
■ 電車でお越しの場合 JR 東海道本線（琵琶湖線）の「瀬田駅」で下車　
　瀬田駅前から「滋賀医大」行きのバスに乗車し、「滋賀医大病院前」で下車。
※JR瀬田駅には新快速は停まりません。快速または各駅停車をご利用ください。

滋賀医科大学への交通のご案内

JR 京都駅 JR瀬田駅

滋賀医科大学
医学部附属病院

名神高速道路

約20分

1.3km

約 2分

「大学病院前」で下車

JR瀬田駅から
TAXI で約 10分
片道 1,500 円

JR 瀬田駅から
バスで約 20分
片道 260円

JR 南草津駅から
バスで約 20分
片道 310円

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
電話：077-548-2912　E-mail：hqkensyu@belle.shiga-med.ac.jp　FAX：077-548-2832

URL：http://kensyu.es.shiga-med.ac.jp/kensyu/specialist-program/

滋賀医科大学医学部附属病院　病院研修係

京都駅から、JR普通で、約 20分で瀬田駅です。
思ったより近いのでぜひ一度見学にお越しください
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病院長からのメッセージ

　平成30年４月から、新しい専門医制度が開始されました。それまでの、学会主導による専門医制度と最も
違う点は、専門医認定機構という第三者機関により認定される制度になった点です。これまでは、少しずつ
しか進んでこなかった施設認定と専門医認定、すなわち認められた施設の、認められた医師（専門医）だけ
がおこなうことのできる技術（例えば手術の術式）や薬剤の使用（処方権）などが拡大されることが予想さ
れます。
　初期研修を修了した方は19の基本領域のどれかを選択して専門医研修を受けることが基本的に求められる
ようになります。新専門医制度では、「日本専門医機構が認定する「専門医」とは、それぞれの診療領域にお
ける適切な教育を受けて、十分な知識・経験を持ち患者から信頼される標準的な医療を提供できるとともに
先端的な医療を理解し情報を提供できる医師と定義されます」（日本専門医機構HPより）とされています。
　これを順に考察すると、プログラムは適切な教育を行えるか、すなわち指導医は複数在り、かつ充実して
いるか？十分な知識と経験は、すなわち豊富な経験症例が積めるか？先端的な医療の理解とは、カンファレ
ンスや学会活動は活発か？に還元されます。滋賀医大は、特定機能病院の性格上、基本的には常勤の半分以
上が専門医です。研修医を指導するスタッフの多くが専門医であることを意味します。毎年多数の専門医プ
ログラム加入者があるため、各科では理想的ないわゆる屋根瓦研修ができています。私たちの病院では、こ
の本にある18領域で専門医プログラムを用意しておりますが、各診療科は長い歴史を持ち、県の医療に深く
携わっており、連携病院の医療はそれぞれの医局で学んだ仲間ですので、教育方針には一貫性があります。
同じ理念を共有して学ぶとも言えます。また、私たちの病院そのものも開設以来40年以上の歴史があり地域
に根ざした、滋賀県の医療体制を支える病院としての実績があります。専門医機構が最後に掲げる、先端的
な医療を理解し情報を提供できる医師は、まさに大学病院が研修基幹病院であったときに発揮される強みで
あり、豊富なカンファレンス、学会活動に対する強力なサポートは大学病院ならではのものです。
　当院は滋賀県の種々のセンター機能を持っています。これが経験症例の豊かさにつながります。例えば、
「がん治療」では滋賀県がん診療高度拠点中核病院の指定を受け、ロボット支援手術による低侵襲治療や、特
徴あるがん治療を展開しています。「新生児　産科医療」では総合周産期母子医療センターを有し、６床の
MFICU、12床のNICUを運営する実績は滋賀県でトップレベルです。「救急　災害医療」では12床の集中治
療病床やヘリポートを持ち、広く県全体から患者を受け入れています。難病センターは厚労省の認定する難
病（膠原病や遺伝子疾患など）の県のセンターですし、アレルギー疾患では中核をになう病院となっており
ます。このようにがん治療からアレルギーや難病まで多くの分野で力を発揮している病院です。
　私たちの病院の理念の一つがグローバルな視点を持つ人間性豊かで優秀な医療人の育成です。良き医療人
を育成することにより地域に貢献する病院です。私たちと共に学びましょう。

＃　�滋賀医大は優れた専門医指導医と豊富な経験症例で、あなたを
立派な専門医に育てます。

＃　�私達は、専門医研修プログラムに参加する医師を歓迎します。

滋賀医科大学医学部附属病院長　田中　俊宏
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概　要
所 在 地：大津市瀬田月輪町
開 設 者：国立大学法人滋賀医科大学
開設年月日：昭和53年4月1日
開院年月日：昭和53年10月1日
病 院 長：田中　俊宏
病 床 数：603床（一般：569床　精神：34床)

建物建面積：� 20,256㎡
建物延面積：� 66,8571㎡
医 師 数：　常　勤　359人
　　　　　　　非常勤　114人
一日平均外来患者数：1220.0人
一日平均入院患者数：�� 484.3人

内科（循環器、呼吸器、消化器、血液、糖尿病内分泌、腎臓、脳神経、腫瘍）、外科（消化器、乳腺・小児・
一般、心臓血管、呼吸器）、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、母子診療科、女性診療科、泌尿器科、眼科、
小児科、精神科、皮膚科、麻酔科、ペインクリニック科、放射線科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、
臨床遺伝相談科、病理診断科、救急科、形成外科

領　　域 プログラム責任者

内科 中川　義久 内科学講座（循環器内科）

小児科 丸尾　良浩 小児科学講座

精神科 尾関　祐二 精神医学講座

皮膚科 藤本　徳毅 皮膚科学講座

外科 谷　　眞至 外科学講座（消化器外科）

整形外科 久保　充彦 整形外科学講座

脳神経外科 野﨑　和彦 脳神経外科学講座

耳鼻咽喉科 清水　猛史 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

産婦人科 村上　　節 産科学婦人科学講座

泌尿器科 河内　明宏 泌尿器科学講座

眼科 大路　正人 眼科学講座

麻酔科 北川　裕利 麻酔科学講座

放射線科 渡邉　嘉之 放射線科学講座

救急科 田畑　貴久 救急集中治療医学講座

リハビリテーション科 児玉　成人 リハビリテーション部

病理診断科 九嶋　亮治 臨床検査医学講座

総合診療 松村　一弘 家庭医療学講座

形成外科 鈴木　義久 形成外科

滋賀医科大学医学部附属病院 概要

診療科

専門研修プログラム
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一次募集　：　2021年　　月　　日（　）　〜　　　月　　日（　）　【 当日消印有効 】

二次募集　：　2021年　　月　　日（　）　〜　　　月　　日（　）　【 当日消印有効 】

①採用願書（１）　
②履歴書・エントリーシート　
③医師免許証（コピー）
④臨床研修修了登録証（コピー）または修了見込証明書

　本院在籍の方は　① を
　それ以外の方は　すべてを
　「滋賀医科大学医学部附属病院　クオリティマネジメント課病院研修係」に送付してください。

募集期間

滋賀医科大学医学部附属病院 専攻医の募集の方法等

応募書類

身　分
医員（専攻医）

滋賀医科大学医学部附属病院 専攻医の処遇

休　暇
年次休暇、病気休暇、忌引、産前・産後休暇、
夏期休暇　等

給　与
日給額　16,390円（医師免許取得後７年未満）
日給額　17,880円（医師免許取得後７年以上）

勤務時間
８：30〜17：15（休憩60分）

手　当
通勤手当、超過勤務手当、夜勤手当、退職手当、
宿日直手当、特殊勤務手当

（要件該当者に本学規程に基づき支給）

健康保険等
健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労災保険に
加入

医師賠償責任保険
個人で任意加入

その他
自宅と大学との距離が2㎞以上の方は車通勤可

病院賠償責任保険
加入
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専門研修
プログラム案内
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１年次 内科② 内科③ 内科④ 内科⑤ 内科⑥ 内科⑦

２年次

3年次 選択科
＊

選択科
＊

選択科
＊

選択科
＊

選択科
＊

選択科
＊

＊ 希望・症例経験数により決定（腫瘍内科、皮膚科、整形外科、総合診療部、救急部、臨床病理部など）

Subspecialty研修（or 大学院）

各科重点コースの具体例

連携、特別連携病院での研修開始時期はフレキシブルに（１年次から３年次可）

原則１年次は各内科を 4 週間ローテート研修（外来研修を含む）

内科①

連携施設（1年間）

内科①

・ 豊富な症例数を誇る大学病院と様々な特徴を持つ県内外の連携病院の研修で、 3年間で定められた56疾患
群、 160症例以上を経験出来ます（初期研修期間で80症例まで経験可能）。

・ Subspecialty領域が決定している場合の各科重点コース（内科専門研修とSubspecialty専門研修の連動研
修：並行研修）と全般的に研修する内科重点コース。 多彩で、フレキシブルなカリキュラムを用意します。 
各領域の指導医で構成される研修委員会が進捗状況に合わせたカリキュラムを提案し、 初期研修医時とは
異なるローテーション研修が可能です。

特　徴

内科専門研修プログラム

募集定員（予定）
20名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
約500名（49名）

■�県内施設  大津赤十字病院＊、 市立大津市民病院＊、 草津総合病院＊、 済生会滋賀県病院＊、滋賀県総合病
院＊、 近江八幡市立総合医療センター＊、 彦根市立病院＊、 市立長浜病院＊、JCHO滋賀病院、 
公立甲賀病院、 東近江総合医療センター＊、 長浜赤十字病院、 野洲病院、豊郷病院、 湖東記念病
院、 東近江市立能登川病院、 高島市民病院

■�県外施設  京都岡本記念病院＊、 京都市立病院、 南京都病院、 宇多野病院＊、 武田総合病院＊、音羽病院＊、
高槻赤十字病院、 北野病院、 大阪赤十字病院＊、 住友病院、 済生会中津病院、 堺市立総合医療セ
ンター、 天理よろづ相談所病院、 赤穂市民病院＊、 倉敷中央病院＊、 国立がん研究センター中央
病院、 枚方公済病院、和歌山県立医科大学附属病院＊、大阪医科大学附属病院＊、日本生命病
院＊、関西医科大学附属病院、関西医科大学総合医療センター

■�特別連携施設 近江草津徳洲会病院、 守山市民病院、 ヴォーリズ記念病院、 友仁山崎病院、 甲南病院

連携病院

研修スケジュール（例）

（＊相互連携病院）

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：sumsprod＠belle.shiga-med.ac,jp
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内科専門研修プログラム

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）

1年目修了時
　 ▪入院で担当する疾患の基本的知識･薬剤の使い方や注意点を学ぶ
　　（例）
　　・肺癌の計画された化学療法
　　・COPDや喘息の急性悪化
　　・間質性肺炎のステロイド治療
　　・気胸や胸水貯留例のドレナージ管理
　 ▪基本手技を経験する
　 ▪気管支内視鏡の操作に慣れる（上級医の監督の下）
　 ▪症例報告など学会発表を経験する

2年目修了時
　 ▪入院で担当する疾患について、自分なりに治療方針を組み立てる（上級医の監督の下）
　 ▪より重症、複雑、困難な症例を多く担当する
　 ▪気管支内視鏡などの手技を自分で完遂できる（上級医の監督の下）
　 ▪症例報告など学会発表を主導して経験する

3年目修了時
　 ▪入院で担当する疾患について、カンファレンスなどで相談の上、自分で治療方針を組み立てる
　 ▪2年目までに得た知識と経験をふまえ、より多くの症例で、より実践的な経験をつむ
　 ▪外来診療を経験する
　 ▪ より専門的かつアカデミックな活動の準備段階として、症例報告だけでなく、レビューや臨床研究の報

告や投稿を行う

●呼吸器内科

1年目修了時
　 滋賀医大消化器内科では並行研修として専攻医1年次から積極的に内視鏡手技に取り組んでもらいます
（希望がある場合）。

　 4月から上部消化管内視鏡検査・腹部エコー、達成度に応じて5月ぐらいから大腸内視鏡を始めます。
　 1年次終了時には上部のルーチン検査、上級医立ち会い下での適切な止血処置、8-9割の症例で大腸内視鏡操

作の完遂とEMR手技、肝生検、ERCPでの側視鏡操作、などこれまでの実績からほぼ全専攻医が達成できます。

●消化器内科

1年目修了時
　 循環器内科医として各種中心静脈への穿刺とワイヤー挿入が問題なく行える。　　　　 　
　スワンガンツカテーテル検査を単独で実施できる。

2年目修了時
　 心臓超音波検査を施行医として独立して行える。 　
　カテーテル冠動脈造影検査を独立して完遂できる。

3年目修了時
　 心臓超音波検査を施行医として独立して行える。 　
　カテーテル冠動脈造影検査を独立して完遂できる。

●循環器内科
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内科専門研修プログラム

●血液内科
1年目修了時
　 ・骨髄穿刺・骨髄生検の実施 
　 ・ 腹部超音波検査・診断
　・PICC挿入・CV挿入
　・脳脊髄液検査・髄注の実際 

2年目修了時
　・ 骨髄像の検鏡・診断
　・リンパ節病変の診断
　・ 細胞表面マーカー解析の実践

と理解
　・ 染色体、遺伝子解析の実践と

理解　

3年目修了時
　 ・ 血液悪性疾患の治療計画・実際
　・造血幹細胞移植の適応と計画

●糖尿病内分泌内科
1年目修了時
　 ・生活習慣指導と管理 
　 ・ 経口血糖降下薬選択
　・インスリン療法の習得
　・内分泌症候学

 

2年目修了時
　・糖尿病合併症評価法
　・周術期の血糖管理方法
　・内分泌負荷検査

3年目修了時
　 ・ 脂質異常症・動脈硬化症の早期

診断
　・妊娠糖尿病等の管理方法
　 ・ インスリンポンプ療法
　　（CSII,SAP）
　 ・ 副腎静脈サンプリングなど特

殊検査

●腎臓内科
1年目修了時
　 ・尿検査の解釈（尿沈査・尿化学）
　 ・急性腎障害への対応
　 ・慢性腎臓病の管理
　 ・電解質異常の評価・管理
　 ・体液量の評価・管理
　 ・透析管理（血液・腹膜透析）

2年目修了時
　・免疫抑制療法の習得
　・慢性腎臓病の教育
　・2次性高血圧の鑑別・負荷試験
　・腎代替療法選択
　・特殊血液浄化（血漿交換など）
　・シャント血管エコー

3年目修了時
　 ・ 腎生検の実施
　 ・ 腎病理診断
　 ・ 特殊腎疾患（多嚢胞腎など）の

管理
　 ・ 電解質異常コンサルテーション
　 ・ 急性腎障害コンサルテーション

2年目修了時
　 2年次は大学または関連病院での研修になりますが、各々の達成レベルは各病院に申し送りにより引き継

がれ、継続した内視鏡手技の研修が可能です。2年次終了時には一人で腹部エコー診断を完結できる、簡
単な症例でのESD、多数のERCP手技を一人で完結できる、などが達成目標です。

3年目修了時
　 3年次はさらなる内視鏡手技の向上に努めます。ESD,ERCPなど多くの症例経験、EUSや拡大内視鏡など診

断能力の向上、後輩医師の内視鏡指導なども、一人前の消化器内科医になるステップとして重要です。

　 なお、専攻医研修のカリキュラム詳細については、消化器内科ホームページに公開しています。
　http://www.ninai-sums.jp/rsdency/curriculum
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内科専門研修プログラム
●脳神経内科
1年目修了時
　 ・腰椎穿刺（困難例）
　 ・神経伝導検査実施（指導下）
　 ・筋電図（指導下）
　 ・誘発電位（指導下）
　 ・脳波（指導下）
　 ・ 超音波検査（頸動脈、神経筋）（指

導下）
　 ・Dyuodopaデバイス調整
　 ・tPA実施（指導下）

2年目修了時
　・脳血管撮影
　・筋生検切片染色
　・ボトックス注射
　・神経伝導検査実施（独立）
　・筋電図（独立）
　・誘発電位（独立）
　・脳波（独立）
　・ 超音波検査（頸動脈、神経筋）

（独立）
　・誘発電位（独立）
　・tPA実施（独立）

3年目修了時
　 ・ 神経・筋生検実施（指導下）

1年目修了時
　 【基本的な診療技術の習得】
　1．患者診察
　　病歴聴取、理学所見の収集、患者特性の把握
　2．臨床検査の適正な評価
　　  血液（血液像、細胞化学、凝固系を含む）、生化学、腫瘍マーカー、フローサイトメトリー、細胞・分子
　　遺伝学的検査（染色体分析、FISH、PCR、サザンブロッティング等を含む）
　3．画像検査の適正な評価
　　CT、MRI、核医学検査などを利用した腫瘍の評価
　4．基本的な手技の習得
　　各種血管内カテーテルの造設と管理（中心静脈カテーテル、埋め込み型カテーテルを含む）
　　胸腔・腹腔穿刺、およびドレナージの造設と管理
　　腰椎穿刺と髄腔内薬物投与、オンマイヤーカテーテルを使用した処置、管理、骨髄穿刺・生検
　　その他
　5．コミュニケーションスキル
　　患者、その家族、および医療従事者とのコミュニケーション力を向上させる。
　6．プロフェショナリズム
　　職業的責任を倫理原則に基づき遂行する。
2年目修了時
　 【がん薬物療法専門医としての臨床実践】
　1．薬物療法の理解と適応の決定
　　1） がん薬物療法治療の適応、目標、有用性、副作用を理解する。
　　　① 術前、同時、術後における化学療法の有用性を理解する。
　　　② 放射線増感剤としての抗がん薬の適応を理解する。
　　　③ 特定の抗がん薬における用量および投与基準を知っておく。
　　　④  個々の患者についての抗がん薬治療のリスク/ベネフィト比を決定するために，患者に合併する疾

患についても評価する。
　　2） エビデンスに基づいた治療適応を判断する。
　　　最新、かつ信頼度の高いレジメンを選択できる。
　　3） 抗がん薬の毒性プロファイル、患者状態（臓器障害等の場合）にあわせた投与計画を立てる。
　　4） がん薬物療法の支持療法を習得する。
　　　 抗がん薬による治療中の支持療法がどのようなものであるかを知り，支持療法を使用できること。以

下に代表されるさまざまな支持療法の適応，それらの限界および副作用を知ることが必要となる。

●腫瘍内科
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内科専門研修プログラム
　　　①悪心・嘔吐の予防と管理
　　　②好中球減少の管理、および感染症の予防と治療
　　　③貧血・血小板減少の理解と、適切な輸血適応
　　　④粘膜炎の管理
　　　⑤抗がん薬の皮下漏出への対応
　　　⑥オンコロジーエマージェンシーへの対応
　　5） 治療効果判定と有害事象の評価
　　　RECIST やCTCAE など、客観的な指標を用いた評価を正確に行う。
　2．外科治療の理解
　　1） 外科医とともに，手術の適応，悪性疾患患者の病期分類，根治療法，緩和治療における手術の役割

を熟知する。
　　2） 臓器温存の適応，手術と他の治療法との手順を理解し，根治療法としての手術，ならびに放射線療

法や抗がん薬，またはその両方を補助療法とした手術のリスクとベネフィットを認識することが必
要である

　3．放射線治療の理解
　　1） 根治療法および緩和療法としての放射線療法の適応や，治療計画および線量測定の原理を理解する。
　　2）  放射線治療を手術や抗がん薬と併用する場合があることを認識する。特に同時併用化学放射線療法に

ついては、その有用性と毒性を把握する。
　　3） 放射線治療の急性作用と遅発性作用の両方を把握する。
　4．緩和ケア
　　 緩和ケアおよび終末期ケアとはどのようなものであるかを認識し、適切に必要となる時期を判断できな

ければならない。これらは臨床腫瘍学全体の一部であり、疼痛、不安、抑うつの管理を実践できなけれ
ばならない。

　5．在宅診療・地域連携
　　 緩和ケアおよび終末期医療における在宅診療の有用性と限界を理解し、社会資源を活用しながら患者の

QOL 向上に努める

3年目修了時
　 【がん薬物療法専門医としての臨床実践】
　6．外来診療
　　1） 必修となっている2年間の臨床研修のうち最低10％以上外来診療に従事する。これは週に半日以上

外来を担当することを意味するが、診療は常に指導医の監督を受けられる体制下に行う。
　　2）  外来診療の限られた時間の中で、各疾患に関する現在のエビデンス、標準治療、予後について、患者・

