の関連、女性の基礎体温、血中ホルモン（FSH、LH、PRL、甲状腺ホルモン、エストラジオール、プロ
ゲステロン、テストステロン等）の評価、ホルモン負荷試験（GnRH、TRH、プロゲステロン試験、エストロゲン＋プロゲステロン試験）の意義

と評価、乏精子症、原発・続発無月経、過多月経・過少月経、機能性子宮出血、月経困難症・月経前症候群、肥満・やせ、多嚢胞性卵巣
症候群、卵管性不妊症の病態、子宮因子による不妊症、子宮内膜ポリープ、子宮腔内癒着、子宮内膜症、腹腔鏡検査/子宮鏡検査/腹
腔鏡下手術/子宮鏡下手術の適応、腹腔鏡検査/子宮鏡検査/腹腔鏡下手術/子宮鏡下手術の設定方法。
(2) 以下のいずれについても診断・病態等について説明できる (いずれも必須)。
Turner症候群、アンドロゲン不応症、Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser症候群、体重減少性無月経および神経性食欲不振症、乳汁漏出性
無月経、薬剤性高PRL血症、下垂体腫瘍、早発卵巣不全・早発閉経。
(3)以下のいずれの技能についても経験が必須である。
頸管粘液検査、性交後試験（Hühner試験）、超音波検査による卵胞発育モニタリング、子宮卵管造影検査、精液検査、腹腔鏡下手術、
あるいは子宮鏡下手術。
(4) 以下のいずれの専門技能についても経験していることが望ましい。
卵管通気・通水検査、子宮鏡検査、腹腔鏡検査、子宮腔癒着剝離術（Asherman症候群）あるいは子宮形成術。

IV-1-1．経験すべき疾患と具体的な達成目標
(1) 内分泌疾患

① 女性性機能の生理で重要な、視床下部―下垂体―卵巣系のホルモンの種類、それぞれの作用・分泌調節機構、および子宮内膜の
周期的変化について理解し、説明できる。

② 副腎・甲状腺ホルモンの生殖における意義を理解し説明できる。
③ 月経異常をきたす疾患について理解し、分類・診断でき、治療できる。

(2) 不妊症
① 女性不妊症について検査・診断を行うことができ、治療法を説明できる。
② 男性不妊症について検査・診断を行うことができ、治療法を説明できる。
③ その他の原因による不妊症検査・診断を行うことができ、治療法を説明できる。
④ 高次で専門的な生殖補助医療技術について、倫理的側面やガイドラインを含めて説明し、紹介できる（生殖補助医療における採卵

あるいは胚移植に術者、助手、あるいは見学者として5例以上経験する）。
⑤ 不妊症チーム一員として不妊症の原因検索あるいは治療に担当医(あるいは助手)として5例以上経験する。



(3) 不育症
① 不育症の定義や不育症因子について理解し、それぞれを適切に検査・診断できる。
② 受精卵の着床前診断の適応範囲と倫理的側面を理解できる。

IV -1-2．検査を実施し、結果に基づいて診療をすることができる具体的項目
(1) 家族歴、月経歴、既往歴の聴取
(2) 基礎体温表
(3) 血中ホルモン値測定
(4) 超音波検査による卵胞発育モニタリング、排卵の判定
(5) 子宮卵管造影検査、卵管通気・通水検査
(6) 精液検査
(7) 頸管粘液検査、性交後試験（Huhner試験）
(8) 子宮の形態異常の診断：経腟超音波検査、子宮卵管造影

IV -1-3．治療を実施でき、手術では助手を務めることができる具体的な項目
(1) Kaufmann療法; Holmstrom療法
(2) 高プロラクチン血症治療、乳汁分泌抑制法
(3) 月経随伴症状の治療
(4) 月経前症候群治療
(5) AIHの適応を理解する
(6) 排卵誘発：クロミフェン・ゴナドトロピン療法の適応を理解する。
副作用対策 i) 卵巣過剰刺激症候群 ii) 多胎妊娠
(7) 生殖外科（腹腔鏡検査、腹腔鏡下手術、子宮鏡下手術）

IV -1-4．評価
専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。



IV -2. 周産期領域

妊娠、分娩、産褥ならびに周産期において母児の管理が適切に行えるよう、母児の生理と病理を理解し、保健指導と適切な診療を実施す
るのに必要な知識・技能・態度を身につける。

(1) 以下いずれについても複数例の症例で経験したことがあり、それらに関して説明、診断、あるいは実施することができる （いずれも必須）。

妊娠週数の診断、葉酸摂取の効用、出生前診断に関する倫理的事項ならびに出生前診断法、妊婦定期健診において検出すべき異常、妊
娠悪阻時の治療法、切迫流産治療法、流産患者への対応、異所性妊娠への対応、妊娠中ならびに授乳女性への薬剤投与の留意点、妊娠
中ならびに産褥女性の血栓症リスク評価と血栓症予防法、妊娠初期子宮頸部細胞診異常時の対応、妊娠初期付属器腫瘤発見時の対応、
妊娠中の体重増加、妊娠糖尿病スクリーニング法と診断法、妊婦へのワクチン接種に関する留意点、妊娠女性放射線被曝の影響、子宮収
頸管長測定の臨床的意義、子宮頸管無力症の診断と治療法、切迫早産の診断と治療法、前期破水への対応、常位胎盤早期剝離の診断と
治療法、前置胎盤の診断と治療法、低置胎盤の診断と治療法、多胎妊娠の診断と留意点、妊娠高血圧症候群およびHELLP症候群の診断と
治療法、羊水過多（症）/羊水過少（症）の診断と対応、血液型不適合妊娠あるいはRh不適合妊娠の診断と対応、胎児発育不全（FGR）の診
断と管理、妊娠女性生殖器、母子感染予防法、GBSスクリーニング法、巨大児が疑われる場合の対応、産褥精神障害が疑われる場合の対
応、単胎骨盤位への対応、帝王切開既往妊婦への対応、Non-stress test（NST）、contraction stress test（CST）、biophysical profile score（BPS）、
頸管熟化度の評価（Bishopスコア）、Friedman曲線、分娩進行度評価（児頭下降度と子宮頸管開大）、子宮収縮薬の使用法、吸引/鉗子分娩
の適応と要約（子宮底圧迫法の留意点を含む）、過強陣痛を疑うべき徴候、妊娠41週以降妊婦への対応、分娩監視法、胎児心拍数図の評
価法と評価後の対応（胎児機能不全の診断と対応）、分娩誘発における留意点、正常分娩の児頭回旋、産後過多出血（PPH）原因と対応、
新生児評価法（Apgar スコア、黄疸の評価等）、正常新生児の管理法。

(2) 以下のいずれについても診断・病態・治療等について説明できる (いずれも必須)。

妊娠悪阻時のウェルニッケ脳症、胞状奇胎、抗リン脂質抗体症候群合併妊娠、子癇、妊婦トキソプラズマ感染、妊婦サイトメガロウイルス感
染、妊婦パルボウイルスB19感染、子宮破裂時の対応、臍帯脱出/下垂時の対応、産科危機的出血への対応、羊水塞栓症。

(3) 以下のいずれの技能についても経験が必須である。

子宮内容除去術、子宮頸管縫縮術、子宮頸管縫縮糸の抜糸術、経膣超音波断層法による子宮頸管長測定法、超音波断層法による胎児体
重の予測法、内診による子宮頸管熟化評価法、吸引分娩あるいは鉗子分娩法、会陰保護、内診による児頭回旋評価、会陰切開術、腟・会
陰裂傷/頸管裂傷の縫合術、帝王切開術、骨盤位帝王切開術。

(4) 以下のいずれの専門技能についても経験していることが望ましい。

異所性妊娠手術、器械的子宮頸管熟化術、新生児蘇生法、前置胎盤帝王切開術、骨盤位牽出術、胎盤用手剝離術、双合子宮圧迫法、分
娩後の子宮摘出術。



IV -2-1．正常妊娠・分娩・産褥の具体的な達成目標。
(1) 正常妊娠経過に照らして母児を評価し、適切な診断と保健指導を行う。

① 妊娠の診断
② 妊娠週数の診断
③ 妊娠に伴う母体の変化の評価と処置
④ 胎児の発育、成熟の評価
⑤ 正常分娩の管理 (正常、異常を含むすべての経膣分娩の立ち会い医として100例以上経験する)

(2) 正常新生児を日本版NRP[新生児蘇生法]NCPRに基づいて管理することができる。

IV -2-2．異常妊娠・分娩・産褥のプライマリケア、管理の具体的な達成目標。
(1) 切迫流産、流産
(2) 異所性妊娠（子宮外妊娠）
(3) 切迫早産・早産
(4) 常位胎盤早期剝離
(5) 前置胎盤 (常位胎盤早期剝離例と合わせ5例以上の帝王切開執刀あるいは帝王切開助手を経験する)、低置胎盤
(6) 多胎妊娠
(7) 妊娠高血圧症候群
(8) 胎児機能不全
(9) 胎児発育不全(FGR)

IV -2-3．異常新生児の管理の具体的な達成目標。
(1) プライマリケアを行うことができる。
(2) リスクの評価を自ら行うことができる。
(3) 必要な治療・措置を講じることができる。
IV -2-4．妊婦、産婦、褥婦ならびに新生児の薬物療法の具体的な達成目標。
(1) 薬物療法の基本、薬効、副作用、禁忌薬を理解したうえで薬物療法を行うことができる。
(2) 薬剤の適応を理解し、適切に処方できる。
(3) 妊婦の感染症の特殊性、母体・胎内感染の胎児への影響を理解できる。