家族に説明ができ、把握させることができる。
　　3）帰宅後に発生する副作用を予測し、その対策を立てる。また、患者・家族にも副作用対策を指導する。
　　4）治療の効果判定を、的確な時期に行える。
　　5）緩和医療の早期からの的確な導入ができる
　　6）患者の有害事象における重篤度判定ができ、入院治療の適応を決定できる。
　　7） 他疾患専門医や医師以外の医療従事者とのコミュニケーションがはかれ、適切な方針を個々の患者

に対して立てることができる。
　7．入院診療
　　1） 入院を要する治療強度の高い化学療法の対象疾患について、現在のエビデンス、標準治療、予後に

ついて患者、家族に説明ができ、把握させることができる。
　　2）化学療法に伴う副作用を予測し、適切な予防法を実行することができる。
　　3）合併症を発症した場合、病態や重篤度を正確に把握し、迅速、かつ速やかな対処ができる。
　　4） 看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなど医療従事者とのコミュニケーションをはかり、

協力を得るだけでなく、治療法についての教育ができる。
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・非常に専門性の高い疾患からcommon diseaseまで、幅広くまんべんなく研修できる
・比較的小規模の施設での研修が含まれており、地域に密着した医療の研修ができる
・小児科を研修するうえで、必ず経験すべき重症心身障害児・者の医療を研修できる

特　徴

小児科専門研修プログラム

募集定員（予定）
10名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
21名

■�県内施設　 
　準基幹研修施設：長浜赤十字病院、近江八幡市立総合医療センター、済生会滋賀県病院
　連携研修施設　： 彦根市立病院、国立病院機構東近江総合医療センター、済生会守山市民病院、日野記念

病院、湖東記念病院、徳州会近江草津病院、地域医療機能推進機構滋賀病院、長浜市立
湖北病院、国立病院機構紫香楽病院、びわこ学園医療福祉センター草津、びわこ学園医
療福祉センター野洲、静岡県立こども病院

■�県外施設
　連携研修施設　：京都きづ川病院（京都府）、静岡県立こども病院（静岡県）

連携病院

・ 初年度：基幹研修施設である滋賀医科大学医学部附属病院または準基幹研修施設である３病院（長浜赤十
字病院、近江八幡市立総合医療センター、済生会滋賀県病院）のいずれかで研修を開始

・ 次年度：そのほかの連携研修施設のいずれかと重症心身障害児・者の医療を主として行っている２施設
（びわこ学園医療福祉センター草津、国立病院機構紫香楽病院）のいずれかでの研修

・ 最終年度：滋賀医科大学医学部附属病院もしくは準基幹研修施設で、それまでに経験できなかった領域の
研修を行い、研修の総仕上げを行う。

　また、後半の1年半を静岡県立こども病院で研修を行なうプログラムも用意されている。

研修スケジュール

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqpedia＠belle.shiga-med.ac,jp

1年目修了時
　 幼児・学童の採血およびルート確保、骨髄検査を実施、髄液検査および髄腔内注入の実施、カンファレン

スのプレゼンテーション、腹部・心エコー、小児の蘇生法（PALS）、新生児蘇生法（NCPR）の習熟、導
尿の実施、検査時の鎮静、乳幼児健診

2年目修了時
　 乳児・新生児の採血およびルート確保、外来での問診・診察、入院処置、治療プランの作成、初期研修医

の指導、心臓カテーテルの穿刺

3年目修了時
　 新生児の採血およびルート確保、新生児の気管挿管およびサーファクタント投与、重症心身障害児の管理、

後期研修医全体の統括、後期研修医の指導、入院時ならびに退院時の病状説明

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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・非常に専門性の高い疾患からcommon diseaseまで、幅広くまんべんなく研修できる
・比較的小規模の施設での研修が含まれており、地域に密着した医療の研修ができる
・小児科を研修するうえで、必ず経験すべき重症心身障害児・者の医療を研修できる

特　徴

小児科専門研修プログラム

募集定員（予定）
10名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
21名

■�県内施設　 
　準基幹研修施設：長浜赤十字病院、近江八幡市立総合医療センター、済生会滋賀県病院
　連携研修施設　： 彦根市立病院、国立病院機構東近江総合医療センター、済生会守山市民病院、日野記念

病院、湖東記念病院、徳州会近江草津病院、地域医療機能推進機構滋賀病院、長浜市立
湖北病院、国立病院機構紫香楽病院、びわこ学園医療福祉センター草津、びわこ学園医
療福祉センター野洲、静岡県立こども病院

■�県外施設
　連携研修施設　：京都きづ川病院（京都府）、静岡県立こども病院（静岡県）

連携病院

・ 初年度：基幹研修施設である滋賀医科大学医学部附属病院または準基幹研修施設である３病院（長浜赤十
字病院、近江八幡市立総合医療センター、済生会滋賀県病院）のいずれかで研修を開始

・ 次年度：そのほかの連携研修施設のいずれかと重症心身障害児・者の医療を主として行っている２施設
（びわこ学園医療福祉センター草津、国立病院機構紫香楽病院）のいずれかでの研修

・ 最終年度：滋賀医科大学医学部附属病院もしくは準基幹研修施設で、それまでに経験できなかった領域の
研修を行い、研修の総仕上げを行う。

　また、後半の1年半を静岡県立こども病院で研修を行うプログラムも用意されている。

研修スケジュール

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqpedia＠belle.shiga-med.ac,jp

1年目修了時
　 幼児・学童の採血およびルート確保、骨髄検査を実施、髄液検査および髄腔内注入の実施、カンファレン
スのプレゼンテーション、腹部・心エコー、小児の蘇生法（PALS）、新生児蘇生法（NCPR）の習熟、導尿
の実施、検査時の鎮静、乳幼児健診

2年目修了時
　 乳児・新生児の採血およびルート確保、外来での問診・診察、入院処置、治療プランの作成、初期研修医
の指導、心臓カテーテルの穿刺

3年目修了時
　 新生児の採血およびルート確保、新生児の気管挿管およびサーファクタント投与、重症心身障害児の管理、
後期研修医全体の統括、後期研修医の指導、入院時ならびに退院時の病状説明

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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滋賀医科大学医学部附属病院精神科（基幹施設）は、正確な診断を基盤とし、最新の神経科学の手法を取り
入れた臨床・研究を行っており、ほぼ全ての精神疾患を対象とした急性期、亜急性期の診断・治療に取り組
んでいます。身体合併症を有する精神科臨床にも力を入れています。睡眠医療、アルコール・薬物依存、児
童思春期、認知症、司法精神医学、急性期臨床に特化した治療ユニットを有する連携施設をもち、専門性を
育む研修も可能です。豊富な指導医の元で、生物学的、心理・社会的、倫理的な側面をフルカバーした精神
科医療・研究を研修することができます。

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：atusi＠belle.shiga-med.ac,jp

特　徴

精神科専門研修プログラム

募集定員（予定）
６名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
６名

■�県内施設（五十音順）
　①湖南病院　　　　②滋賀県立精神医療センター　
　③滋賀里病院　　　④滋賀八幡病院　
　⑤瀬田川病院　　　⑥セフィロト病院
　⑦長浜赤十字病院　⑧琵琶湖病院　
　⑨水口病院

連携病院

研修スケジュール（例）

■�県外施設（五十音順）
　⑩大垣病院　　　⑪上林記念病院　
　⑫西濃病院　　　⑬不破ノ関病院　
　⑭養南病院

コースA コースB コースC
1年目 基幹施設（滋賀医科大学）

基幹施設
基幹施設

連携施設2年目
連携施設

3年目 連携施設 基幹施設または連携施設

1年目修了時
　・ 基本的な面接技法を身に付ける。
　・DSM-5診断に基づく治療計画の立案、薬物療法、精神療法の基本を身に付ける。
　・他科からのリエゾン診療の依頼に指導医と対応する。
　・電気けいれん療法の準備、施術、施術後のケアを実践する。

2年目修了時
　・薬物療法、精神療法について、診断および治療計画の立案、症状評価を主体的に実施する。
　・認知行動療法と力動的精神医学の基本的な技法を学ぶ。
　・自殺企図や希死念慮のある症例の対応を学ぶ。

3年目修了時
　・ 地域医療、司法精神医学、老年精神医学、精神

科救急など各連携施設の特色を活かした専門性
の高い医療に従事する経験を積む。

　・ケースレポートの作成、および学会発表を行う。

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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　基本的には滋賀県内で完結します。希望者は
JCHO中京病院で膠原病の研修も出来ます。

・皮膚科のプログラムは５年間と長い為、複雑な組み合わせができます。
・基本的には基幹の大学病院、連携施設、準連携施設、大学院の組み合わせとなります。
・毎年医局員全員に教授が面談を行い、要望などを確認しながら人事を検討するため、途中で研修スケジュ
ールを変更することも可能です（特に女性の出産による変更など）。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 備　考
大　学 大　学 連　携 連　携 大　学 スタンダード
大　学 大　学 連　携 連　携 連　携 実戦派向き
大　学 連　携 大　学 大　学 大　学 重症・手術・研鑽向き
連　携 連　携 大　学 大　学 大　学 連携からスタートしたい方
大　学 連　携 連　携 大学院 大学院 研究したい方
大　学 連　携 準連携 大学院 大学院 社会人大学院生向き

・ 外科的・内科的・病理学的な分野、再生医療など多種多様な皮膚科分野の全てを学ぶことができる、バリ
エーションに富んだ研修です。特に大学病院では幅広い分野の診療をしているため、専門医取得に不可欠
な実践的な知識を余さず得ることができます。また連携施設ではcommon diseaseの診療を中心とした臨
床家としての腕を磨くことができます。

・ 比較的小規模な医局のため、組織の歯車に留まることなく、各人に合わせたきめ細やかなサポートを受け
ることができます。

特　徴

皮膚科専門研修プログラム

募集定員（予定）
７名／１年

研修期間
５年

指導医数（院内）
５名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqderma＠belle.shiga-med.ac,jp

連携病院

■連携施設
　・草津総合病院
　・公立甲賀病院
　・日野記念病院
　・東近江総合医療センター
　・東近江敬愛病院
　・彦根市立病院
　・JCHO中京病院
■準連携施設
　・JCHO滋賀病院

研修スケジュール（例）
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・NCD登録数 24,978例（2020年3月時点）であり、症例数が豊富です。
・医学生や初期研修医といっしょに楽しく学べます。
・選択枝が豊富で、指導体制が充実しています。
・サブスペシャルティ領域への移行をシームレスに行います。

特　徴

外科専門研修プログラム

募集定員（予定）
12名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
69（20）名

連携病院

【プログラムに関するお問い合わせ先】
鈴木友彰（心臓血管外科、呼吸器外科）TEL: 077-548-2244 E-mail：hqsurge2@belle.shiga-med.ac.jp
谷　眞至（消化器外科、乳腺・小児・一般外科）TEL: 077-548-2238 E-mail：hqsurge1@belle.shiga-med.ac.jp

①赤穂市民病院
②医療法人医仁会 武田総合病院
③③医療法人社団昴会 湖東記念病院
④④医療法人社団昴会 日野記念病院
⑤⑤医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
⑥⑥医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院
⑦⑦医療法人洛和会 洛和会音羽病院
⑧⑧市立野洲病院
⑨⑨近江八幡市立総合医療センター
⑩⑩大津赤十字病院
⑪⑪京都第一赤十字病院
⑫⑫公益社団京都保健会
　京都民医連中央病院　京都民医連中央病院
⑬⑬公益財団法人 豊郷病院
⑭⑭公立甲賀病院

⑮社会医療法人誠光会 草津総合病院
⑯静岡県立静岡がんセンター
⑰心臓血管センター金沢循環器病院
⑱�畷生会脳神経外科病院
⑲�独立行政法人国立病院機構
　京都医療センター
⑳�独立行政法人国立病院機構
　東近江総合医療センター
㉑独立行政法人国立病院機構
　南京都病院
㉒�独立行政法人地域医療機能推進機構
　滋賀病院
㉓長浜赤十字病院
㉔ベルランド総合病院
㉕三菱京都病院

研修スケジュール（例）
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1年目 2年目 3年目 4年目（～9か月）

専攻医１ 近江八幡市立
総合医療センター 大　学 大津赤十字病院 市立長浜病院

専攻医２ 大　学 長浜赤十字病院 滋賀県立総合病院 草津総合病院

専攻医３ 宇治徳洲会病院 京都岡本記念病院 医仁会武田総合病院 大　学

・滋賀県下での整形外科専門医基幹病院であり、症例数が極めて豊富です。
・各分野に指導医がおり、指導体制が充実しています。
・ 連携施設は県内の主な主要病院と、大阪・京都の病院を組み合わせて十分な経験が積めるようなプログラ

ムを準備しています。

特　徴

整形外科専門研修プログラム

募集定員（予定）
６名／１年

研修期間
３年９か月

指導医数（院内）
11名

連携病院

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqortho＠belle.shiga-med.ac,jp

■�県内施設 大津赤十字病院
 公立甲賀病院
 草津総合病院
 近江八幡市立総合医療センター
 市立長浜病院
 長浜赤十字病院
 滋賀県立小児保健医療センター
 滋賀県立総合病院
 JCHO滋賀病院
 東近江総合医療センター

■�県外施設 医仁会武田総合病院
 京都岡本記念病院
 宇治徳洲会病院
 京都民医連中央病院
 多根総合病院

研修スケジュール（例）
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・中枢神経を扱う外科医として必要な基礎知識、臨床経験、研究マインドを提供します。
・ 脳神経外科専門研修では、初期臨床研修後に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。

特　徴

脳神経外科専門研修プログラム

募集定員（予定）
３名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
８名

連携病院
■�県内施設  近江八幡市立総合医療センター、湖東記念病院、長浜赤十字病院、公立甲賀病院、草津総合病院、

大津赤十字病院、済生会滋賀県病院
■�県外施設  京都岡本記念病院、京都市立病院、北野病院、天理よろづ相談所病院、静岡県立静岡がんセンター、

小倉記念病院

他病院での更なる脳神経外科医としての研鑽
　天理よろづ相談所病院
　小倉記念病院
　近江八幡市立総合医療センター
　長浜赤十字病院
　などなど…

大学院への進学、博士号取得
　ラット・サル脳動脈瘤モデルでの研究
　脳腫瘍の研究
　マウスてんかんモデルでの研究
　などなど…

研究後の留学
　アメリカ合衆国　ハーバード大学
　アメリカ合衆国　ピッツバーグ大学
　アメリカ合衆国　アラバマ大学
　フランス　グルノーブル神経科学研究所
　など

後期研修の後は…

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqneuro＠belle.shiga-med.ac,jp 

1年目修了時
　 神経診察、CT・MRI読影、脳血管撮影読影、手術

助手

2年目修了時
　 救急対応、術前・後合管理、脳血管撮影施行、穿

頭術執刀

3年目修了時
　 血管内手術執刀、神経内視鏡手術執刀

4年目修了時
　開頭術執刀

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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1年目 2年目 3年目 4年目

滋賀医科大学病院
地域中核病院
（連携病院）

滋賀医科大学病院
地域中核病院
（連携病院）

（社会人大学院）

・ 一般的な耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域のすべてについての研修を行います。アレルギー、めまい・神経耳
科領域、耳科手術、鼻科手術、音声外科、頭頸部がん、嗅覚味覚、睡眠時無呼吸、嚥下、など耳鼻咽喉科
領域のサブスペシャリティ―にさらに一歩踏み込んだ研修も可能です。

特　徴

耳鼻咽喉科専門研修プログラム

募集定員（予定）
６名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
５名

連携病院

研修スケジュール（例）

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqotola＠belle.shiga-med.ac.jp

■�県内施設 地域医療機能推進機構滋賀病院
 草津総合病院
 公立甲賀病院
 東近江総合医療センター
 彦根市立病院
 長浜赤十字病院
 市立長浜病院
 日野記念病院

■�県外施設 丹後中央病院
 大阪医科大学附属病院
 京都府立医科大学附属病院

1年目修了時
　 口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術、気管切開術、鼓膜チューブ挿入術

2年目修了時
　鼻中隔矯正術、下鼻甲介切除術、頸部リンパ節摘出術

3年目修了時
　甲状腺腫瘍摘出術、顎下腺摘出術、声帯ポリープ切除、鼻・副鼻腔内視鏡手術

4年目修了時
　耳下腺腫瘍摘出術

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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1年目 基幹病院

2年目 連携病院1

3年目 連携病院2 基幹病院

・基幹施設で周産期医学・婦人科腫瘍学・生殖内分泌学・女性医学の４分野すべての研修が可能です。
・ 独自の教育プログラムで、実臨床での説明と同意の取り方から腹腔鏡トレーニングまで、学術面では学会

発表の方法から論文の書き方まで、指導しています。
・充実したオン、オフを目指して勤務環境の整備に取り組んでいます。
・詳しくはホームページをみてください。http://www.sumsog.jp/trainee

特　徴

産婦人科専門研修プログラム

募集定員（予定）
10名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
８名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqgyne＠belle.shiga-med.ac.jp 

連携病院
■�県内施設  近江八幡市立総合医療センター、長浜赤十字病院、大津赤十字病院、市立長浜病院、東近江総

合医療センター、滋賀県立総合病院、草津総合病院、公立甲賀病院、済生会滋賀県病院
■�県外施設  兵庫県立尼崎総合医療センター

研修スケジュール（例） 基本を学びます

実力を養います

不足を補います懐を広げます
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臨床基本コース臨床基本コース

大学院進学コース大学院進学コース

・一般的な泌尿器科疾患の研修を中心に小児泌尿器科、女性泌尿器科、排尿障害、男性不妊症・性機能障害、
腹腔鏡手術（ロボット支援手術を含む）などのsubspecialty領域も効果的に研修できる。
・専攻医はこれらの多様な病院群をローテートすることで、専門医に必要な知識や技能の習得と同時に、地
域医療との連携や他の専門医への紹介・転送の判断を的確に行える能力を身につけることができる。
・コース選択は、高い臨床実施能力の獲得とsubspecialty確立を目指す臨床基本コースと、学術的な涵養を
目的とした大学院進学コースのどちらかを選択することができる。

特　徴

泌尿器科専門研修プログラム

募集定員（予定）
７名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
９名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hquro＠belle.shiga-med.ac.jp

連携病院

研修スケジュール（例）

1年目修了時
泌尿器科における一般的検査（膀胱鏡、尿管ステント
留置、尿路エコー、前立腺生検）

2年目修了時
　経尿道手術
　指導者の下での小児手術(停留精巣、陰嚢水腫)

3年目修了時
　泌尿器科一般外来
　腹腔鏡下手術におけるスコピスト、助手

4年目修了時
　指導者の下での腹腔鏡手術、開腹手術

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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・感覚器外科（＝スペシャリスト）
・外科的治療+内科的治療　
・手術は早くからマンツーマンで指導

・網膜硝子体分野は日本・世界をリードする立場
 ・豊富な症例の診断から治療まで
・仕事とプライベートのバランスがよい

特　徴

眼科専門研修プログラム

募集定員（予定）
５名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
６名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqophth＠belle.shiga-med.ac.jp 

連携病院
■�県内施設 公立甲賀病院
 社会医療法人誠光会草津総合病院
 近江八幡市立総合医療センター
 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター
 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院
 公益財団法人豊郷病院
■�県外施設 医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院

研修スケジュール（例）

大学病院と、連携病院群、計8の研修施設（年間手術合計 内眼手術4,457件、外眼手術349件、レーザー手
術569件）において、それぞれの特徴を活かした眼科研修を行います。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

標準A 大学病院 大学病院 連携病院 連携病院 専門医取得

標準B 大学病院 連携病院 連携病院 大学病院 専門医取得

大学院コース 大学病院 大学院
社会人大学院

大学院
社会人大学院

大学院
社会人大学院

専門医取得
大学院

社会人大学院

1年目修了時
・ 基本的検査、診断技術

の習得
・基本的処置の習得
・ 外眼部手術の段階的習得
・ 白内障手術の段階的習得

2年目修了時
・ 診断技術の向上
・ より高度な処置の習得
・  外眼部手術の症例数を

増やし習得
・ 白内障手術の症例数を

増やし習得

3年目修了時
・ より高度な手術手技の

習得
・ 後進の指導を行うため

の技能の習得

4年目修了時
・ 自身で治療を完結
・ 自身で診断を完結

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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・感覚器外科（＝スペシャリスト）
・外科的治療+内科的治療　
・手術は早くからマンツーマンで指導

・網膜硝子体分野は日本・世界をリードする立場
 ・豊富な症例の診断から治療まで
・仕事とプライベートのバランスがよい

特　徴

眼科専門研修プログラム

募集定員（予定）
４名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
６名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqophth＠belle.shiga-med.ac.jp 

連携病院
■�県内施設 公立甲賀病院
 社会医療法人誠光会草津総合病院
 近江八幡市立総合医療センター
 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター
 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院
 公益財団法人豊郷病院
■�県外施設 医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院

研修スケジュール（例）

大学病院と、連携病院群、計8の研修施設（年間手術合計 内眼手術4,457件、外眼手術349件、レーザー手
術569件）において、それぞれの特徴を活かした眼科研修を行います。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

標準A 大学病院 大学病院 連携病院 連携病院 専門医取得

標準B 大学病院 連携病院 連携病院 大学病院 専門医取得

大学院コース 大学病院 大学院
社会人大学院

大学院
社会人大学院

大学院
社会人大学院

専門医取得
大学院

社会人大学院

1年目修了時
・ 基本的検査、診断技術

の習得
・基本的処置の習得
・ 外眼部手術の段階的習得
・ 白内障手術の段階的習得

2年目修了時
・ 診断技術の向上
・ より高度な処置の習得
・  外眼部手術の症例数を

増やし習得
・ 白内障手術の症例数を

増やし習得

3年目修了時
・ より高度な手術手技の

習得
・ 後進の指導を行うため

の技能の習得

4年目修了時
・ 自身で治療を完結
・ 自身で診断を完結

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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・ 一般的な手術麻酔の研修を中心に心臓・小児・産科・神経麻酔などのサブスペシャリティ領域も効果的に
研修可能です。

・ 標準コースに加えICU・救急・ペインクリニック・大学院コースのいずれかを選択することが可能で、麻
酔専門医取得後のキャリア形成も安易となります。

特　徴

麻酔科専門研修プログラム

募集定員（予定）
15名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
指導医14名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqanes＠belle.shiga-med.ac.jp

連携病院
■�県内施設  東近江総合医療センター、高島市民病院、市立長浜病院、市立大津市民病院、公立甲賀病院、

日野記念病院、湖東記念病院、JCHO滋賀病院、滋賀県立小児保健医療センター、済生会滋賀
県病院、長浜赤十字病院、彦根市立病院、近江草津徳洲会病院、草津総合病院

■�県外施設  堺市立総合医療センター、八尾市立病院、市立吹田市民病院、大阪母子医療センター、金沢医
科大学病院、京都市立病院、白浜はまゆう病院

1年目 2年目 3年目 4年目

標　準 滋賀医大
滋賀医大

（ICU・救急・ペイン
研修含む）

高島市民病院　等 吹田市民病院　等

小児麻酔 滋賀医大 堺市立総合医療セン
ター　等 大阪母子医療センター

滋賀医大
（ICU・救急・ペイン研修
含む）

ペイン
クリニック 滋賀医大 吹田市民病院　等 東近江総合医療センター　

等
滋賀医大

（ペイン）

集中治療 滋賀医大 市立長浜病院　等 堺市立総合医療センター　
等

滋賀医大
（ICU・救急研修含む）

研　究 滋賀医大
滋賀医大

（ICU・救急・ペイン
研修含む）

公立甲賀病院　等 滋賀医大
（社会人大学院）

麻酔科専門医取得後はICU・救急・ペインクリニック・緩和医療等の専門医資格取得が可能です。
また、社会人大学院等で研究するコースも選択可能です。

研修スケジュール（例）

2年目修了時
　・麻酔科標榜許可（厚生労働省）
　・日本麻酔科学会　麻酔科認定医

4年目修了時
　・日本専門医機構　麻酔科専門医

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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・画像診断、IVR、放射線治療の各領域で、症例数が豊富です。
・画像診断、IVR、放射線治療のすべての領域で、指導体制が充実しています。
・専門医取得後の診断専門医、治療専門医をめざす２年間のプログラムも、同じ病院群で用意されています。

特　徴

放射線科専門研修プログラム

募集定員（予定）
６名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
14名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqradio＠belle.shiga-med.ac.jp 

連携病院
■�県内施設  公立甲賀病院、市立長浜病院、長浜赤十字病院、滋賀県立総合病院、近江八幡市立総合医療セ

ンター、近江草津徳洲会病院 、草津総合病院、東近江総合医療センター、高島市民病院
■�県外施設  宇治徳洲会病院、医仁会武田総合病院、康生会武田病院、京都岡本記念病院、国立病院機構南

京都病院、京都ルネス病院、大阪府済生会野江病院、公立豊岡病院、京都きづ川病院、愛知県
がんセンター中央病院

原　則　　　　：１施設12ヶ月単位の研修　　基幹施設研修では週１日研修を組み合わせ
必要経験症例　：11領域80疾患100症例
必要経験症例数：単純写真400, CT 600, MRI 300, US 120, 消化管 60, RI 50
　　　　　　　　IVR 30, 放射線治療 30

コース 専攻医１年目 専攻医２年目 専攻医３年目

内容
・基礎的知識の習得

・基本的画像検査技能の習得

・専門医レベルの画像診断、
　IVR,放射線治療の知識と
　技能の習得

・専門医レベルの画像診断、
　IVR,放射線治療の知識と
　技能の習得

a. 専門研修基幹施設 専門研修基幹施設 専門研修連携施設

b. 専門研修連携施設 専門研修基幹施設 専門研修基幹施設

c. 専門研修基幹施設 専門研修連携施設 専門研修連携施設

d. 専門研修連携施設 専門研修連携施設 専門研修基幹施設

e. 大学院コース

研修スケジュール

1年目修了時
・ 基本的な救急疾患の画像診断
・ 血管造影、超音波検査、消化管

透視の基本的手技

2年目修了時
・ 各分野の基本疾患の画像診断
・ 血管造影、超音波検査、消化管

透視の手技・診断
・  放射線治療の基礎

3年目修了時
・ 各分野の画像診断レベルの向上
・ 血管造影、超音波検査、消化管

透視の手技の向上
・  放射線治療の診療

研修によって得られる手技・手術・到達レベル
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基本研修（14ヵ月） ローテート（3ヵ月×5） 選択研修（7ヵ月）
以下の施設から選択
滋賀医科大学附属病院(2人)
東近江総合医療センター(１人)
済生会滋賀病院(1人)
医仁会武田総合病院(1人)
京都第二赤十字病院(1人)

他の７病院を選択ローテート
(長浜日本赤十字病院、公立甲賀
病院、宇治徳洲会病院では、より
責任のある初療を行っていただき
ます。)

最低三ヶ月以上で選択
(ただし、基本研修で滋賀医大を
選択しなかった専攻医は、最低3
ヶ月間は滋賀医大を選択)

1年目修了時
　 ・一次/二次救急疾患の初期診療
　 ・ 二次救命処置の挿管・中心静

脈ルートの確保
　・一般病棟での診断・治療方針

2年目修了時
　・ 三次救急疾患の初期診療
　・外傷疾患の初期診療
　・ 複数患者の優先度の判断と初

期診療

3年目修了時
　 ・病院前救急(Drカー)
　・集中治療
　・災害医療

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）

 ・ 急性期拠点(三次救急告示)病院、日本救急医学会指導医指定施設であり、災害拠点病院として災害派遣医
療チーム（DMAT）を有しています。広域搬送拠点を敷地内に有しています。

 ・ ER型救急外来の初期診療から一般病棟や重症症例の集中治療、さらにcommon diseaseの初診から退院
までを習得できます。

 ・ 専攻医の希望により、研修の開始を基本研修施設から選択できます。

特　徴

オールラウンド型救急科専門研修プログラム

募集定員（予定）
６名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
２名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqqqicu＠belle.shiga-med.ac.jp

連携病院と特徴
■�県内施設
　●  滋賀医科大学附属病院(基本研修施設、救急集中治療研修）【三次救急告示病院】
　● 長浜日本赤十字病院(地域医療研修施設、地域型ER研修)【救命救急センター】
　● 東近江総合医療センター(基本研修施設、地域型ER研修)
　● 公立甲賀病院(地域医療研修施設、地域型ER研修）
　● 済生会滋賀病院(基本研修施設、病院前救急研修) 【救命救急センター】
■�県外施設
　● 医仁会武田総合病院(基本研修施設、都市型ER研修)
　● 京都第二赤十字病院(基本研修施設、外科的手技・処置)【救急救命センター】
　● 宇治徳洲会病院(都市型ER研修) 【救命救急センター】

本専門研修プログラムによる救急科専門医取得後には、日本救急医学会指導医取得を目指し学位 (論文博士) 
を取得する、臨床経験しながら高度医療人コース (博士課程) 、ダブルライセンスとして「総合診療科専門研
修プログラム」、「麻酔科専門研修プログラム」、「外科専門研修プログラム」に、サブスペシャルティ領域で
ある「集中治療医学領域専門研修プログラム」に進む等の選択ができます。

３年間（36か月）の研修

研修スケジュール（例）
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・滋賀県唯一のリハビリテーション科専門研修プログラム
・都市近郊・山間地など様々な特性をもつ地域での研修で、症例数が豊富です。

特　徴

リハビリテーション科専門研修プログラム

募集定員（予定）
２名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
２名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqortho＠belle.shiga-med.ac.jp 

連携病院
■連携施設Ａ リハビリ科専門研修指導責任者と同指導医が常勤、日本リハビリテーション医学会研修委員

会の認定を受け、リハビリ科を院内外に標榜している病院
・滋賀県立総合病院 リハビリテーション科（急性期・回復期）
・医仁会武田総合病院（急性期・回復期）
・済生会守山市民病院（急性期・回復期）

■連携施設Ｂ  指導医が常勤していない回復期リハビリテーション施設、介護老人保健施設、連携施設Aの基
準を満たさないもの。指導医が定期的に訪問する。
・滋賀県立小児保健センターリハビリテーション科（小児）
・ヴォーリズ記念病院（回復期・維持期）
・公立甲賀病院リハビリテーション科（急性期・回復期）

研修スケジュール（例）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

血液 循環器
連携施設（週1回　基幹施設）3年目

皮膚 乳腺 脳神経 骨軟部 眼・小児

泌尿器 頭頸部

論文作成

手術検体（当番制：週1日）
術中迅速（当番制：週1-2日）
解剖（当番制：週1-2日）
生検検体（当番制：週1日）
細胞診（当番制：週1日）

消化管 肝胆膵 呼吸器 産婦人科

1年目

2年目

手術検体（学習中の臓器を中心としつつ、全臓器をまんべんなく）
術中迅速
解剖
生検検体
細胞診

・大学病院、市中病院やHigh-volume centerで、多彩な症例を経験できます。
・ 病理医不足が叫ばれる中、全国各地から専攻医や大学院生が集まっています。
・滋賀県内外の施設や病理学講座との緊密な連携体制もあり、指導体制は充実しています。
・ 各診療科やコメディカルと良好なコミュニケーションをとり、よりよい診療に貢献できる病理医を育てま

す。

特　徴

病理診断科専門研修プログラム

募集定員（予定）
２名程度／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
６名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqcllab@belle.shiga-med.ac.jp

連携病院・研修施設
■�県内施設    済生会滋賀県病院、東近江総合医療センター、長浜赤十字病院、彦根市立病院、甲賀病院、大

津市民病院、近江八幡市立総合医療センター、JCHO滋賀病院、草津総合病院、日野記念病院
■�県外施設  姫路赤十字病院、関西医科大学枚方病院、JR東京総合病院、国立がん研究センター中央病院、京都第

一赤十字病院、高槻病院、がん研有明病院

＊ 病理解剖研修（30例以上/3年）は本学病理学講座、上記連携病院で行います。海外での研修（ハンガリー）
も可能です。法医解剖研修も予定しています。

１（基本コース）、２（市中病院重点コース）、３（がんスペシャリストコース）、４（基礎病理学者・社会人
大学院コース）がありますが、希望に応じアレンジします。

当科見学を含む面談により決定します。

研修スケジュール（例）

研修パターン

募集期間・選考方法



25 滋賀医科大学2022年度専門研修プログラム

・高度先進医療を含めた超急性期から在宅医療までの一連性のある地域密着型医療研修 
・重篤な小児医療にも初期対応できるよう大学病院での小児研修
・一般的な検査である心・腹部エコーや上部内視鏡の専門医による指導 
・診断に重要なX-P、CT、MRIの放射線科医による読影指導
通常、総合診療専門医取得後プライマリ・ケア連合学会認定家庭医専門医プログラムを２年修了で家庭医専
門医を取得可能となるが、本プログラムは連動希望があれば、総合診療専門医取得後１年で家庭医専門医も
取得できる。

特　徴

総合診療専門研修プログラム

募集定員（予定）
２名／１年

研修期間
３年

指導医数（院内）
１名

【プログラムに関するお問い合わせ先】
総合診療部・初期診療科　松村　一弘
電話（PHS）8068 E-mail：kmastumu@belle.shiga-med.ac.jp

連携病院

研修スケジュール（例）

■県内施設  独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院
医療生協こうせい駅前診療所
浅井東診療所
滋賀医科大学医学部附属病院
　　小児科、精神科、放射線科、救急・集中治療部 

1年目修了時
一般総合診療内科の初期対応が
できる

2年目修了時
診療所での初期診察・治療管理
ができる

3年目修了時
総合治療の初期対応、治療方針
の決定、治療管理ができる

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）
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●  滋賀県で唯一の大学病院という特性によって、市中病院では勉強する機会が極めて少ない形成外科的先天
異常疾患を学べます

●  外科を始め、他科との連携を図っているため再建が比較的多いのが特徴です
●  まだ開設されて間もない診療科なので、他大学形成外科と比べ、若い人の活躍の場を期待できます
●  年間症例数約1000例を誇る非常に症例数が多い北野病院形成外科で研修ができます

特　徴

形成外科専門研修プログラム

【プログラムに関するお問い合わせ先】
E-mail：hqkeisei＠belle.shiga-med.ac.jp

連携病院

募集定員（予定）
３名／１年

研修期間
４年

指導医数（院内）
３名

基幹施設：滋賀医科大学形成外科講座
地域連携施設： ①長浜赤十字病院形成外科
 ②滋賀県立総合病院形成外科
 ③大阪公益財団法人田附興風会北野病院形成外科
 ④京都大学医学部附属病院形成外科
 ⑤JCHO滋賀病院
 　（計5施設）

研修４年間は、 滋賀医大形成外科 最低１年〜
 ①〜④ 　　１年〜
 ⑤JCHO滋賀病院 最低３ヶ月〜
の組み合わせになります。それぞれの施設が独自の特色を持っているため、疾患分野にどうしてもばらつき
がでます。形成外科専門医を取得するためには、日本形成外科学会が定める８項目の症例が必要です。これ
らを４年以内に経験するため、不足分を補うように病院間の異動を行なっていきます。

研修スケジュール（例）

1年目修了時　 医師としての基本的診療、診療録の書き方を習得する。当科の基本的な縫合法・局所麻酔法・
外用療法を学ぶ。書物により当科が治療する疾患について理解を深める。

2年目修了時　 継続して基本的手術手技を身につける。外傷・難治性潰瘍を中心に学ぶ。論文を読んでまと
める。症例についてまとめ報告する。

3年目修了時　 植皮法・弁皮法、マイクロサージャリーを用いた再建法を身につける。腫瘍、炎症・変性疾
患の治療を中心に学ぶ。学会発表を行い、論文作成の方法を習得する。

4年目修了時　 １〜３年で学んだことをもとに、自ら主体となって治療をすすめることができる能力を身につ
ける。症例をまとめて論文発表を行う。

研修によって得られる手技・手術・到達レベル（例）

計4年｝
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診療科案内
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診療科概要

循環器内科

　県内唯一の大学病院の循環器内科として、アドレナリン全
開の超急性期医療から粘り強く寄り添う慢性期医療まで、心
血管疾患全般の診療に当たっています。大学病院ならではの
特殊疾患や難治性疾患、高度集中治療などを扱う一方で、狭
心症や心不全などの循環器common diseaseも積極的に数多
く扱うなど、臨床に極めて力を注いでおり、一般的な大学病
院の印象とは異なることも特色です。PCIやアブレーションは
もちろん、経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）や植え込み
型除細動器（ICD）などの手技も習得することができます。豊
富な循環器疾患バリエーションを経験していただき、自立し
た責任ある循環器医を育てることを目標にしています。

〈2020年〉
入院患者数（延） 8,169人
外来患者数（延） 14,883人
心臓カテーテル件数  368件
PCI 166件
TAVI 65件
アブレーション  272件
ペースメーカー  55件
植込み型除細動器  25件

診療実績

研修スケジュール・週間スケジュール

関連病院
長浜赤十字病院、市立長浜病院、友仁山崎病院、神崎中央病院、豊郷病院、青葉病院、湖東記念病院、ヴ
ォーリズ記念病院、日野記念病院、東近江総合医療センター、生田病院、野洲病院、済生会守山市民病院、
公立甲賀病院、水口医療介護センター、甲南病院、草津総合病院、琵琶湖養育院病院、琵琶湖中央病院、
JCHO滋賀病院、琵琶湖病院、高島市民病院、今津病院、西京都病院、新河端病院、大寿会病院、天理よろ
づ相談所病院、大阪回生病院、伊賀市立上野総合市民病院、岡村記念病院　その他

月 火 水 木 金

朝
新患カンファ
ICU カンファ

心外合同カンファ
新患カンファ
ICU カンファ

カテカンファ
新患カンファ
ICU カンファ

カテカンファ
新患カンファ
ICU カンファ

新患カンファ
ICU カンファ

午　前
心カテ・PCI・
EVT

教授回診 TAVI· 心カテ ·
 PCI · EVT・
アブレーション

経食道エコー アブレーション

午　後
心カテ ·PCI·EVT
ペースメーカー・
ICD

心カテ・PCI・
EVT

TAVI· 心カテ ·
 PCI ・EVT・
アブレーション

ペースメーカー・
ICD

アブレーション

夕
ICU カンファ
TAVI カンファ

ICU カンファ ICU カンファ
心カテ術前カンファ

ICU カンファ ICU カンファ

　1日中バタバタと動き回る日々です。カンファレンスが多いですが、1つの症例に対して多くの目を通した
深い議論に参加することは、きっとあなたの実力upにつながります。汗を流して頑張ろう！
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中川�義久　内科学講座（循環器内科）　教授
私たち循環器内科は出身大学も様々な若々しいスタッフで構成されて
おります。とても活気ある楽しい職場、それが循環器内科です。上級
医から研修医まで毎日顔を合わせ、治療方針について議論し、共に検
査・治療を行い、救急が来れば力を合わせて全力で救命する、そんな
日々を送っています。勉強が苦手でもOK ！心電図が苦手でもOK ！
責任感と情熱を持って「患者さんをなんとか良くしたい！」というハ
ートがあれば大丈夫です！救急医療、慢性医療、集中治療、カテーテ
ル治療、心臓リハビリ、地域医療、研究活動など、私たちと共に未来
を築こう！

診療科長からのメッセージ

髙木俊祐　（Ｈ30年滋賀医科大学卒）
循環器といえば緊急が多くて大変と思われること
が多いですが、心筋梗塞などの超急性期だけで無
く慢性期まで幅広く扱っています。
スピード感の違う様々な疾患を見ることになるの
で大変なことも多いですが、やりがいがあり、多
種多様な働き方を探せる診療科だと思っています。
ぜひ一緒に頑張りましょう。

兒玉美聡（H28年度滋賀医科大学卒）
循環器内科は、超急性期から慢性期、終末期まで、患者さんの人生に深く関わり、寄り添うことのできる診療
科です。また、指導してくださる先生方は診療にも教育にも熱心で、何でも相談しやすい環境です。一般にハ
ードなイメージがあり、とくに女性医師だと興味はあってもワークライフバランスへの不安から入局を躊躇さ
れる方が多いのではないでしょうか。しかし、当科ではそうした点には柔軟に対応してくださり、実際私も育
児をしながら仕事を続けることができています。男女問わず、一緒に働けることを楽しみにしています！

若手医師からひとこと

当科で研修していただく方には、総合内科専門医をまずは目指していただき、並行して循環器専門医を目指
した専門的な研修もすすめていきます。当科は上級医と研修医の距離が近く、日々共に診療し、とことん語
り合っていく中で成長していく仕組みになっています。4年目または5年目から関連病院での研修を行います。
その後は大学院での研究を経験して医学博士の学位を取得したり、国内の病院・研究機関での専門分野のさ
らなる研鑽を積んだりします。海外留学も奨励しています。そのカリキュラムにおいては各自の希望に可能
なかぎり沿うよう工夫します。
当科の医師は、総合内科専門医、循環器専門医、心血管インターベンション専門医、不整脈専門医、集中治
療専門医、リハビリテーション専門医などを取得しています。また、当科からはICUに4名、リハビリテーシ
ョン科に1名、医療安全管理部に1名、医療情報に1名、公衆衛生学部門に１名が出向しており、循環器内科
以外の分野についても学ぶことが可能です。