IV -2-5．産科手術の具体的な達成目標。
(1) 子宮内容除去術の適応と要約を理解し、自ら実施できる（子宮内膜全面掻爬を含めた子宮内容除去術を執刀医として10例以上経験
する）。
(2) 帝王切開術の適応と要約を理解し、自ら実施できる（執刀医として30例以上、助手として20例以上経験する。これら50例中に前置胎
盤/常位胎盤早期剝離を5例以上含む）。
(3) 産科麻酔の種類、適応ならびに要約を理解できる。



(IV -2-6．態度の具体的な達成目標。
(1) 母性の保護、育成に努め、胎児に対しても人としての尊厳を付与されている対象として配慮することができる。

IV -2-7．評価
専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。

IV -3． 婦人科腫瘍領域

女性生殖器に発生する主な良性・悪性腫瘍の検査、診断、治療法と病理とを理解する。性機能、生殖機能の温存の重要性を理解する。
がんの早期発見、とくに、子宮頸癌のスクリーニング、子宮体癌の早期診断の重要性を理解し、説明、実践する。
(1) 以下いずれについても複数例の症例で経験したことがあり、それらに関して説明、診断、あるいは実施することができる （いずれも必
須）。

腫瘍マーカーの意義、バルトリン腺膿瘍・嚢胞への対応、子宮頸部円錐切除術の適応、子宮頸部円錐切除術後妊娠時の留意点、子宮
頸部円錐切除術後のフォローアップ、子宮筋腫の診断と対応、腺筋症診断と対応、子宮内膜症診断と対応、卵巣の機能性腫大の診断
と対応、卵巣良性腫瘍の診断と対応、卵巣類腫瘍病変(卵巣チョコレート嚢胞)の診断と対応、子宮頸管・内膜ポリープ診断と対応、子宮
頸癌/CIN診断と対応、子宮体癌/子宮内膜(異型)増殖症診断と対応、卵巣・卵管の悪性腫瘍の診断と対応。
(2) 以下のいずれについても診断・病態・治療等について説明できる (いずれも必須)。
子宮肉腫、胞状奇胎、侵入奇胎、絨毛癌、Placental site trophoblastic tumor(PSTT), Epithelial trophoblastic tumor (ETT)、存続絨毛症、外
陰がん、腟上皮内腫瘍(VaIN)、外陰悪性黒色腫、外陰Paget病、腟扁平上皮癌、腟悪性黒色腫。
(3) 以下のいずれの技能についても経験が必須である。

内診による小骨盤腔内臓器サイズの評価、超音波断層装置による骨盤内臓器の評価、子宮頸部細胞診、子宮内膜細胞診、バルトリン
腺膿瘍・嚢胞の切開・排膿・造袋術、子宮内膜組織診、子宮頸管・内膜ポリープ切除術、子宮頸部円錐切除術、付属器・卵巣腫瘍・卵巣
嚢腫摘出術、子宮筋腫核出術、単純子宮全摘術。
(4) 以下のいずれの専門技能についても経験していることが望ましい。

腹水・腹腔洗浄液細胞診、腹腔鏡検査、コルポスコピー下狙い生検、胞状奇胎除去術、準広汎子宮全摘術・広汎子宮全摘術、後腹膜リ
ンパ節郭清、悪性腫瘍staging laparotomy、卵巣・卵管の悪性腫瘍のprimary debulking surgery。

IV -3-1．検査を実施し、結果に基づいて診療をすることができる具体的項目
(1) 細胞診
(2) コルポスコピー
(3) 組織診
(4) 画像診断

① 超音波検査：経腟、経腹
② レントゲン診断（胸部、腹部、骨、IVP）
③ MRI
④ CT



IV -3-2．病態と管理・治療法を理解し、診療に携わることができる必要がある具体的婦人科疾患
(1) 子宮筋腫、腺筋症
(2) 子宮頸癌/CIN
(3) 子宮体癌/子宮内膜（異型）増殖症
(4) 子宮内膜症
(5) 卵巣の機能性腫大
(6) 卵巣の良性腫瘍、類腫瘍病変（卵巣チョコレート嚢胞）
(7) 卵巣・卵管の悪性腫瘍
(8) 外陰疾患
(9) 絨毛性疾患