当科での研修

滋賀医科大学 循環器内科 医局
　電話：077-548-2213　　email：hqmed1@belle.shiga-med.ac.jp　
見学は随時対応可能です。お気軽に連絡ください。

お問い合わせ

上級医、メディカルスタッフと共に…
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滋賀県唯一の大学病院における呼吸器内科として、高度な治療を必要とする呼吸器疾患（肺炎・肺癌・間質
性肺炎・COPD・気管支喘息・呼吸不全など）に対応しています。また、重症喘息患者に適応となった気管
支温熱療法を滋賀県下でいち早く導入し、県内一円から適応患者の紹介を受けています。
臨床研究も積極的にすすめています。COPD地域連携パスを使って、地域の開業医の先生といっしょに
COPD患者さんを診療すると共に、病態や経過についてまだまだ不明な点が多いCOPDに対して多方面から
研究を行なっています。さらに、間質性肺炎や肺癌に関する研究も行っています。
超高齢化社会の到来、疾病様式の変化に伴い、呼吸器内科医に対する社会的ニーズは増え続けています。日
本人の死因でも、肺炎、肺癌、COPDが上位にあがっており、呼吸器内科医の必要性は益々増加しています。
しかし、呼吸器専門医数は患者数が同程度の循環器内科や消化器内科の半数以下であり、優れた後進の育成
も当科の重要な命題と考えています。当科における充実した教育体制は、医学生・初期研修医よりも高い評
価を得ています。

月 火 水 木 金

午前
8:30-9:00
新患

カンファレンス

8:30-9:00
新患

カンファレンス

8:30-9:00
新患

カンファレンス

8:30-9:00
新患

カンファレンス

8:30-9:00
新患

カンファレンス

10:30-12:00
全体

カンファレンス
教授回診

午後 13:00-17:00
気管支鏡

13:00-13:30
ミニレクチャー

13:00-13:30
ミニレクチャー

13:00-13:30
ミニレクチャー

13:00-13:30
ミニレクチャー

15:00-17:00
気管支鏡

16:00-17:00
X線

カンファレンス

夜
18:00-19:00
（月2回）
呼吸器内科

カンファレンス

18:30-19:30
（月1回）
放射線科・
呼吸器内科
呼吸器外科
合同

カンファレンス

17:00-18:00
重症者

カンファレンス

診療科概要

呼吸器内科

週間スケジュール



32滋賀医科大学2022年度専門研修プログラム

呼吸器内科の特徴は、「特徴がない」ことかもしれません。しかしそれは、裏を返すと「オールラウンドである」
ということに他なりません。内科的疾患のほぼすべての病因（感染症・アレルギー・膠原病・血管炎・腫瘍・
変性疾患・循環障害・換気不全・吸入物質）を取り扱い、プライマリから看取りまで、全人的医療を提供す
る「専門を持った総合内科」「大人の小児科」として、万能の内科医として実力を付けたい人に呼吸器内科は
向いています。手技も気管支鏡、胸腔鏡、トロッカー、エコーなど適度にあり、かといって手技一辺倒ではなく、
実にいい塩梅です。診療は癒やし系で指導は熱い指導医たちが、皆さんをお待ちしています。

中野 恭幸　内科学講座（呼吸器内科）　教授
癌から感染症までの幅広い疾患に対応するのが呼吸器内科です。
全人的な医療を提供します。
この疾患がやりたいという人はもちろん、まだ何がやりたいかが決ま
っていない人も、ぜひ呼吸器内科を覗いてみて下さい。
きっと、やりたいことが見つかります。
日本中、特に滋賀県には、呼吸器内科医が不足しています。ともに滋
賀県の医療を支えましょう。

診療科長からのメッセージ

呼吸器内科はドレーン挿入や気管支鏡検査など程よく手技がある点、かといって手技が多すぎないため患者
さんとの時間も持てる点などが自分にはあっているのかなと思います。呼吸器内科は急性期から慢性期まで
広く携われ、他の科と比べてお看取りの場面が多いとは思いますが、それは最期まで患者さんに寄り添える
という意味でやりがいがあると思います。

呼吸器はまだまだエビデンスの十分でない領域が多く、担当医の臨床判断に委ねられるケースもしばしば遭
遇します。そんな時、気さくに相談に乗ってくださる上級医の先生方の存在は大変心強いものです。また日々
のカンファレンスでも自分では気がつかなかった診療方針のズレなどを適宜修正していただき、日々の業務
が成長につながっているのを実感しています。気管支鏡をはじめとした手技についても若手に積極的に経験
させようという風土があり、技術面でも研鑽を積みやすい環境にあります。一緒に働ける方が増えるのを期
待しています。

若手医師からひとこと

教育医長からのメッセージ

滋賀医科大学内科学講座 (呼吸器内科)
　電話:075-548-2212
　E-mail: hqresp@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ

スタッフ写真
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診療科概要

消化器内科

消化管（食道、胃、十二指腸、小腸、大腸）、肝臓、胆道、膵
臓に係わるすべての疾患を対象とします。また、救急疾患か
ら緩和ケアに至るまで良悪性問わず幅広い分野です。内視鏡·
超音波·放射線による画像診断学、さらにこれらを用いたイン
ターベンションの手技スキル習得が可能となる教育カリキュ
ラムを構築しています。
多くのメディカルスタッフとチーム医療を実践することで人
間性に富み、より広い視野を持つ消化器内科医の育成を目指
します。

内視鏡検査数 約7500件/年
内視鏡的粘膜剥離術 150件
内視鏡的粘膜切除術 400件
小腸内視鏡 250件
胆膵内視鏡 400件
炎症性腸疾患外来 200名
肝疾患外来 500名

診療実績

研修スケジュール

関連病院
研修終了後は、関連病院で更なるスキルアップを図った後、各種専門医·指導医習得へのカリキュラムを
実践していきます。希望があれば大学特有の幅広い人材ネットワークを通して専門病院への国内留学や海
外留学も可能です。
派遣実績：海外研究機関への留学多数、国内では武蔵野赤十字病院（肝臓）·静岡がんセンター（がん薬物療法）
など
県内関連病院：長浜赤十字病院、彦根市立病院、公立甲賀病院、草津総合病院、東近江医療センター、
JCHO滋賀病院、友仁山崎病院、市立長浜病院、済生会滋賀県病院、他

腹部エコーはもちろん、上下部内視鏡、肝生検やERCPまで内視鏡専門医取得のための教育カリキュラムに沿
って、多くの技術を後期研修開始の時点から身につけることが可能です
（HPで後期研修カリキュラムを公開しています。
　http://www.ninai-sums.jp/rsdency/curriculum)。

具体的には後期研修の１年間で多くの上下部内視鏡のルーチン手技(EMR含む)、肝生検、ERCPでの胆管挿管
などは指導医のアドバイスの元、ほぼ一人で完遂することが可能となります。また、単なる手技の研修だけ
ではなく、国内外での学会発表に積極的に参加し、経験した症例について学術的に「考える」技術を習得し
てもらいます。

滋賀医大消化器内科 検索



34滋賀医科大学2022年度専門研修プログラム

安藤　朗　内科学講座（消化器内科）　教授
炎症性腸疾患（IBD）に代表される慢性難治性疾患や悪性腫瘍の診療にお
いては、高度の診療技術に加え、免疫学などの基礎医学に根ざした広い
専門知識が要求されます。
我々は、臨床的専門性を追求すると同時に、常に幅広い知識への渇望を
持ち続ける態度を培い、その延長線上に臨床的課題に立脚した研究活動
を遂行することを目指しています。
熱い志を持った若い先生たちの参加をお待ちしています。

診療科長からのメッセージ

滋賀医大消化器内科における後期研修の特徴は「専門分野を細分化せず、消化器内科医としての
幅広いスキルを身につける」というものです。消化管·肝·胆膵の良悪性疾患、あるいは救急医療から緩
和ケアまで幅広い領域でありながら、大病院にありがちな領域ごとに細分化されたグループ分けはなく、医
師同士の垣根もありません。
担当医は内視鏡治療から緩和ケアまであらゆる病態を受け持ち、皆でカンファレンスを行い、症例ごとに上
級医から指導を受けます。内視鏡を始めとした手技についても初期研修のうちからマンツーマンで指導する
体制が出来ていますので、大学病院の世間のイメージ（？）とはずいぶん違う雰囲気の診療科です。
興味の有る方はぜひ一度見学に来て下さい！

当科の特徴は領域の細分化がなく、若手から
積極的に手技が行えることにあります。論文
執筆や国際学会での発表などAcademicな経
験が早い段階から経験できるのも大きな利点
と思います。ぜひ、一緒に仕事をしましょう！ 

（医師８年目）

多種多様な疾患を診断·治療していくにあたり
必要なスキルや知識を、初期研修のうちから
懇切丁寧に指導いただける環境に魅了されま
した。メリハリのある雰囲気も自慢のひとつ
です。

（専攻医２年目）

若手医師からひとこと

研修をお考えの方へ

TEL　　077-548-2217　　　　滋賀医科大学消化器内科医局　
MAIL　 osam@belle.shiga-med.ac.jp 　稲富 理　(滋賀医科大学消化器内科　准教授・教育医長)

お問い合わせ
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血液内科は、厚生労働省が定める指定難病の再生
不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病をはじめ、
急性・慢性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リン
パ腫、多発性骨髄腫などの悪性疾患、さらには後
天性免疫不全症候群（AIDS）を担当する診療科で
す。
すなわち、内科学の中でも特にその専門性が重視
される診療科であり、基礎科学的な視野からも疾
患をとらえる能力を養う科であると言えます。ま
た造血幹細胞移植は1989年以来、現在までに多く
の症例に対して実施してきており、今後も造血幹
細胞（stem cell）に関連した独自の治療法につい
て模索していきます。

済生会滋賀県病院、長浜赤十字病院、彦根市立病院、公立甲賀病院において大学病院と同様の臨床研修が行
えるよう協力をお願いしています。

スタッフ医師の指導のもとに各種血液疾患の担当医となり、診断および治療を経験してもらいます。特に骨
髄検査、細胞表面マーカー解析、染色体分析（FISH法など）、細胞遺伝学的検査を用いた診断学を学びます。
また造血器悪性疾患における造血幹細胞移植症例の担当医として、その治療さらには骨髄バンクを通じての
非血縁者間造血幹細胞移植のすべてのマネージメントを習得していただきます。日本血液学会では血液塗抹
標本をはじめとして細胞学的、病理学的な診断能力の重要性を提唱しており、当科においても血液形態学診
断の習得を目指した研修を実践しています。
週間スケジュールとしては、月曜日、火曜日、金曜日に午前8時からのレクチャーを開催しています。
水曜日は午後4時半から造血幹細胞移植症例カンファレンス、金曜日には午後5時半から血液疾患症例カンフ
ァレンスを開催しています。

血液悪性疾患については、年間の症例数は、急性
白血病；20例、悪性リンパ腫50例、多発性骨髄腫
20例を担当しています。造血幹細胞移植について
は、2020年までに約350症例を経験し、血縁者間・
非血縁者間骨髄移植、血縁者間・非血縁者間末梢
血幹細胞移植、さらにバンクドナー骨髄・末梢血
採取を実施しています。また臍帯血バンク移植認
定病院として臍帯血移植療法も実施しています。 
後天性免疫不全症候群については滋賀県の中核拠
点病院として、各診療圏の病院と連携を取りなが
ら診療にあたっています。

診療科概要

血液内科

診療実績

研修スケジュール・週間スケジュール

関連病院
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木藤 克之　内科学講座（血液内科）　准教授
血液内科は白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液悪性疾患を診
断し、治療する診療科です。すなわち、一人ひとりの患者さんの最初から
最後までを責任を持って担当するプロフェッショナルの医師の集団です。
診断には顕微鏡所見や遺伝子情報などの知識を必要とし、癌治療や移植療
法には患者さんの全身管理が要求されます。
ぜひ私達とともに全人的チーム医療を実現していきましょう。

診療科長からのメッセージ

スタッフ写真；患者様の了解を得て掲載血液内科　雜賀渉医師 
血液内科は内科の中でも特に「内科らしい」内科であると
感じています。1人の患者さんに対して、最初から最後まで、
診断から治療まで、全て自分自身で行うことができます。
当科は悪性腫瘍を扱うことが多いのも特徴ですが、基本的
には内科的治療のみでそれらと戦います。その過程で遭遇
する様々な困難に対しては「総合内科」としての能力が鍛
えられ、1人ひとりの人生と向き合うことで「全人的医療」
の心が育まれます。 また、遺伝子や免疫、分子生物学の研
究が臨床と直結することも特徴です。抗腫瘍薬・分子標的
薬や腫瘍免疫の研究は日進月歩であり、新薬が次々と登場し、以前は不治の病と言われていた疾患にも明る
い光が差し始めています。臨床と研究、ダイナミックに進化を続ける血液内科の世界で一緒に働きませんか。

血液内科　寺本由加子医師 
血液内科では治る患者さんもいますが、再発を繰り返し人生の最期を迎える患者さんも多いです。 血液内科
は、患者さんが血液の病気になった瞬間から最期まで診る、一生の主治医・担当医です。 少しでも患者さん
の思う人生の集大成を迎えられるよう全力を尽くし、たくさんの職種が協力し、その人の一生について多方
面から考え、実現できるよう知恵を絞ります。 誰かの人生について考え尽くし、人生の最期まで付き合う、
それが血液内科だと思っています。

若手医師からひとこと

■経験可能な手技
　一般診療手技として：骨髄検査（穿刺・生検）、末梢血管挿入中心静脈カテーテル留置術、胸・腹水穿刺な

ど
　診断法として：骨髄像検鏡診断、細胞表面マーカ解析、染色体解析、遺伝子診断、腹部超音波検査など
　治療法として：細胞・免疫療法、造血幹細胞移植全般、造血器悪性腫瘍化学療法・放射線療法
なお、卒後３年目からの新内科専門医プログラムとして、血液内科外来での新規症例の問診、診察ならびに
診断の実際を担当してもらいます。
チーム医療の実践として、毎週金曜日の夕方に血液疾患カンファレンスを開催しています。血液内科医、感
染制御部医師、病棟看護師、病棟薬剤師、血液検査技師、輸血部技師、管理栄養士、理学療法士、社会福祉
士などと、すべての入院症例についての情報共有をし、全人的医療を実践しています。

研修をお考えの方へ

滋賀医科大学血液内科　ホームページ；http://www.ninai-sums.jp/
滋賀医科大学血液内科　医局：077-548-2217　FAX　077-548-2219
診療科長　アドレス      kito@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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１週間のスケジュール
月～金　朝 ショートカンファレンス（救急患者申し送り、当日の方針打ち合わせ）

月・木　午前 入退院カンファレンス

木　午前 教授回診

月　午後 内分泌代謝症例検討会、内分泌代謝抄読会
＊４年目からは外来診療を担当する（入院で担当した患者のフォローアップを中心に）

糖尿病内分泌内科

急増する生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異
常症、肥満症、メタボリックシンドローム、高尿
酸血症）を適切に管理し、心筋梗塞、脳血管障害、
末梢循環障害、糖尿病網膜症や腎症発症の予防を
担当する総合医、専門医を養成する。
下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、内分泌性高血
圧疾患を幅広く経験し、診断と治療方法を習得す
る。
具体的には、1)外来・入院診療を通して生活習慣
改善の指導方法を習得、2)重症糖尿病、周術期、
糖尿病合併妊娠の血糖管理、3)最新機器を使用し
た1型糖尿病の治療、4)合併症、心血管、末梢循環
障害の精密検査、4）地域からの紹介患者の病態を
専門的に評価し、治療方法を決定する。

糖尿病
　外来　 約1800名
　　　　（1型糖尿病　約120名、
　　　　 インスリンポンプ療法　30名）、
　入院　年間　約250名

内分泌疾患
　入院　 年間約80名
　　　　（原発性アルドステロン症　約30名、
　　　　 下垂体疾患　約20名）

脂質異常症、高尿酸血症、電解質代謝疾患など
　入院　年間約30名

診療科概要 診療実績

週間スケジュール

【滋賀県】 東近江総合医療センター、公立甲賀病院、近江八幡市立総合医療センター、長浜赤十字病院、市立
長浜病院、市立長浜湖北病院、JCHO滋賀病院、草津総合病院、済生会滋賀県病院、済生会守山市
民病院、豊郷病院

【京都府】京都岡本記念病院
【兵庫県】赤穂市民病院

関連病院
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前川　聡　内科学講座（糖尿病内分泌内科）　教授
「全身を診ることができる良質な内科医、血管病変、感染症を総合的
に診療できる総合内科医」を育成し、将来、糖尿病専門医、内分泌代
謝疾患専門医として活躍できる人材を養成することを目的に研修を行
います。さらに、ゲノム医化学、再生医療の促進を目指した活力ある
医師を養成することができればと考えます。当科ホームページを参照
下さい。

今や40歳以上の10人に１人が糖尿病です。さらに、メタボリックシンドロームの概念が定着し、動脈硬化
症を予防することが今後の重要な課題であり我々の責務です。新しいカテゴリーの薬剤開発も目覚しく、個々
の症例に合わせたテーラーメイド医療の開発は我々の腕の見せ所です。1型糖尿病に対するインスリンポン
プ療法は県内では屈指の症例数で、最新の連続自己血糖測定機器を積極的に導入しています。周術期の血糖
管理や糖尿病合併妊娠の血糖管理など、他科との連携も多数行っています。我々と一緒に糖尿病、内分泌代
謝疾患のスペシャリストを目指しましょう。
一般的な症例から珍しい特異症例、重症例など、豊富な症例を経験し、病棟での臨床研究も活発に行い、
scientificな考え方の基本姿勢を学んでいただけます。

スタッフ写真

私達の科は生活に密接に関連している疾患が多く、日常生活の背
景を聞き出しながら、本人や家族、時には地域担当者と相談しな
がら、患者さんに合った治療法を一緒に考えていくことに、大変
やりがいを感じています。病棟の雰囲気も良く、上級医の先生方
は、いつも最新の知見や経験を教えて下さり、仲間の研修医と共
に楽しく働いています。

3年目は主に病棟で入院症例を担当して、症例ごとに深く掘り下
げて考える習慣が身に付きました。4年目では専門性を高め、病
棟だけでなく、外来を担当し、他科からのコンサルトにも対応し
ています。内分泌疾患など、大学病院ならではの興味深い症例も多く、まだまだ勉強の毎日です。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

担当者：　卯木　智
TEL：077-548-2222　FAX：077-543-3858
E-mail：sugi@belle.shiga-med.ac.jp

研修をお考えの方へ

お問い合わせ
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腎臓内科の診療対象は、腎炎・ネフローゼ症候群、
急性および慢性腎機能障害、体液異常、電解質異
常を来たす疾患であり、これらの病態に対する診
察と治療である。そのため、一次性の腎疾患のみ
ならず、二次性に腎障害・電解質異常をきたす疾
患（糖尿病、膠原病・リウマチ性疾患、血管炎症
候群、内分泌疾患、心不全など）を含めて幅広い
疾患の診療に従事している。
尿所見異常の原因となる糸球体腎炎やネフローゼ
症候群に対しては、腎生検を行い診断と治療方針
を決定している。急性腎不全や慢性腎不全に対し
ては、個々の病態に応じて、血液透析、血漿交換、
吸着療法、血液濾過、腹膜透析、腎移植から最適
な方法を選択して、血液浄化部と共に診療体制を
構築して診療にあたっている。
当科の特色の1つとして、近年患者数の増加が著し
い糖尿病患者を、糖尿病発症期から透析導入に至
るまで糖尿病診療・治療を一貫して行っているこ
とが挙げられる。このような糖尿病診療体制は全
国的にも珍しく、糖尿病性腎症の診療・研究実績
は全国的に高い評価を受けている。

年間入院患者数
　一次性腎炎・ネフローゼ　 100症例
　糖尿病性腎症　　　　　　　60症例
　末期腎不全　透析症例　　　50症例
　腎臓病教育入院　　　　　　30症例
　電解質異常・二次性高血圧　20症例
　膠原病・血管炎症候群　　　20症例

年間実績数
　腎生検　　50症例
　透析導入　30症例

その他
　 腎機能障害・電解質異常・血糖管理のため15症

例前後の他科コンサルテーション症例に対する
診療にチームとしてあたっている。

滋賀医科大学附属病院腎臓内科　週間スケジュール
　月〜金　毎日 AM8:00〜 症例カンファレンス
　月 PM5:00〜 糖尿病内分泌・腎臓内科合同　入退院カンファレンス
　火・水 AM10:00〜 腎生検
　木 AM 9:00〜 糖尿病内分泌・腎臓内科合同　入退院カンファレンスおよび教授回診
　 PM 3:30〜 腎臓内科　入院症例・他科コンサルト症例カンファレンス
　 PM 5:30〜 糖尿病内分泌・腎臓内科　医局会
　 PM 6:00〜 腎臓内科　抄読会・研究カンファレンス
　金 PM 3:30〜 血液浄化部症例カンファレンス
　その他  週1〜2日程度（各半日）　血液浄化部での血液浄化療法の研修

研修スケジュール
　後期研修1〜2年　滋賀医科大学附属病院で学内研修
　後期研修2〜5年　 関連病院にて学外研修
　　　　　　　　　（腎臓内科に限定せず、本人の希望を考慮して研修先を決めている）
　学外研修終了後　希望者は大学院へ進学し基礎研究・海外留学へ

腎臓内科

診療科概要 診療実績

研修スケジュール・週間スケジュール
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滋賀県下の基幹病院ならびに京都・大阪の総合病院：腎臓内科
　 地域医療機能推進機構滋賀病院、市立大津市民病院、公立甲賀病院、済生会滋賀県病院、済生会守山市民病院、

草津総合病院、東近江総合医療センター、市立長浜病院、洛和会音羽病院、京都岡本記念病院、日本生命
済生会付属日生病院

荒木�信一　内科学講座（腎臓内科）　准教授
腎臓内科が担当する腎障害・電解質異常・体液異常などの病態は、単に腎臓疾患だ
けではなく、全身の様々な異常によっても惹起されるため、腎生理・病態を理解す
るだけでは、患者さんのすべての病態を把握・解決することが難しくなります。ま
た、慢性疾患が多く、患者さんは病気以外に様々な問題を抱えています。そのため、
当科では、全身の病態を理解し全身を診ることができる、そして患者さんにより添
える内科医・良医となるべく研修指導に努めています。
また、診療だけではなく、臨床の現場から問題点を見出し、新たな治療法・病態解
明を目指した臨床・基礎研究を推進できる医師を養成することを目標としていま
す。是非、私たちといっしょに新たな可能性に挑戦していきましょう。

診療科長からのメッセージ

水電解質異常や急性腎障害など急性期の対応か
ら、慢性腎臓病に対する教育入院など慢性期の対
応まで幅広く学んでいただくことができます。腎
生検の病理組織を解釈し治療につなげていくこ
と、血液浄化部と連携し血液浄化療法を学ぶこと、
糖尿病管理を確実にできるようになることも重視
しています。また、大学院生とともに研究のカン
ファレンスにも参加することで最新の研究に接す
ることができます。楽しく充実した毎日を過ごし
ていただけられる環境を提供できると思います。
ともに学び、成長していきましょう。

（腎臓内科　武田尚子）

スタッフ写真

研修指導医師からひとこと

関連病院

滋賀医科大学腎臓内科は、糖尿病性腎症の臨床・基礎研究では日本を代表する有数の施設です。日本医師会・
学会賞の受賞歴も多く、腎臓病・糖尿病診療ガイドライン作成に数多く携わってきています。
また、大学内での診療・研究のみならず、滋賀県の慢性腎臓病・糖尿病重症化予防対策の中心施設として、
県民への啓発活動を積極的に行い社会貢献に尽力していることも当科の特徴です。

自由記述欄

滋賀医科大学　腎臓内科
診療科長　荒木信一
Tel: 077-548-2222　　E-mail: araki@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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脳神経内科

疾患名 外来延数 入院患者実数
2017 2018 2017 2018

脳梗塞 800 1457 101 90
脳出血 29 14 0 0
脳炎 19 24 2 25
髄膜脳炎 32 5 8 4
アルツハイマー型認知症 261 639 5 4
レビー小体型認知症 23 29 2 5
その他の認知症 73 18 3 6
パーキンソン病 838 1843 20 30
パーキンソン症候群 225 97 10 5
進行性核上性麻痺 8 12 5 10
大脳皮質基底核変性症 34 6 6 2
不随意運動 353 107 15 2
筋萎縮性側索硬化症 117 226 35 57
その他の運動ニューロン疾患 16 18 1 7
脊髄小脳変性症

（MSA, SCA,痙性対麻痺含む） 190 138 34 39
多発性硬化症 94 77 6 7
ミエロパチー・脊髄炎 32 32 3 21
脊椎疾患 400 1
炎症性ニューロパチー 90 103 55 32
末梢神経障害（外傷含む） 400 5 7
多発筋炎・皮膚筋炎 57 43 7 15ミオパチー、筋ジストロフィー 31 44
重症筋無力症 259 200 8 6
ミトコンドリア脳筋症 50 31 5 2
てんかん 691 353 8 14
頭痛 313 154
内科疾患に随伴する神経症候群 182 463 48 8
その他 4632 5120 8
年間総数 10249 11253 401 423

脳神経内科は、脳と脊髄（中枢神経系）、末梢神経、
神経筋接合部、筋における機能的・器質的疾患を
内科的に診療する領域であり、脳卒中や脳髄膜炎
などの急性期疾患から、パーキンソン病やALSなど
の神経難病や認知症性疾患、さらに他の身体疾患
に合併する神経症状まで実に幅広い領域を対象と
する脳のエキスパートです。頭痛やしびれ、めま
いといった日常ありふれた主訴に対して効果的な
問診で病因を類推し、神経科学に基づく神経診察
により病巣部位を特定し検査で確定診断をします。
神経疾患の診断技術や治療の進歩は著しく、超高
齢化社会を迎えた現在、脳神経内科医はますます
求められています。
滋賀医大脳神経内科では多彩で豊富な症例の経験
を元に、無医村でも使える診断技術と高度で専門
性の高い検査手技、最新の治療法が習得できます。

診療科概要 診療実績

＜研修スケジュール＞
　 脳と脊髄(中枢神経系)、末梢神経、神経筋接合部、筋における機能的・器質的疾患を内科的に診療する領

域としての神経内科の診療を経験し、その内容を理解することを目的とする。
　 研修1年目に日本内科学会と日本神経学会のカリキュラムに定められた神経疾患を中心に入院症例を担当

として受持ち、神経症候学や神経生理検査、神経画像などを学ぶ。
　 研修2年目には入院症例として担当する神経疾患の診療に関する理解をさらに深化させるとともに、救急

神経疾患の初期対応や他科からのコンサルテーション、専門外来の見学などを経験して3年目以降の総合
内科専門医や神経内科専門医を取得するための基礎になる診療経験をしてもらいます。

＜週間スケジュール＞
　  1.毎週月曜（8時）木曜（7時45分）より脳神経外科合同（脳卒中）カンファレンス。
　  2.毎週火曜日8時より文献紹介・抄読会。
　  3.毎週火曜日17時より退院症例や他科対診を中心とした入院症例カンファレンス。
　  4.毎週木曜日13時より新入院患者症例カンファレンス。病棟教授総回診。
　  5.毎週金曜日16時よりWeekly Summaryカンファレンス。
　  6.毎週月〜金曜日9時30分より神経電気生理検査。
　  7.毎週火曜（13時）金曜（9時）より脳血管撮影検査。
　  8.第1水曜18時30分より脳波勉強会。
　  9.月2回不定期（月曜or水曜）に神経内科レジデントセミナー（講師招聘）。
　10.第2・4火曜日17時より神経放射線カンファレンス。

研修スケジュール・週間スケジュール
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真田　　充（准教授） 「全身を診る」脳神経内科医を目指し、共に頑張りましょう！
山川　　勇（助教） 神経内科の魅力に触れながら、密度の濃い充実した研修生活を送れます。
北村　彰浩（助教） 魅力いっぱいの神経内科を一緒に学びましょう！楽しみにしています。
小川　暢弘（助教） 当科での研修が医師として一生の財産になると確信しています。
塚本　剛士（特任助教）  病歴、診察、診断、治療。内科の本質を共に学びましょう。

とても和やかな雰囲気で、教授をはじめとして上級医に気軽に相談し易い環境が整っており、脳血管障害か
ら変性疾患、免疫疾患とバリエーションに富んだ症例を経験できます。抄読会を通して担当症例にまつわる
論文を各人が持ち寄ったり、カンファレンスで『3 step diagnosis』に基づき症例を理論的に評価したり、
煩雑な研修となることなく、診断・治療への知識の確認や思考回路の整理が十分になされ、非常に充実した
日々を過ごせています。 （平成26年卒　端　真季子）

滋賀医大脳神経内科系の関連病院： 公立甲賀病院、市立野洲病院、彦根市民病院、長浜赤十字病院、草津総
合病院、JCHO滋賀病院、紫香楽病院

スタッフとしての赴任が可能な病院：大津赤十字病院、滋賀県立総合病院
専門医プログラムとして脳神経内科から研修が可能な病院： 宇多野病院、京都医療センター、国立南京都病院、

住友病院、北野病院、大阪赤十字病院、済生会
中津病院、倉敷中央病院

以上の病院を3年目以降に希望などを考慮して研修やスタッフとしての派遣をしてもらいます。

関連病院

漆谷　真　内科学講座（脳神経内科）　教授
脳神経内科といえば従来は「難病科」としてのイメージが定着していましたが、
近年脳梗塞、神経免疫疾患、パーキンソン病、てんかん、遺伝性の神経難病など
に対して新たな治療法や薬剤が次々と導入され、適切な診断によってこれまで不
治とされていた疾患が治るようになっています。
我々の提供する素晴らしい研修システムで滋賀医大脳神経内科から、一人でも多
くの、世界に通用する脳神経内科医を育ててゆきたいと思います。不治の病があ
るからこそ、若い君達が必要なのです。　　　　　　　　　　　　　（漆谷　真）

指導医からのひとこと

診療科長からのメッセージ

講座として成立してまだ日は浅いですが、医学・医療教育に重
点を置いた安定した指導体制のもと、全スタッフと共に脳神経
系という幅広い領域をあらゆる角度から広い視野で学んでいけ
る診療をしています。
是非ともこの空気に触れて脳神経内科の魅力を感じてください。

（北村　彰浩）

教育長からのメッセージ

若手医師からひとこと

〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町
国立大学法人 滋賀医科大学 内科学講座（脳神経内科）TEL/FAX：077-548-2160
担当:（教育医長）北村　彰浩

お問い合わせ
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腫瘍内科

日本臨床腫瘍学会、日本がん治療認定医機構、日本緩和医療学会の認定研修施設です。また、本院は厚生労働省地域
がん診療連携拠点病院（高度型）、がんゲノム医療連携病院ならびに滋賀県がん診療高度中核拠点病院の指定を受け
ており、行政と連携したがん医療の均てん化と先進的がん医療の開発に関わる研修も可能です。当研修プログラムに
おいては、総合内科専門医、がん薬物療法専門医、がん治療認定医、緩和医療専門医・認定医、臨床遺伝専門医、医
学博士号（がんプロフェッショナル養成プラン）に必要な研修を並行して効率的に受けることが可能です。

腫瘍内科の週間スケジュール（例）
月：がん薬物療法業務、病棟、緩和ケアラウンド
火：がん薬物療法業務、病棟、がんゲノムエキスパートパネル
水：外来、病棟、医局カンファレンス、緩和ケカンファレンス
木：外来、病棟、キャンサーボード
金：がん薬物療法業務、外来、病棟、化学療法カンファレンス、緩和ケアラウンド

研修スケジュール・週間スケジュール

腫瘍内科は、腫瘍内科医による、がんに対する最新の標準薬物
療法を基本に、新しい分子標的療法を展開しています。また、
新規の分子診断法に基づいたがんの個性診断により、薬物療法
開始前にその効果を予測し、最適ながん治療を患者さんに提供
する個別化した精密（プレシジョン）医療を推進しています。
また、診療科長が臨床腫瘍学講座教授、附属病院腫瘍センター
長と大学附属先端がん研究センター長を併任しており、がん治
療に関わる専門診療科や研究室と連携して、がんの標準治療、
高度医療から緩和ケア、支持療法を踏まえたがん患者さんの
QOLの維持と希望の切れ目のない総合的がん医療に取り組ん
でいます。

2020年度の主な取り組み
　外来化学療法件数：7,585件
　レジメン審査件数：183件
　緩和ケア介入件数：2,192件
　医師主導治験：1件
　学術発表等：45件
　研修会・講演会実施：68回
　がん遺伝子パネル検査：84件

診療科概要 診療実績

高度ながん医療に加えて、先進的がん研究と橋渡し研究に取り組みたい場合、内科及びがん関係の専門医取得と並行
して博士号取得を目指す場合は、診療科長が併任する滋賀医科大学臨床腫瘍学講座、滋賀医科大学先端がん研究セン
ターでの研究や東京大学医科学研究所附属病院等での研修が可能です。また、希望者には英国ケンブリッジ大学附属
病院等への留学の機会も整備しています。

連携病院・研究施設
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醍醐�弥太郎　臨床腫瘍学講座（腫瘍内科）　教授
がん医療のコンダクターとしての腫瘍内科の取り組み
今日のがん治療においては、病気の進行段階に対応したオーダーメイドの医療と
多職種チームによる総合的かつ全人的な医療が求められています。わが国ではこ
れら先進的がん医療を担い臓器横断的ながん診療のマネージメントができる腫瘍
内科医（臨床腫瘍医）や体と心の両面からがん特有の症状に対するケアを行う緩
和ケア医が不足しています。また、標準的ながん治療の効果がなかった患者さん
は新しい治療法を求め、「がん難民」という社会的問題が生じています。私たち
は高い倫理性と科学性に基づいた最新の標準的がん治療と緩和ケアを提供し、さ
らには新しいがん医療の開発を推進することによって、このような患者さんへ医
療を提供することも大きな課題の一つと考えています。滋賀医科大学臨床腫瘍学
講座が統括する附属病院腫瘍内科および腫瘍センターは、がんと診断されたとき
から切れ目なく続く質の高いがん医療の推進をめざしています。

診療科長からのメッセージ

がん免疫療法の医師主導治験：
がん細胞に目印をつける「がんペプチド」をワクチンとして患
者さんに注射し、がん細胞を攻撃する細胞を増殖させ、がん細
胞を殺す力を高める効果を目指したがんワクチン療法の治験を
実施しています。

がんゲノム医療の先進的医療等：
当院では、がん遺伝子パネル検査として、新たに数百個程度の
がんに関連遺伝子を調べる検査やリキッドバイオプシーといわ
れる血液を用いた検査を複数種類導入し実施できるよう体制整
備を進めています。また、遺伝性腫瘍の診療体制を整えています。

腫瘍内科の最近の話題

腫瘍内科においては、腫瘍内科医による各種の臓器のがんに対する外来での最新の薬物治療や緩和ケアに加
えて、新しい治療法の開発のために、これまで、治験・先進医療や各種のオーダーメイド治療等を通じた滋
賀医大の特色あるがん医療を提供してきており、全国のがん患者さんや病院からの先進的がん医療に関する
相談・診療依頼を受け入れています。また、滋賀県がん診療高度中核拠点病院の指定を受けて、滋賀県内や
近隣府県のがん診療連携拠点病院および全国の大学・病院と連携したがんの新薬とオーダーメイド治療の開
発に関わる各種の臨床試験や治験等を実施しています。現在は、新しい分子・免疫療法等の開発を進めてい
ます。

先進的がん医療の推進

研修や診療に関する質問や見学・相談はydaigo@belle.shiga-med.ac.jp（醍醐）まで随時ご連絡ください。
診療に関する情報は下記ホームページを参照してください。
・腫瘍内科： http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/department/oncology/index.html
・腫瘍センター： http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/department/central_clinic/tumor/index.html
・滋賀医大の特色あるがん医療：http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/feature/cancer.html
・がん診療連携拠点病院HP：http://www.shiga-med.ac.jp/~hqyurari/

お問い合わせ
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小児科

小児科は新生児から思春期に至るまで、かつすべての分野での診療が必要と
なる分野です。少子化の時代ではありますが、その分、子どもの健全な育成
が必要となってきており、小児医療はますます重要となってきています。滋
賀医科大学小児科では神経、発達障害、循環器、血液・腫瘍、内分泌・代謝、
腎臓、アレルギー、先天異常、感染症、新生児、集中治療、膠原病などほぼ
全ての分野において専門医・指導医がおり、さらにグループ同士の連携も良
いので幅が広くて深い研修を行える体制となっています。また大学病院では
ありますが、小児一般診療に対しても熱心な指導が行われています。

診療科概要 ローテーション

初年度　　基幹研修施設である滋賀医科大学医学部附属病院または準基幹研
修施設である3病院（長浜赤十字病院、近江八幡市立総合医療セ
ンター、済生会滋賀県病院）のいずれかで研修を開始する。

次年度　　そのほかの連携研修施設のいずれかと重症心身障害児・者の医療
を主として行っている2施設（びわこ学園、国立病院機構紫香楽
病院）のいずれかで研修を行う。

最終年度 滋賀医科大学医学部附属病院もしくは準基幹研修施設で、それま
でに経験できなかった領域の研修を行い、研修の総仕上げを行う。
後半の1年半を静岡県立こども病院で研修するプログラムを作製
した。

研修プログラム�概要

小児科病棟31床＋NICU12床＋GCU12床で運用しています。令和２年度は
小児科入院延べ13,902人でした。集中治療部門とも密に連携し、超重症例
から生後1か月健診まで、子どもの健康に関するあらゆる問題に対処してい
ます。

診療実績

専門研修基幹施設（6-18か月）
滋賀医科大学医学部附属病院

準基幹研修施設（12-24か月）
長浜赤十字病院
近江八幡市立総合医療センター
済生会滋賀県病院

重症身体障害者診療施設（3-6か月）
びわこ学園医療福祉センター草津
びわこ学園医療福祉センター野洲
国立病院機構紫香楽病院

連携研修施設（3-24か月）
長浜市立湖北病院
彦根市立病院
東近江医療センター
済生会守山市民病院
日野記念病院
湖東記念病院
近江草津徳洲会病院
JCHO滋賀病院
京都きづ川病院
静岡県立こども病院

関連病院
長浜市立湖北総合病院
長浜赤十字病院
マキノ病院
彦根中央病院
彦根市立病院
豊郷病院

湖東記念病院
近江八幡市立総合医療センター
済生会滋賀県病院
日野記念病院
野洲病院
済生会守山市民病院

JCHO滋賀病院
みなくち診療所
近江草津徳洲会病院
国立病院機構紫香楽病院
びわこ学園医療福祉センター
東近江市永源寺町国保診療所

石部診療所
滋賀県立むれやま荘
滋賀県障害児協会かいつぶり診療所
京都きづ川病院
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小児科からのお知らせ

丸尾 良浩 小児科学講座　教授
滋賀県は全国2位の出生率で小児医療の必要性が高い県です。滋賀県の病院勤務小児科
医の70%を滋賀医科大学小児科出身者が担っています。神経、血液・腫瘍、循環器、
腎臓・透析、内分泌代謝、糖尿病、新生児・NICU、救急・ICU、免疫・膠原病、臨床
遺伝と幅広い専門医がおり、小児医療すべての分野について研修を受けられます。また、
地域医療、障害児医療、発達障害についても力をいれています。滋賀医科大学小児科
で研修を受け、皆さんと滋賀県の小児医療を発展させていきましょう。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと 後期研修医
後期研修では、大学病院での専門研修だけでなく市中病
院での初期診療の訓練、一般小児科診療、重症心身障害
者の医療なども幅広く研修することができます。また、
滋賀医大には各分野の専門家が揃っており、患者さんを
多数の医師で多面的かつ総合的に診療できます。一丸
となって小児医療を盛り上げるメンバーを募集していま
す！

後期研修では、各専門分野の指導医のもと考え方や手
技を学びながら、幅広い症例を担当できます。
雰囲気の良い職場で子どもに癒やされる毎日です。研
修など是非お待ちしています。

一緒にがんばる仲間を募集中です！
小児科学講座では子どもたちの未来のために一
緒にがんばる仲間を募集しています！ バリバリ
やるもよし、子育てしながらまったりやるもよ
し、それぞれのライフスタイルに合わせて仕事
ができます！

TEL／077-548-2228　　　FAX／077-548-2230
E-mail／ hqpedia@belle.shiga-med.ac.jp（小児科医局）ttaga@belle.shiga-med.ac.jp（医局長  多賀 崇）

お問い合わせ

入局5年目 医師
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精神科

精神科は人の気持ちを扱う曖昧な側面と、医学である以上科学的・論理的な側面の二面性を持っています。
滋賀医科大学精神科を基幹病院とするプログラムではこの二面性の融合を強く意識しています。診断では初
代教授である髙橋三郎先生が翻訳に携わり導入して以来、国際的に標準的に用いられる米国精神医学会作成
のDSM（精神疾患の診断・統計マニュアル）を基に診断を行っています。本プログラムでは統合失調症や気
分障害から睡眠障害、児童思春期、認知症といった全ての分野にわたった症例が経験でき、リエゾン精神医
療、精神科救急、地域精神医療、司法精神医療など様々な場面での精神科医療を経験できます。また下記の
通り治療技術でも様々な経験ができます。それと同時に、精神療法ではより論理的な認知行動療法のみならず、
基礎となる面談技術といった面から、人を理解してその人の人生に有益な関わりをするという、ある種論理
だけでは解決できないような側面にも注意を払って研修できるよう考えられています。病気の原因解明や治
療方法の開発・改善など、より良い精神医療の発展への寄与にも関わることができます。