IV -3-3．前後の管理も含めて理解し、携わり、実施できる必要がある具体的治療法。
(1) 手術

① 単純子宮全摘術 （執刀医として10例以上経験する、ただし開腹手術5例以上を含む）
② 子宮筋腫核出術（執刀）
③ 子宮頸部円錐切除術（執刀）
④ 付属器・卵巣摘出術、卵巣腫瘍・卵巣囊胞摘出術 (開腹、腹腔鏡下を含め執刀医として10例以上経験する)
⑤ 悪性腫瘍手術（浸潤癌手術、執刀あるいは助手として5例以上経験する）
⑥ 腟式手術 (頸管無力症時の子宮頸管縫縮術, 子宮頸部円錐切除術等を含め執刀医として10例以上経験する)
⑦ 子宮内容除去術 (流産等時の子宮内容除去術を含め悪性診断目的等の子宮内膜全面掻爬術を執刀医として10例以上経験する)
⑧ 腹腔鏡下手術（執刀医あるいは助手として15例以上経験する。ただし1）, 4）と重複は可能）

(2) 適切なレジメンを選択し化学療法を実践できる。
(3) 放射線腫瘍医と連携し放射線療法に携わることができる。

IV -3-4．評価
専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。

IV -4． 女性のヘルスケア領域

思春期、性成熟期、更年期・老年期の生涯にわたる女性のヘルスケアの重要性を、生殖機能の観点からも理解し、それぞれの時期に特
有の疾病の適切な検査、治療法を実施できる。
(1) 以下いずれについても複数例の症例で経験したことがあり、それらに関して説明、診断、あるいは実施することができる （いずれも必須）。

カンジダ腟炎・外陰炎、トリコモナス腟炎、細菌性腟症・腟炎、子宮奇形、思春期の月経異常、加齢にともなうエストロゲンの減少と精神・身
体機能に生じる変化（骨量血中脂質変化等）、エストロゲン欠落症状、更年期障害に伴う自律神経失調症状、骨粗鬆症、メタボリック症候群、
子宮脱・子宮下垂・腟脱（尿道過可動・膀胱瘤・直腸瘤・小腸瘤）、尿路感染症（膀胱炎、腎盂腎炎）、クラミジア頸管炎、ホルモン補充療法。



(2) 以下のいずれについても診断・病態・治療等について説明できる (いずれも必須)。
腟欠損症（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser症候群）、Turner症候群、精巣女性化症候群、早発思春期、遅発思春期、子宮内膜炎、卵管炎、骨
盤腹膜炎と汎発性腹膜炎、性器結核、Fitz-Hugh-Curtis、淋菌感染症、性器ヘルペス、ベーチェット病、梅毒、HIV感染症、臓器間の瘻孔（尿道
腟瘻、膀胱腟瘻、尿管腟瘻、直腸腟瘻、小腸腟瘻）、月経瘻（子宮腹壁瘻、子宮膀胱瘻、子宮直腸瘻）
(3) 以下のいずれの技能についても経験が必須である。

ホルモン補充療法、子宮脱・子宮下垂の保存療法（腟内ペッサリー）、子宮脱・子宮下垂の手術療法（腟式単純子宮全摘術および上部腟管
固定術、前腟壁形成術、後腟壁形成術。
(4) 以下のいずれの技能についても経験していることが望ましい。
Manchester手術、腟閉鎖術、Tension-free Vaginal Mesh［TVM］法、腹圧性尿失禁に対する手術療法（Tension-free Vaginal Tape［TVT］法）。

IV -4-1．思春期・性成熟期に関する具体的な達成目標
(1) 性器発生・形態異常を述べることができる。
(2) 思春期の発来機序およびその異常を述べることができる。
(3) 月経異常の診断ができ、適切な治療法を述べることができる。
(4) 年齢を考慮した避妊法を指導することができる。

IV -4-2．中高年女性のヘルスケアに関する具体的な達成目標
(1) 更年期・老年期女性のヘルスケア

① 更年期障害の診断・治療ができる。
② 中高年女性に特有な疾患、とくに、骨粗鬆症、メタボリック症候群（高血圧、脂質異常症、肥満）の重要性を閉経との関連で理解する。
③ ホルモン補充療法のメリット、デメリットを理解し、中高年女性のヘルスケアに応用できる。

(2) 骨盤臓器脱(POP)の診断と適切な治療法を理解できる。

IV -4-4．産婦人科心身症に関する具体的な達成目標
(1) 産婦人科心身症を理解し管理できる。

IV -4-5．母性衛生に関する具体的な達成目標
(1) 思春期、性成熟期、更年期・老年期の各時期における女性の生理、心理を理解し、適切な保健指導ができる（思春期や更年期以降女性
の腫瘍以外の問題に関する愁訴に対しての診断や治療を担当医あるいは助手として5例以上経験する）。
(2) 経口避妊薬や低用量エストロゲン・プロゲスチン薬の処方（初回処方時の有害事象等の説明に関して、5例以上経験する）
IV -4-3．感染症に関する具体的な達成目標
(1) 性器感染症の病態を理解し、診断、治療ができる。
(2) 性感染症（STI）の病態を理解し、診断、治療ができる。

IV -4-6．評価
専攻医は研修管理システムによって到達度・総括評価を受ける。