診療科概要

・電気けいれん療法（ECT）・光トポグラフィー（NIRS)
・認知行動療法　・治療抵抗性統合失調症に対してのクロザピン治療の導入　・高照度光療法
・医療観察法病棟（滋賀県立精神医療センター）・緩和ケア・各種治験など
睡眠障害の検査としては全国有数の施行件数である終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）や反復睡眠潜時検査

（MSLT）を行っており、睡眠時無呼吸症候群、Restless Legs症候群、REM睡眠行動異常あるいはナルコレ
プシーなど多様な睡眠関連疾患についても十分な経験を積むことができ、日本睡眠学会認定専門医も取得可
能です。

診療・治療内容

月 火 水 木 金

AM
ECT
病棟業務
睡眠カンファ

外来陪席
病棟業務

ECT
思春期カンファ
病棟業務

新患予診
外来陪席 外勤

PM
病棟カンファ
教授回診
病棟業務

病棟業務
認知症回診
レクチャー

各種検査
(NIRS, 脳波)
指導医による
個別指導

病棟業務
リエゾン
集団精神療法

（SSTなど）

外勤

※ 外勤は連携施
設での業務

PM5時
以降

抄読会または
症例検討会
医局会

当直業務
（月2回程度）

勉強会
親睦会など

連携施設（五十音順）：大垣病院　上林記念病院　湖南病院　滋賀県立精神医療センター　滋賀里病院
　　　　　　　　　　  滋賀八幡病院、西濃病院　瀬田川病院　セフィロト病院　長浜赤十字病院　
　　　　　　　　　　  琵琶湖病院　不破ノ関病院　水口病院　養南病院

研修スケジュール（モデルケース）
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尾関�祐二　精神医学講座　教授
滋賀医科大学医学部附属病院精神科および連携施設病院では、知識と経験
の獲得を目標とする精神医学の研鑽はもちろんのこと、精神科医として求
められる素養を身につけることにも重点を置いて研修を行っています。精
神疾患の診療に関わることは、往々にして患者さんの人生全体へと関わる
ことになります。そうした責務を感じつつも、一人前の精神科医として患
者・家族さんにかかわる方法を身につけ、さらに「つらさ」から解放され
て行く安堵感を患者・家族さんと分かち合って精神科医師の役割・充実感
を体験してもらえればと思っています。我々の仲間になって、人の持って
いる「つらさ」を減らして行く能力を身につけませんか。

診療科長からのメッセージ

医局の雰囲気が良く、医局員同士で助け合い、切磋琢磨しながら日々の診療にあたっています。とても働き
やすい環境です。当医局で後期研修をするメリットは多く、指導医をはじめとした先輩方からの指導を受け、
精神科医としての基本的な考え方や対応の仕方が身につけることができます。また、DSM5の診断基準やガ
イドラインに沿った診療を基本にしており、今後の精神科診療の基礎になります。時に難しい症例もありま
すが、医局員同士で相談しやすく、広い視点で判断することができることも良い点だと思います。精神科診
療に興味のある皆さんと一緒に働けることを楽しみにしております。

若手からのメッセージ

滋賀県は全国住みやすさランキングでは常に上位にランクインしつつ、都道府県別成長率は全国トップクラ
スという、とても勢いのある県です。近隣都市へのアクセスも京都駅から最寄り駅までは電車でわずか17分、
車でも高速道路で約15分ととても近いです。また人口構成は日本の平均とよく似ており年齢・疾患に偏りな
く患者さんを診察する機会があり、まさに研修にうってつけの地域であると言えます。また当講座では、多
様なキャリアアップを目指す方の支援をしています。例えば、転科希望の先生、持病・妊娠・出産・育児な
どへの配慮を希望される先生、博士号取得希望の先生なども、指導医の丁寧な指導の下で着実に研修をする
ことが可能です。長期休業後の復帰に際しても十分なフォロー体制があります。まずはご連絡ください。医
局員一同、心よりお待ちしております。

ぜひ、一度見学にお越しください!!

滋賀県大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学精神医学講座　（担当　吉村　篤）
TEL：077-548-2291
E-mail：atusi@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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皮膚科の診療は多種多様であり、内科的・外科的・病理学的な分野など非常に幅が広いのが特徴です。当科
では一般的な教科書に記載のある皮膚科疾患は“全て”対象としているため、文字通りの「皮膚科のエキス
パート（達人）」として活躍しています。皮膚症状を生じる各種膠原病などの全身疾患の診療も行っていま
すので、皮膚“しか”診れない医師では決してありません。もちろん、人によっては「手術なんて怖くて無
理」という人や「手術をメインに頑張りたい」という方もいますので、その様な人はそれぞれの道で“達人
中の達人”として活躍して貰っています。また近年では、学内ではまだ当科しか行っていない再生医療など、
先進的な医療にも積極的に取り組んでおり、地方大学ではありますが、医療の最先端に触れながら日常の診
療を行うことができるのが当科の特徴となります。
指導医の持つ資格（当科で取得可能な資格）：
日本皮膚科学会 皮膚科専門医、同 皮膚悪性腫瘍指導専門医、同 美容皮膚科レーザー指導専門医（非常勤）、
日本アレルギー学会 アレルギー専門医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医、日本人類遺伝学会 臨床
遺伝専門医、日本再生医療学会 再生医療認定医

皮膚科

診療科概要

2020年度 延外来患者数17398人、紹介率94.28％、新入院患者468人、延入院患者6879人　
 平均在院日数13.37日、手術件数398件（中央手術室のみの件数）
外来患者数・紹介率：どのくらい地域の医師に頼られている病院か、入院患者・平均在院日数：どのくらい
重症を見ているか＆急性期医療をしている病院かの指標です。この5年間で紹介率は28%、新入院患者数は
141人と大きく増えています。近年では手術にも力を入れており、手術件数は37件増加、内訳では全身麻酔
下の手術件数が84件から97件と増加しており、高度手術の割合が増加しています。

診療実績

月 17:30　病棟カンファレンス
火 特にイベント無し
水 午後から手術

木
14:00　教授回診
16:00　医局カンファレンス

金 午後から手術

☆ 左記以外の時間は病棟処置や外来処置、担当患者の診療etcをして
います。特に午前は外来が多いです。

☆ 入院患者の診療は、患者ごとに主治医・担当医・ローテーターの３
人体制で行うので指導もバッチリです。

☆ 入局された方には、もれなく滋賀医大皮膚科オリジナル入局者用ガ
イド「Dermya」をプレゼント！

週間スケジュール

連携施設：
　草津総合病院、公立甲賀病院
　日野記念病院、東近江敬愛病院
　東近江総合医療センター
　彦根市立病院
　JCHO中京病院
准連携施設：
　JCHO滋賀病院

研修スケジュール

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 備　考
大　学 大　学 連　携 連　携 大　学 スタンダード
大　学 大　学 連　携 連　携 連　携 実戦派向き
大　学 連　携 大　学 大　学 大　学 重症・手術・研鑽向き
連　携 連　携 大　学 大　学 大　学 連携からスタートしたい方
大　学 連　携 連　携 大学院 大学院 研究したい方
大　学 連　携 準連携 大学院 大学院 社会人大学院生向き
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藤本�徳毅　皮膚科学講座　教授
皮膚科は、皮疹とその病理所見を対象とする極めて専門性の高い診療科です。
その一方で、免疫・アレルギー疾患、感染症などの内科的疾患、腫瘍や創傷な
どの皮膚外科、美容診療、基礎研究など、非常に幅広い診療・研究を行います。
膠原病・皮膚悪性腫瘍・薬疹など重症免疫疾患など生命に関わる疾患から身近
なcommon skin diseasesまで幅広く診療します。滋賀医大皮膚科はこれら
全ての選択肢を皆さんに提供します。サブスペシャリティも豊富で、滋賀医大
皮膚科には現在膠原病、皮膚悪性腫瘍、創傷、毛髪異常、アレルギー性皮膚疾
患、皮膚感染症などを専門領域とするスタッフが在籍します。ライフワークバ
ランスに優れ、年齢、性別などを問わず全ての医師が活躍できる診療科でもあ
ります。皆さんもぜひ私たちとともに、各自の関心領域から皮膚科学を極めま
しょう！

診療科長からのメッセージ

入局４年目　國府 拓 先生
　 人気がどんどん増して、数年後には滋賀医大皮

膚科も人数制限に達して選抜される時代が来る
のでは、という予感がします(個人的見解です)。
その前に入れて運が良かったです。子供も産ま
れ私生活も充実しています。

入局４年目　布施 まゆか 先生
　 皮膚科は見てわかる、という点が非常に面白い

と思います。また内科、外科、病理、美容と幅
広い分野に関わることができる魅力多い科です。
近年入局員が増えて活気ある医局となっていま
す。是非一度見学にいらして下さい。

若手医師からひとこと

現在の医局員は、学内16名・関連病院11名・院生2名と比
較的小規模な医局となっています。その分、各人ごとにき
め細やかな対応ができるのが強みで、年1回教授自らが医局
員全員に面談を行い、希望や現在の問題点などを確認して
います。また、皆さんが入局されてから当面の目標となる
専門医試験ですが、全国平均合格率が78%の中、当医局で
はこの20年間で1発合格できなかったのはたったの2人しか
いません。面倒見が良いのも自慢です。

滋賀医大皮膚科医局について

滋賀医科大学　皮膚科学講座　hqderma@belle.shiga-med.ac.jp
☆当科HPにも連絡先が掲載されています。

お問い合わせ

2019年度の入院患者さんの内訳を調べてみました。良性腫瘍：85人、悪性腫瘍：162人、感染症：58人、
自己免疫疾患：50人、アレルギー疾患44人、その他：32人とバランス良く色々な患者さんを診療している
ようです。都市圏の病院では「手術は○○大学に」とか「この治療は○○病院で」などありますが、当科で
は一から十まで自分で治療を行うことができます。また、皮膚疾患は患者さんが自分の眼で見ることができ
るため、ちゃんと治してあげると非常に喜んでもらえます。医師として働いていくのは、どの科に行っても
楽しいことばかりではありませんが、「患者さんに喜んでもらえる仕事」というのは生涯をかけて取り組むに
値する仕事だと思いませんか？

Dr「K」の語る内部事情
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滋賀医科大学消化器外科の魅力
・ 消化器癌治療における最後の砦
　 外科切除により根治をめざすことができます。

手術のみならず化学療法や緩和医療で癌患者さ
んの人生に幅広く関わることができます。

・腹部救急疾患に強くなれます
　 虫垂炎や胆嚢炎から外傷まで幅広い腹部救急疾

患を経験することができます。
・チーム医療
　 手術は一人では出来ません。チームワークが大

切です。豊富な指導医が優しく丁寧に指導しな
がら手術の修練を行っています。

長浜赤十字病院、ベルランド総合病院、東近江総合医療センター、草津総合病院、宇治徳洲会病院、
赤穂市民病院、JCHO滋賀病院、日野記念病院、能登川病院、豊郷病院、癌研有明病院、静岡県がんセンター、
愛知県がんセンター

2020年実績
　手術件数約　700件

日本消化器外科学会認定施設
肝胆膵外科高度技能専門医修練施設
大腸肛門病認定施設　など

消化器外科

診療科概要 診療実績

外科専門医を取得後、最短２年で消化器外科専門医を取得できます。
執刀症例　
　３年目　 胆嚢摘出術(腹腔鏡下)　虫垂切除術(腹腔鏡下)　ヘルニア修復術(腹腔鏡下)　胃空腸バイパス術　

人工肛門造設・閉鎖術　胃癌手術　大腸癌手術(開腹)　乳癌手術
　４年目・５年目　３年目症例に加え　肝切除術　膵切除術　大腸癌手術(腹腔鏡)　小児良性疾患
　６年目以降　癌手術全般　希望によりがんセンターなど国内留学や海外留学が可能です。

週間スケジュール
　月曜　朝8時よりカンファレンス、手術
　火曜　朝8時より術前術後管理　クリクラ指導　勉強・研究や発表準備・論文作成
　水曜　朝8時よりカンファレンス、手術
　木曜　朝8時より術前術後管理　クリクラ指導　勉強・研究や発表準備・論文作成
　金曜　朝8時よりカンファレンス、手術

研修スケジュール・週間スケジュール

関連病院
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谷　眞至　外科学講座 教授　
「患者さんが良くなってほしい」という熱い気持ちに燃えている若い医師の皆さ
ん、是非とも外科医を目指してください。手術をしてもいいのは医師免許を持っ
ている人だけです。患者さんのためにあなたの力を発揮しませんか。私たち滋賀
医科大学消化器外科は全面的な協力を惜しみません。一般的な疾患から高難度の
疾患まで幅広い消化器疾患を学ぶとともに、各領域の専門家から最新の情報を得
ることができます。若手からベテランまでみんなのチームワークは誰にも負けな
い滋賀医科大学消化器外科で日本一・世界一の外科医を目指しましょう。

前川　毅　（外科学講座　医員）　平成28年卒
私は、がん診療に携わりたいという思いを胸に、滋賀医大で研修を行っていました。各
診療科で研修を積む中、消化器外科をローテートした際に、外科は手術を行う科ではな
く、術前の評価からどの治療法が最適なのかを判断し、治療法を選択する科なのだと知
りました。手術を一つの武器として癌と戦うという姿勢にとても魅力を感じ、消化器外
科を志すことを決めました。

手術ができるようになるためには、これまで一度もしたことのない「切る・縫
う」という手技を一から学んでいかなければいけません。当科には、熱心な指
導医の先生がたくさんおられ、自身のレベルに合わせて必要な知識や技術、課
題を与えてもらえる素晴らしい環境が整っています。また、誰とでも気軽に話
せ、仕事以外の相談ごとなどもできる和やかな雰囲気があります。
外科に興味がある方はもちろん、外科に興味が今はない方でも、一緒に働きた
いなと思っていただける環境があると思っています。ぜひ一度雰囲気を感じに
いらしてください。一同、心よりお待ちしております。

外科学講座（消化器外科、乳腺・小児・一般外科）谷 眞至 
TEL: 077-548-2238 E-mail：hqsurge1@belle.shiga-med.ac.jp

診療科長からのメッセージ

・若い先生にも多くの執刀の機会があります。
・教授との距離が近く、希望を聞いてもらいやすい環境です。
・外科専門医取得に必要な症例数(心臓・呼吸器・乳腺・小児)も十分に経験できます。
・多くの術式が経験でき、手術件数も増加傾向です。
・学会発表、論文、研究を積極的に行っています。

若手医師からひとこと

滋賀医大消化器外科の特徴

お問い合わせ

全　有美　（長浜赤十字病院）　平成27年卒
　私は滋賀医大で初期研修をしている時に、手技を始め様々なことを上級医から熱心に
指導を受け、手術でしか救命しえない症例も目の当たりにし、どんどん外科の道に惹か
れていく自分に気が付きました。手術も含めた悪性腫瘍の治療に携わりたいと思い、外
科の道を志すことを決めました。私が当科を決めた理由として強調したいのは、のびの
びと研修できると感じたことです。とても動きやすく、ちょっとした疑問もすぐ聞くこ
とができる環境です。
　また、滋賀医大外科は、女性外科医として仕事も人生も悩み相談でき、強
く結束しています。少しでも興味がある方はぜひ、一歩踏み出して見学にい
らしてください。本当にあたたかい上級医ばかりです。
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乳腺外科分野
　手術症例　約130例/年
　(乳癌　約100例　

乳房再建症例も増加しています)
小児外科分野
　手術症例　約150例/年
　(新生児手術症例　10例前後)
一般外科分野
　手術症例　約130例/年

外科専門医を取得後、サブスペシャルティである乳腺専門医、
もしくは小児外科専門医の取得をめざします。
外科専門医研修とサブスペシャルティの研修はオーバーラッ
プできるので、どちらもスムーズに取得できます。初期研修
終了時に心臓血管外科・呼吸器外科症例が不足する場合は、
3年目以降にローテート研修します。

月曜日　手術　チームカンファレンス
火曜日　外来
水曜日　手術　乳腺合同カンファレンス・マンモグラフィ読影会
木曜日　外来
金曜日　教授回診　術前カンファレンス　手術　抄読会

乳腺外科は主に乳癌診療を行っていますが、乳癌は女性の癌罹患
率1位、11人に1人が一生涯のうちに罹患すると言われています。
患者さんは若い母親であることも多く、私たちは一人でも多くの
患者さんとその家族を救うため、日々努力しています。　美しさも追求できる外科手術のおもしろさのみな
らず、薬物療法では多彩な薬剤を使いこなす、腫瘍内科的側面があることも魅力のひとつです。
センチネルリンパ節生検は被爆のない蛍光法で行っていることも当科の特徴です。

小児外科では、脳・整形・心臓血管外科を除く小児の外科的疾患の大半を扱います。対象疾患は全身に及び、
診断から治療（手術）、術後管理まで全て行います。高い専門性を必要とされる新生児疾患や悪性疾患、希少
疾患を全て受け入れているのは滋賀県内で当院だけです。こどもは治癒・回復力が早く、術後あっという間
に元気になる姿に日々喜びを感じられます。すぐに治る疾患もありますが、長期間フォローアップすること
も多く、こども達の成長をともにみていけることも大きな魅力のひとつです。

研1 研2 専1 専2 専3 6年目 7年目

外科専門医の修練(連携病院での研修を含む)

プログラムに乗り外科専門医の修練

サブスペシャルティの修練

外科専門医試験

乳腺・小児・一般外科

研修スケジュール診療実績

乳腺外科、小児外科、一般外科を担当します。
●乳腺外科は乳腺疾患の診断・手術・薬物治療・

緩和医療までを網羅します。外科医としての側
面だけではない魅力があります。

●小児外科はヘルニア等のcommon diseaseから
先天性疾患、腫瘍など、幅広い分野の診療を行
います。こどもたちの未来を支える、魅力ある
分野です。

診療科概要

週間スケジュール
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乳癌診療は狭い分野ではあるものの、奥深く興味が尽きない専門性の高い分野であり、
また、滋賀医大　乳腺・一般外科ではがん治療だけでなく患者さんが「自分らしく生
きる」ためのサポートにも力を入れています。乳腺専門医は診断から治療まで乳癌の
すべてを診ますが、そのほとんどが外来診療であり、医師自身のライフステージに合
わせて様々な働き方が可能です。どのライフステージにおいても医師として活躍した
い方、手術は好きだけど外科専門医取得に不安のある方や、乳腺腫瘍医として薬物療
法を極めたい方も、まずはお気軽にご相談ください。

小児外科専門医とは「安心してこどもを任せることのできる外科医」であり、手術だ
けでなく、小児の特性を理解した細やかな診療が要求されます。滋賀県内の小児外科
専門医は非常に少なく不足しています。手術ができることが外科医の最大の強みです
が、専門性が高い中でも全身管理も行うこともできるのが小児外科の大きな特徴です。
自らの手で治すこと（＝手術）に興味があり、こども達の明るい未来のためにがんば
りたい！ という情熱のある方々、ぜひ、一緒に働きましょう！ こども達の笑顔に癒
され、やりがいも格別です☆

滋賀医大 乳腺・一般外科は、こぢんまりとしていますが、一丸となっ
て滋賀県の乳腺診療・小児外科診療にあたっています。消化器外科と
は同じ病棟でともに協力しあって診療をしており、ちょっとした相談
もすぐできるだけでなく、外科専門医取得に向けた勉強が日々できた
り、消化器症例の経験には敷居がなく有利です。
子育てしながら働く女性医師が多いのも特徴で、様々なパターンのロ
ールモデルが身近にみられ、将来の見通しが持ちやすいです。魅力い
っぱいの乳腺外科・小児外科、どちらを専攻したい方でも大歓迎で
す！

外科学講座（消化器外科、乳腺・小児・一般外科）谷 眞至
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
Tel：077-548-2238    Fax：077-548-2240
e-mail:hqsurge1@belle.shiga-med.ac.jp
http://www.shigamed.ac.jp/~hqsurge1/ hqsurge1/

乳腺外科　河合医師

笑顔を忘れず、患者さんひとりひとり
に寄りそった診療を心がけています

小児病棟は楽しい壁画でいっぱいです

乳腺外科修練施設：滋賀医科大学、京都第一赤十字病院、東近江総合医療センター、JCHO滋賀病院、公立
甲賀病院、長浜赤十字病院、日野記念病院、ベルランド総合病院

小児外科修練施設：滋賀医科大学、宇治徳洲会病院　他

診療リーダーからのメッセージ

関連病院

小児外科　坂井医師

若手医師からひとこと

お問い合わせ
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心臓血管外科

人工心肺を使用しないオフポンプ冠動脈バイパ
ス術や複雑病変に対する僧帽弁形成術などの質
を求められる手術から、大動脈瘤破裂や急性大
動脈解離などの緊急症例に対する救命手術など、
心臓血管外科手術全般を行っています。手術症
例数は全国有数であり、その手術を学ぶために
全国から一流の心臓血管外科医を目指した若手
医師が集まっています。滋賀県内を中心に関連
病院も増えており、地域医療・救急医療にも貢
献しています。手術だけでなく、学会発表や論
文作成も積極的に行っており、海外留学するこ
ともできます。

診療科概要 診療実績

3年目： 外科基本手技、心臓血管外科一般知識の習得、術後CCU管理
4年目： 胸骨正中切開、静脈グラフト採取
5年目：人工心肺確立、内胸動脈採取、
6年目： 外科専門医取得、腹部大動脈瘤執刀（人工血管置換術、ステントグラフト内挿術）
7年目：指導医の下、大動脈弁置換術や冠動脈バイパス術の執刀
8年目：心臓血管外科専門医取得、大動脈解離手術など
※ 社会人入学制度を利用し、4，5年目に大学院に入学し、臨床に携わりながら研究・論文作成し、博士号の

取得を目指します。
※ 4、5年目で主に県内の関連病院（年間開心術80〜100例）に出向し、大学で経験できない症例や地域診

療を経験します。
※ Off the job トレーニング：定期的に豚の心臓を使用したWet laboを開催しています。

研修スケジュール
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鈴木�友彰　外科学講座（心臓血管外科）　教授
同じ講座の仲間として出会い、一緒に働けることは、人生においてかけがえのな
いつながりとして継続していきます。時には家族以上に長い時間とディープな環
境を共に過ごします。仲間と出会って心から良かったと思える教室を目指してい
ます。そして我々が行う仕事は心臓血管外科医療です。常に誠実かつ慎重な姿勢
が求められ、チームとして仲間を思いやる心がないといい医療は行えません。心
臓血管外科医として一人前になるには長い道のりが待っています。それを強い心
で乗り越え、術者として患者さまの助けになれたときは、言葉にはできない何か
が得られることを約束します。

診療科長からのメッセージ

・脇坂　穂高（卒後6年目）
　 全体の年齢が若くエネルギッシュで機動力のある科です。やるときは全力でや

る、休む時はサッと帰る、メリハリがあるのも魅力です。臨床も研究も目標と
なる上級医がいて、若手にも経験を積むチャンスがたくさんあると思います。

・森　陽太郎（卒後4年目）
　 当科は鈴木教授の元、日本でも有数の診療実績に加え、しっかりとした若手の

育成に働きやすさも兼ね備えたチームワークの抜群の診療科です。是非一緒に
世界レベルの心臓血管外科医を目指しましょう！

若手医師からひとこと

外科の希望者は年々減少しており、心臓血管外科へ入局される若手医師も減少しています。その反面、心臓
大血管疾患症例は増加しているため、若手一人一人が経験する症例数は増えています。しっかりとした指導
の下、たくさんの経験を積むことで、卒後8年目で開心術の執刀も可能です。緊急手術も多く、決して楽な
診療科ではありませんが、重症患者を自分の手で救命できた時は何事にも代えられない達成感を経験するこ
とができます。

本当の心臓血管外科医になるために

外科学講座（心臓血管外科）　
〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町
Tel：077-548-2244（医局）　Fax：077-544-2901
e-mail：hqsurge2@belle.shiga-med.ac.jp
ホームページ：http://www.shiga-med.ac.jp/~hqsurge2/

お問い合わせ

湖東記念病院、草津総合病院、近江八幡総合医療センター、金沢循環器病院、岸和田徳洲会病院、
大津赤十字病院

関連病院
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呼吸器外科

・ 生命維持に欠かせない呼吸に関連した手術手技を体得するために正確な解剖学的知識と手技が要求されます。
・結果として外科的な技術のみならず呼吸管理全般の理解を深めることができます。
・ 気管切開や胸腔ドレナージ、気管支鏡を用いた検査や処置などを通じて診療科を超えた活躍の場があります。
・ 肺癌をはじめとする悪性疾患については切除にかぎらず化学療法や放射線治療、穏和ケアなど集学的治療

を実践しています。
・ 外科系診療科の中でも緊急手術対応が必要なケースが多くなく、ワークライフバランスのとれた診療科の

１つです。（当医局員の18.5%は女性医師）。

診療科概要

月
病棟カンファレンス、医局会
回診、手術ビデオカンファレンス

火 術前カンファレンス、手術

水
術後カンファレンス、回診
気管支鏡、放射線科・呼吸器内科
合同カンファレンス（隔週）

木 術前カンファレンス、手術

金 術後カンファレンス、回診

週間スケジュール

診療実績

3 年目
後期研修

4 年目

5 年目 （外科専門医予備試験）

6 年目 外科専門医取得

7 年目

8 年目 呼吸器外科専門医取得

関連病院

研修スケジュール
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・ 呼吸器外科専門医取得のためにも基礎的な手術修練が必要で、滋賀医大外科学講座にはそのすべてがそろ
っています（詳細は滋賀医科大学外科専門医プログラム参照）。

・その他、気管支鏡専門医、呼吸器科専門医などの取得も可能です。
・ 若手医師を対象としたハンズオンセミナーを定期的に実施し、スタッフの指導のもと縫合や剥離、結紮と

いった基本手技から気管支形成、血管形成といった手技の習得を目指します。
・ 学位の取得を希望する場合は在職のまま大学院に就学できる本学の制度を活用し、基礎研究あるいは臨床

研究を行い、学位取得が可能です。よりじっくり研究したい者には、在職せずに基礎研究に専念できるコ
ースも整えています。

花岡　淳　外科学講座（呼吸器外科）　准教授
我々、滋賀医科大学呼吸器外科が常に心掛けている目標は、本附属病院において
治療を受ける呼吸器疾患を有する患者さんに満足のいく治療を提供することで
す。外科医として、根治を目指し、尚かつQOLも考慮した最善の外科治療を提
供できるよう努力することは言うまでもありません。ただそれだけに留まらず、
診断から治療、あるいは、進行・再発肺癌の患者さんでは化学・放射線療法およ
び緩和医療まで携われる、総合的・集学的な医療ができる医師を目指しています。

私は滋賀医科大学を卒業、研修後に、京都市内の関連病院で5年間研鑽を積みました。
当科の特色として、肺がん手術症例だけでなく、手術前後の薬物療法症例からいわゆ
るcommonな呼吸器疾患、さらには関連施設ごとに特色ある疾患を多数経験できる
ことにあります。学術活動も積極的に行っており、専門医取得までのプランニングも
充実しています。肺がん治療や呼吸器外科に少しでも興味のある方は是非見学にお越
しください。お待ちしております。

当院での初期研修・後期研修を経て、京都医療センターで2年間勤務した後、再度当
院に戻り、大学院に通いつつ日々の診療を行っています。大学病院ならではの進行肺
癌症例や希少な疾患を経験し、執刀経験を積み、日々精進しています。外科手術は言
うまでもなく、診断から終末期医療まで、幅広い経験ができますので、ご興味のある
方は是非おいで下さい。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

滋賀医科大学　呼吸器外科
〒520-2192　大津市瀬田月輪町　☎077（548）2244　FAX.077（544）2901
当科ホームページ：http://www.sums-respsurg.jp/front
当科E-mail: hqsurge2@belle.shiga-med.ac.jp
花岡：hanaoka@belle.shiga-med.ac.jp、大塩：yasuhiko@belle.shiga-med.ac.jp

その他

お問い合わせ
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整形外科は、運動器の外傷や疾患を治療する診療科です。その対象は先天的疾患、交通事故や労働災害によ
る外傷、スポーツによる外傷や故障、加齢に伴う関節や脊椎の疾患、骨や軟部組織の腫瘍、関節リウマチや
骨髄炎などの炎症性疾患、あるいは骨粗鬆症などの代謝性疾患など、多種多様な外傷や疾患を対象としてい
ます。当科には、肩・股・膝・関節外科、手外科、脊椎・脊髄外科、腫瘍外科、リハビリテーションなどの
サブグループがあり、それぞれの分野の指導医が診療・研究・教育を行っています。特に肩関節の分野にお
いては、これまでの鏡視下肩関節手術症例数は1000例を優に超え、さらに変形性肩関節症や腱板関節症に
対して、リバース人工肩関節置換術を日本で最も早く導入し、これを応用した新たな治療法の開発などを行
っています。 

整形外科

診療科概要

診療実績

研修期間は３年と９か月です。この45ヶ月間に45単位（1. 脊椎、2. 上肢・手、3. 下肢、4. 外傷、　　　　　　
5. リウマチ、6. スポーツ、7. 小児、8.  腫瘍、9. リハビリテーション、10. 地域医療、11.流動）を取得します。
以下にその例を示します。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目（～９か月）

専攻医１ 近江八幡市立総合
医療センター 大　学 大津赤十字病院 市立長浜病院

専攻医２ 大　学 長浜赤十字病院 滋賀県立総合病院 草津総合病院

専攻医３ 宇治徳洲会病院 京都岡本記念病院 医仁会武田病院 大　学

月 火 水 木 金

AM 勉強会・抄読会・
病棟業務 手術 外来 or

病棟業務 手術 手術 or
病棟業務

PM 全体カンファ
（手術）

手術
術後カンファ

病棟業務 or
外勤

手術
術後カンファ

病棟業務 or
外勤

週間スケジュール

研修スケジュール

手術件数　約700件/年
　　上肢　100件
　　下肢　250件
　　脊椎　150件

学会発表数(2020年）
　　　　　  57件
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今井�晋二　整形外科学講座　教授
皆さん、時は必ず過ぎていきます。「大学新入生」が「医学生」になり、

「医者」から「医学者」になる姿を見届ける大学の教官たちは、皆さん
の健やかな、けれどもたくましい成長があってこその教官です。そして、
私たちの前を行き過ぎていく、皆さんの成長に感謝しています。皆さん
の義務は、遊びも勉強もその時間の経過に全身全霊で取り組むことです。
そんな皆さん一人ひとりの「時」が、かけがえのない「成長」と「思い出」
となる事を祈念しています。
 

大学病院での研修は専門性を持った各分野の上
級医の多いことが利点です。学会発表や論文作
成において、症例が極めて豊富であり、また上
級医の指導も手厚く、とてもいい環境です。今
後のステップアップのため非常に有意義な研修
生活を送れると思います。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

後期研修（専門研修プログラム）において、滋賀県下の主だった研修病院（長浜赤十字病院、市立長浜病院、
大津赤十字病院、公立甲賀病院、草津総合病院、近江八幡市立総合医療センター、滋賀県立総合病院（旧成
人病センター））が当科のプログラムの連携病院であり、滋賀県における整形外科専門研修プログラムのも
う一つの基幹病院である近江八幡市立総合医療センターも当科から部長を始め全ての医師を派遣しています。
京都・大阪での研修先も充実しており、医仁会武田総合病院、宇治徳洲会病院、京都岡本記念病院、多根総
合病院などが専門研修プログラムの連携病院です。

関連病院

整形外科医局　TEL:077-548-2252　三村（教育医長）もしくは医局秘書
　　　　　　　E-mail:hqortho@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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平成28年10月に開設され、平成29年の
年間手術総件数は340件でした。この件
数は日本形成外科学会の認定施設資格を
十分満たしており、認定施設となりまし
た。2020年度には滋賀県唯一の形成外
科研修基幹病院として登録されました。
また、文科省科学研究費は鈴木：基盤B

（1000万円）、岡野：基盤C（450万円）
を交付されています。

形成外科は他科と異なり標的臓器を持たない診療科なので、
イメージしにくいですが、「体表面に関するあらゆる問題を
解決することを目標にする診療科」と考えていただければ良
いと思います。具体的には、唇顎口蓋裂や合多指（趾）症を
代表とした先天異常疾患、手術後の醜状瘢痕の修正、悪性腫
瘍の広範囲切除後の組織再建、等になります。従って当科で
行う治療の多くは直接生命にかかわるものではなく、患者の
QOLを高めることに主眼をおくことになります。日本社会
の成熟に伴い、当科のニーズはますます高まる傾向にありま
す。平成28年、当大学附属病院に独立した診療科として設
置され、平成31年4月から形成外科学講座として活動してい
ます。

形成外科

診療科概要 診療実績

形成外科専門医取得までは最低4年が必要です。当研修プログラムは症例が豊富なため、申請に必要な症例
を比較的早期に集めることができると予想されます。広い視野と深い造詣を持つ医療人を目指して、鈴木が
整形外科と連携して行なっている臨床研究だけでなく、当科が行なっている基礎研究にも携わることにより、
是非とも学位習得を目指してください。
滋賀医大形成外科の週間スケジュールの例を示します。
月： 外科にご協力いただいて、手術に入ってもらいます（創縫合等、若手でもやってもらいます）、day 

surgery、病棟回診
火：術前患者の評価、マーキング、病棟回診等
水：全身麻酔の手術、病棟回診、症例検討会
木：外来手伝い、ICG造影、病棟回診
金：day surgery、病棟回診　　　　　　　　このほか、随時救急処置にも参加してもらいます 

研修スケジュール・週間スケジュール

当科を基幹施設とする関連病院は
１）長浜赤十字病院形成外科、２）滋賀県立総合病院形成外科、３）公益財団法人 田附興風会 医学研究所　
北野病院形成外科、４）京都大学医学部附属病院形成外科を連携施設、独立法人地域医療機能推進機構滋賀
病院形成外科を過疎地域医療施設としています。したがって形成外科分野の標的疾患をほぼカバーしており、
技術の習得環境は整っています。さらに形成外科学分野の研究（創傷治癒学や再生医療学）のエキスパート
もおり、研究のロジックを少し学ぶだけでも、臨床における考え方を磨くことができると思います。

関連病院
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スタッフ写真

平成31年度から新しく形成外科が講座となりました。スタッフの数が4人（＋α）と少ないですが少ない分
マンツーマンでじっくりと教えていくことが可能です。形成外科は先天異常、外傷、熱傷、顔面骨骨折、瘢痕、
悪性腫瘍、乳房を含めた再建、美容などなど多岐にわたります。基礎的な組織の扱い方や縫合を始めとして
植皮、皮弁と段階を追って学んでもらいます。滋賀医科大学では腫瘍の切除、皮膚欠損への植皮・皮弁等の
一般形成外科疾患及び先天異常・乳房再建・リンパ浮腫・眼瞼下垂等を学び、関連病院で加えて顔面神経麻
痺の再建、マイクロ技術、下肢静脈瘤、美容部門などを学ぶことが可能です。
形成外科は子供から老人まで性別問わず幅広い疾患を扱う科です。頭の先から足の先まで体表すべて、保険
診療から美容などの自費診療までと扱う分野はvariationに富み、自分のやりたいことを必ず見つけることが
できると思います（荒川）。

鈴木�義久　形成外科学講座　特任教授
現在、大学病院で形成外科が設置されていない都道府県はほとんどありません。
ところが滋賀県内の唯一の大学病院である滋賀医科大学は形成外科を標榜してお
らず、滋賀県は長らく形成外科医過疎地状態と呼べる状況でした。
この度、滋賀医科大学病院にて形成外科設立を拝命し、当大学が掲げる「滋賀県
に住む方々に、本大学病院であらゆる医療を提供する」という目標を達成するた
め形成外科の診療を開始しました。本学卒業者が当科を発展させていくことを期
待します。

今年度から形成外科学講座として新たにスター
トしました。しかし、当大学では形成外科の講
義も今までなかったため（注：今年度よりなさ
れます）、周知が必要です。まだメンバーが少
ないため、他施設の形成外科と比べ、手術に参
加できる機会が多いと思います（岡野純子）。

形成外科はまだ新しい講座で若手がまだまだ足
りません。早く戦力になってもらいたいためど
んどん教えていきますし、技術がつけばどんど
ん活躍できます。（荒川篤宏）。

診療科長からのメッセージ

医師からひとこと

詳しい診療内容に関しては医局web site: shiga-keisei comを参照してください。
質問や相談は随時受け付けます。まずは秘書の山本（hqkeisei@belle.shiga-med.ac.jp）まで、メールにて
ご連絡下さい。

研修をお考えの方へ

お問い合わせ
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■県内施設：近江八幡市立総合医療センター、湖東記念病院、長浜赤十字病院、公立甲賀病院、草津総合病院、
高島市民病院、大津赤十字病院、JCHO滋賀病院、豊郷病院

■県外施設：京都岡本記念病院、京都市立病院、天理よろづ相談所病院、静岡県立静岡がんセンター、城山病院、
シミズ病院、蘇生会総合病院、田辺中央病院、藍の都脳神経外科病院、大野記念病院、伊賀市
立上野総合市民病院など

2018年 2019年 2020年

入院数 438 435 404

手術数 351 310 355

血管内手術 94 81 104

脳血管
造影検査 121 105 109

脳神経外科とは…
対象となる疾患は中枢神経系、即ち脳および脊髄の疾患
で、その多くが運動・知覚機能のみならず、高次脳機能
や意識に直結し、また緊急性の高い疾患が多いのが特徴
です。
また外科手術だけではなく、脳・脊髄腫瘍に対する化学
療法や放射線療法、脳血管障害（脳卒中）に対する脳神
経血管内治療なども当科を主体として行っています。
対象の患者の初診からfollow upまで責任をもってみる
ことができるため、達成感が得られます。

脳神経外科

診療科概要 診療実績

専攻医1年目
　神経診察の取得、CT、MRI読影、脳血管撮影習得
　開頭手術助手、血管内治療助手
専攻医２年目
　救急対応、術前、術後管理、脳血管撮影施行、診断
　穿頭手術執刀、開頭手術時の開閉頭
専攻医３年目〜
　開頭手術執刀、血管内手術執刀、神経内視鏡手術執刀

研修スケジュール

関連病院
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野㟢�和彦　脳神経外科学講座　教授
ヒトの根源である中枢神経に興味関心を持っている人はぜひ脳神経外科学を学ん
で下さい。どのような科を選択するにしても、まずその科に興味がなければ知識
や技能は身につきません。将来興味の対象が他の分野に移ることはあり得ること
であるが、他分野に転向しても学んだ脳神経外科学は決して無駄にはならず、む
しろプラスになります。先輩や同僚また後輩で最初は脳神経外科に入局したが、
後に神経内科、精神科その他、あるいは基礎医学方面に転向し、それぞれ立派に
活躍している先生方もおられます。
将来専門として考える者以外でも救急疾患を扱う可能性のある医師にとっては最
低限の知識を持っていることが必要であり、短期間であっても修練を積んでおく
ことは将来的に大きな糧となると考えています。

診療科長からのメッセージ

大西　健（8年目、草津総合病院脳神経外科）
脳外科のいいところは、救急から慢性期まで診られるところです！一つの科の中で色々な分野があってやれ
ることが多いです。

若手医師からひとこと

〇勿論、脳神経外科を学びたい人に！
〇 神経内科や精神科を志望する人に！：多面的な考えができるように神経疾患への別のapproachの習得は

将来かならず役立ちます。
〇救急疾患につよくなりたい人に！：脳卒中や頭部外傷など、救急の現場で一目置かれる存在になれます。
〇 手術もカテーテル治療もどっちもやりたい人に！：どっちもやりたくて決められない人。脳神経外科なら

迷う必要ありません。
〇 手術もしたいけど放射線治療も興味ある人に：定位放射線治療のγナイフは脳神経外科医が施行していま

す。
〇 初期研修中の有給消化をしたい人に！：脳神経外科では初期研修医師の有給消化率のupのため、当科研修

中に最長1週間の有給取得を認めています。

こんな人におすすめ！

脳神経外科医局　077-548-2257、 教授　野崎和彦 または　病棟医長　高木健治まで。
E mail：hqneuro@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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米国Mayo Clinic
専門：気道免疫アレルギー
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大学教職

マイクロ手術

頭頸部手術

内視鏡手術
副鼻腔内視鏡手術
→ 副鼻腔炎、悪性腫瘍など
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モデルケース（15年目）海外留学編

入院患者数：約530人/年
手術件数　：約500件/年
対象疾患　：中耳炎、メニエール病、突

発性難聴、顔面神経麻痺、
鼻副鼻腔炎、扁桃炎、咽喉
頭炎、頭頸部良性腫瘍、頭
頸部癌（上顎癌、舌癌、扁
桃癌、喉頭癌、咽頭癌、甲
状腺癌等）、唾液腺疾患など

耳鼻咽喉科・頭頸部外科は頭頸部の広範な領域で、聴覚・平
衡覚・嗅覚・味覚・咀嚼・嚥下・音声・呼吸など、人が生き
ていくためのQOL維持に重要な分野を担当する。大きく耳
科学、鼻科学、咽喉頭科学、頭頸部腫瘍学に分かれるが、難
聴・めまいやアレルギー性鼻炎などの内科的疾患と、中耳炎、
鼻副鼻腔炎、頭頸部腫瘍など手術加療を行う両分野の疾患に
対応できる。滋賀医科大学では、すべての耳鼻咽喉科・頭頸
部外科疾患に対応できる医局員の養成に努めている。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

診療科概要 診療実績

市立長浜病院、長浜赤十字病院、彦根市立病院、公立甲賀病院、公立高島総合病院、東近江総合医療センター、
JCHO滋賀病院、日野記念病院、宇治徳洲会病院、蘇生会総合病院、丹後中央病院、豊郷病院、神崎中央病院、
湖東記念病院、生田病院、草津総合病院

研修スケジュール/キャリアプランの一例

関連病院
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清水 猛史　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　教授
新たな治療戦略が広がる頭頸部腫瘍、高齢化に伴い増加する難聴や嚥下障害、今
や国民病である花粉症など、ホットな分野が多く、耳鼻咽喉科医が活躍できる場
は広がる一方です。多岐にわたる知識・技量が必要ですが、当科ではエキスパー
トを育てるため、豊富な症例のもと、指導が経験できます。また、希望に応じて
サブスペシャリティの選択も可能です。皆さんの若い力で滋賀医科大学耳鼻咽喉
科を発展させてください！

中村　圭吾（滋賀医大　入局7年目）
耳鼻咽喉科は診断から治療まで一貫して診ることがで
きます。顕微鏡手術、内視鏡手術、頭頸部手術と内科
的治療の多様な分野があり、自分に合った道がきっと
見つかると思います。是非のぞいてみてください。待
ってます。

高原　亜弥（公立甲賀病院　入局4年目）
後期研修では、上級医の指導の下、手技・検査・手術
を任せてもらえ、日々できる事が増えていくのがとて
も楽しいです。見学・研修お待ちしています！

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　TEL：077-548-2261　FAX：077-548-2783
E-mail：hqotola@belle.shiga-med.ac.jp（耳鼻咽喉科・頭頸部外科医局） 
shige@belle.shiga-med.ac.jp　 （医局長　大脇成広）

お問い合わせ



67 滋賀医科大学2022年度専門研修プログラム

初期研修から産婦人科専攻医としての一連の5年間は、一人前の医師となるために極めて重要な期間です。
われわれは、研修中の諸君が自信と自覚を持って成長できるように、思考のプロセスから実際の技術修得、
さらには学会発表や論文の書き方まで指導する機会を設けています。
また、専門医を取得後のサブスペシャルティを高める時期には、積極的に国内有力施設での研修を推進して
います。先輩たちが学んだ施設は、がん研有明病院、国立がんセンター、鹿児島市立病院、大阪母子医療セ
ンター、日本赤十字社医療センター、倉敷成人病センター、山王病院など全国にまたがります。

分娩数 476件
帝王切開数 235件…51.6％
母体（含産褥）搬送 114件
婦人科手術数 425件
　悪性（開腹） 47件
　腹腔鏡下手術 235件
　悪性（含ロボット） 1７件
　子宮鏡下手術 29件
　卵巣凍結 0件
　POP手術 15件
採卵数（含がん妊孕） 277件

・ 産婦人科の4分野（周産期、婦人科腫瘍、生殖内分泌、女
性医学）すべての診療を行っている全国でも数少ない施設
です。

・ 総合周産期母子医療センターとして、県内のハイリスク症
例を受け入れ、母児の救命に力を尽くしています。

・ 生殖医療は高い妊娠率を誇り、乳癌や小児癌の患者さんの
妊孕性温存のため卵巣凍結にも取り組んでいます。

・ がん診療にはロボット支援手術も導入して最先端の診療を
提供しています。

・ 子宮鏡から卵管鏡、腹腔鏡まで、低侵襲性手術を積極的に
行っています。

・ 思春期の月経異常から老年期の排尿障害、骨盤臓器脱
（POP）まで女性の一生の健康に寄り添っています。

母子・女性診療科

診療科概要 2018年�診療実績

週間スケジュール

関連病院

週間予定 月 火 水 木 金

AM 8:00 抄読会

 8:30 カンファレンス 手　術 手　術 手　術

PM 手　術 手　術

 16:30 ブリーフィング ブリーフィング ブリーフィング ブリーフィング 病棟ミーティング
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スタッフ写真

村上 節 産科学婦人科学講座　教授
何事もよい結果を出すためには、正しい努力が必要です。
産婦人科に限らず、佳き臨床医として必要な資質は３つあります。患者さんから
学ぶという謙虚さ、患者さんのために努力を惜しまない誠実さ、患者さんが身内
ならと考える真剣さです。この謙虚さ、誠実さ、真剣さを、常に心の中にとどめ
置き、技術と知性を磨くことこそが、世界に通用する良医として育つための正し
い努力の要諦です。
われわれはあなたが正しい努力を続けることを全力で応援します。

産婦人科は産科･婦人科･妊孕･女性医学と様々な分野が
あり“ゆりかごから墓場まで”女性の一生に寄り添え
る科です。また、幅広い外科手技も魅力の一つです。

どーも、新人産婦人科医です。ポリクリのときも感動
はあったけど、産婦人科医としてのお産はまた別格で
す。それが産婦人科医になって一番いいことです。興
味あるひとは是非。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

産婦人科といえば産科のイメージが強いと思います。そのため、少子化でお産が減ったら斜陽になると考え
ているかも知れません。確かに産婦人科は、受精という神秘、妊娠という奇跡、分娩という感動、第1啼泣
という生命の躍動を体感することのできる唯一の診療科です。しかし、それだけではありません。
人類が続く限り分娩が途絶えることはないように、人類の半数を占める女性特有の疾患も消えてなくなるこ
とはありません。それどころか、勤労女性の増加、世界一の長寿国というわが国の社会情勢の変化を受けて、
産婦人科医が必要とされる状況は拡大しています。母児の安全を守ることはもとより、新生児期から思春期、
性成熟期、更年期、老年期まで、女性の長い一生を支えるサポーターとして活躍の場は広がっているのです。
女性内分泌、超音波診断、内視鏡手術やスポーツ・ドクターなど、内科的な要素と適度な外科的要素を併せ
持つ産婦人科の世界は、今後もブルー・オーシャンと言えるでしょう。

研修をお考えの方へ

HP（http://www.sumsog.jp）にも情報を掲載していますが、見学や質問などどんなことでもまずは
hqgyne@belle.shiga-med.ac.jpに連絡してください。

お問い合わせ
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指導医・上級医師ともに下記の定例スケジュールに従って研修を行う。
 ａ）外来診療：月〜金曜日
 ｂ） 専門外来（前立腺癌外来、腎癌外来、尿路上皮癌外来、神経因性膀胱外来、小児外来、不妊外来、

女性泌尿器科外来等）
 ｃ）回診：毎日（教授回診・カンファレンスは火曜日）
 ｄ）手術：月、水、金曜日
 ｅ）放射線科合同カンファレンス、病理カンファレンス：月に1回

外来患者数 約1,200名/月
入院患者数 約500名/月
手術件数 約560件/年
ロボット支援手術 約80件
検査件数（項目別概数）/年
　膀胱鏡検査： 約1,000件
　尿流動態検査： 約150件
　逆行性腎盂造影： 約30件
　前立腺生検： 約100件
　腎生検： 約5件

泌尿器科は、人体の体液のホメオスターシスを担う腎臓なら
びに尿路（腎盂、尿管、膀胱、尿道）、男性の生殖器（精巣、
精路、前立腺、陰茎）、そして副腎や上皮小体など内分泌臓
器の疾患を扱う外科系専門診療科で、疾患は小児から老年期
までの幅広い年齢層にわたります。泌尿器科臨床の特徴は、
診断から治療、その後の経過観察まで一貫して診療できるこ
と、外科的側面のみならず、内科的知識も大いに要求され、
歴史的に内視鏡検査や治療をもっとも得意とする科であるこ
とです。また、超高齢化社会を迎え、前立腺肥大症や前立腺
癌に代表される排尿困難を来たす疾患は急激に増加していま
す。また男女を問わず、尿失禁、頻尿などは介護に関わる重
要な問題となっています。一方、乳児・小児期では尿路性器
奇形は先天奇形の中でもっとも頻度が高く、泌尿器科の社会
的ニーズはますます高まっています。

泌尿器科

診療科概要 診療実績

滋賀県： JCHO滋賀病院、草津総合病院、済生会滋賀県病院、近江草津徳洲会病院、公立甲賀病院、日野記念
病院、野洲病院、豊郷病院、高島市民病院、守山市民病院、生田病院、琵琶湖大橋病院、琵琶湖養育
院病院、東近江総合医療センター、彦根市立病院、長浜赤十字病院、市立長浜病院、能登川病院

京都府： 宇治徳洲会病院、蘇生会総合病院、京都南病院、医仁会武田総合病院、亀岡病院
その他：癌研究会附属病院
ダビンチ所有関連病院：宇治徳洲会病院、長浜赤十字病院、済生会滋賀県病院

研修スケジュール・週間スケジュール

関連病院



70滋賀医科大学2022年度専門研修プログラム

河内�明宏　泌尿器科学講座　教授
滋賀医科大学泌尿器科は優れた臨床医を育てることを第１の目標においてい
ます。それを達成するために、８名の癌治療認定医、11名の腹腔鏡技術認定医、
５名のロボット支援手術プロクター（指導者）、３名の小児泌尿器科学会認定
医、２名の排尿機能学会認定医などのエキスパートが責任をもって皆さんを
指導します。また、臨床のみでなくリサーチマインドを持った医師となって
いただけるように、研究面でのアシストも積極的に行っています。このよう
に外科的アプローチ、内科的アプローチ、研究と、どのような方向性にも対
処可能な教育体制です。
また医局の雰囲気もとてもいいですので、是非一緒に優れた泌尿器科医を目
指しましょう！

入局6年目の中川です。
当講座では、若手医師にも活躍の場が拓けているこ
とが大きな特徴かと思います。他医局と比較しても
ロボット手術も含め多くの手術を早くから経験で
き、手を動かしたい先生にとって大きな魅力になる
はずです！教授をはじめ多くの先輩方から臨床/研
究に手厚いサポートがあり、何事にもchallenging
な環境が整っています。そんな中でも和気藹藹とし
た雰囲気は絶えず、医局員一人一人を思い、育てる
という一体感が最大の魅力です。ぜひ覗きに来てく
ださい！若手女性医師も６名とどんどん増え、更な
る成長を続ける滋賀医科大学泌尿器科で一緒に研鑽
しませんか？

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

当講座では、本学附属病院および京滋地域を中心とした教育病院にて4年間の後期研修を受けていただきま
す。各施設とも、若手の先生方に十分な臨床経験を積んでいただけるような充実した研修を用意しており、
専門医取得に十分なプログラム内容となっています。
当教室における特徴的な臨床診療分野としては以下のようなものがあります。
1.がん診療： ロボット手術、腹腔鏡を含む手術治療、抗がん剤化学治療、尿路変向術
2.小児泌尿器科疾患
3.女性泌尿器科疾患（骨盤臓器脱、腹圧性尿失禁）
4.排尿障害（前立腺肥大症、神経因性膀胱などの排尿機能異常）

研修をお考えの方へ

担当者：吉田　哲也（医局長）
TEL：　077-548-2273　　　FAX：　077-548-2249
E-mail：hquro@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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週間スケジュール 研修スケジュール
朝 午　前 午　後

月 病棟診察 外来・予診 病棟回診・カンファ 1年目 大学病院

火 病棟診察 手術 手術、外来・検査、抄読会 2年目 大学病院・
連携病院

大学院・
社会人大学院

水 病棟診察 外来・予診 外来、病棟 3年目 大学病院・
連携病院

大学院・
社会人大学院

木 病棟診察 手術 手術、外来・検査 4年目 大学病院・
連携病院

大学院・
社会人大学院

金 病棟診察 手術・外来・
予診 病棟、外来・検査

専門医師取得
専門医師取得
大学院・
社会人大学院土 当番制

●手術件数
　約1,800件／年
　 （硝子体手術434件、白内障手術883件、

緑内障手術143件、斜視手術、眼瞼下
垂手術などの外眼部手術168件、レー
ザー手術153件など）

●硝子体注射2,200件／年

● 感覚情報の80%を占める視覚を担う眼球とその付属器の
疾患を担当する専門診療科

●眼科専門医が習得すべきほぼ全ての手術を経験
●最新の手術治療機器および診断機器
● 県内唯一の大学病院として緊急症例にも積極的に対応し、

滋賀県内での眼科救急医療に大きく貢献
●網膜硝子体分野は日本・世界をリードする立場
●手術はマンツーマンで指導
● 仕事とプライベートのバランスが良い（土日・祝日は当番

制）
●1年目から国内外の学会で発表

眼　科

診療科概要 診療実績

研修スケジュール・週間スケジュール

近江八幡市立総合医療センター、公立甲賀病院、蘇生会総合病院、草津総合病院、国立病院機構東近江総合
医療センター、JCHO滋賀病院、豊郷病院、の７つの地域の中核病院、地域医療を担う病院へは常勤の責任
医師を派遣し、専門研修連携施設として大学病院と緊密に連携して地域医療への積極的な取り組みを行って
います。それ以外の多くの病院にも非常勤医師を派遣し、地域の眼科医療を支えています。

関連病院
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大路�正人　眼科学講座　教授
● 「人のため、正しく、楽しい眼科」を合言葉に患者さんのためになる眼科を目

指しています
●眼科医として社会人として優れた人材育成を目標としています
●各分野の指導医が情熱をもって指導にあたります
● 手術は早期の段階からマンツーマンで指導し、白内障手術、斜視手術をはじめ

様々な手術を段階的に執刀します。

● 医局の雰囲気、特に人を大切にする雰囲気が魅力的です。
● 初期研修等では見えていなかった眼科の楽しさ、やりがい等を実感しています。
● 指導医による熱い指導もあり、自分の成長を実感できます。
● 経済的に安定しています。医局が全面的に支援してくれるので安心して研修できます。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学眼科学講座　柿木雅志（医局長）
Tel: 077-548-2276 Fax: 077-548-2279 E-mail: hqophth@belle.shiga-med.ac.jp
見学なども含めて随時説明会を行っております。お気軽にお問い合わせください。

充実の 1 年目

4-5 月 新人歓迎会・医局旅行・
GW 当番制 10-11 月 全国学会デビュー

6-7 月 地方学会デビュー 12-1 月 大忘年会・年末年始当番制

8-9 月 夏休み 1 週間 2-3 月 国際学会デビュー・白内障オペ完刀

● 1年目に大学病院で眼科診療をにおける基本的検査、診断技術および処置などを習得し、大学病院での一
連の診療業務を学びます。

● 手術助手を通じて眼科マイクロサージェリーに触れ、１年目より外眼部手術や白内障手術の執刀を段階的
に開始します。

● ２年目以降は白内障手術、斜視手術をはじめ様々な手術の症例数を増やし習得します。また、大学院、国
内留学、海外留学など様々な希望に応じたキャリアアッププランを用意しています。

研修をお考えの方へ

お問い合わせ
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麻酔科は高齢者から小児まで、手術における全身管理、麻酔管理
を行っています。手術前の麻酔科的評価、術中管理、さらには術
後管理、特に術後疼痛管理まで含めた周術期管理を対象としてい
ます。また、手術における麻酔管理ばかりではなく、検査におけ
る全身管理、鎮静も必要に応じて行っています。また、麻酔科外
来では麻酔科的問題がある症例での術前評価とアドバイスを行っ
ています。
当院では心臓血管外科の麻酔症例が豊富であり（年間400例以
上）、術中経食道心エコーの研修も含めて短期間に非常に多くの心
臓血管麻酔症例を経験することが可能です。また、ペインクリニ
ック、救急・集中治療等のサブスペシャリティの研修も可能です。

麻酔科

診療科概要 診療実績

1年目 2年目 3年目 4年目

標　準 滋賀医大 滋賀医大（ICU・救急・
ペイン研修含む） 高島市民病院 吹田市民病院

小児麻酔 滋賀医大 堺市立総合医療センター 大阪母子医療センター 滋賀医大（ICU・救急・
ペイン研修含む）

ペイン
クリニック 滋賀医大 吹田市民病院 東近江総合医療センター 滋賀医大（ペイン）

救急・
集中治療 滋賀医大 市立長浜病院 堺市立総合医療センター 滋賀医大（ICU・救急研

修含む）

研修スケジュール（例）

（滋賀県）  東近江総合医療センター、高島市民病院、市立長浜病院、長浜赤十字病院、彦根市立病院、公立
甲賀病院、日野記念病院、湖東記念病院、JCHO滋賀病院、滋賀県立小児保健センター、済生会
滋賀県病院、近江草津徳洲会病院、草津総合病院、市立大津市民病院

（大阪府） 堺市立総合医療センター、八尾市立病院、市立吹田市民病院、大阪母子医療センター
（京都府） 京都市立病院
（和歌山県） 白浜はまゆう病院
（石川県） 金沢医科大学病院

関連研修施設
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大谷　温巳　医員
富山大学医学部　平成30年卒
専攻医となり１年経ちました。出身でない大学病院
での研修に対して不安もありましたが、多くの指導
をいただきながら様々な症例を経験することができ、
成長を実感しています。ON/OFFもはっきりしてお
り、恵まれた研修環境だと思います。
ぜひ、一緒に学びましょう。

小森　菜津子　医員
金沢医科大学　平成29年卒
東近江総合医療センターで初期研修を終え、滋賀医
大に入局しました。
症例豊富であり、たくさん貴重な経験させていただ
き毎日非常に勉強になっています。

北川�裕利　麻酔科学講座　教授
滋賀医科大学麻酔科研修プログラムは大学病院を中心に関連研修施設で研修する
ことにより、規定の症例数を達成し、麻酔科専門医として十分な技術・知識を確
実に身に着けられるように構成しています。また、ペインクリニックと救急・集
中治療を重点に、麻酔科専門医として研修を続けながら、サブスペシャリティ領
域の専門医取得に向けた研修もできるようにしていきます。一緒に麻酔科専門医
を目指し研修できることを楽しみにしています！

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

（滋賀医科大学麻酔科の特徴）
● 心臓血管麻酔が非常に豊富です（年間400例以上）
● 経食道心エコーも短期間で上達します。
● 偏りなく様々な麻酔管理を勉強できます。
● 救急・集中治療やペインクリニック等サブスペシャリティの勉強ももちろん出来ます。
● 麻酔科専門医取得の際に必要な症例は直ぐに経験できます。
● 女性医師が多く、育児等のサポートも充実しています

（取得可能な専門医等）
麻酔科専門医、ペインクリニック専門医、集中治療専門医、周術期経食道心エコー認定医、小児麻酔認定医

滋賀医科大学麻酔科研修の概要

滋賀医科大学麻酔科
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL 077-548-2281 / FAX 077-548-2781  E-mail: hqanes@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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令和２年度検査実績（読影数、施行数）
　単純X線写真 12,458
　CT検査 19,093
　MRI検査 8,308
　超音波検査 796
　血管造影、IVR 289
　消化管検査 71
　核医学検査 1,690
　放射線治療 452

公立甲賀病院、市立長浜病院、長浜赤十字病院、滋賀県立総合病院、近江八幡市立総合医療センター、近江
草津徳洲会病院、草津総合病院、東近江総合医療センター、高島市民病院、宇治徳洲会病院、医仁会武田総
合病院、康生会武田病院、京都岡本記念病院、国立病院機構南京都病院、京都ルネス病院、大阪府済生会野
江病院 、公立豊岡病院、京都きづ川病院、愛知県がんセンター中央病院

コース 専攻医１年目 専攻医２年目 専攻医３年目

内容
・基礎的知識の習得

・基本的画像検査技能の習得

・専門医レベルの画像診断、
　IVR,放射線治療の知識と
　技能の習得

・専門医レベルの画像診断、
　IVR,放射線治療の知識と
　技能の習得

a. 専門研修基幹施設（滋賀医大） 専門研修基幹施設 専門研修連携施設

b. 専門研修連携施設 専門研修基幹施設 専門研修基幹施設

c. 専門研修基幹施設 専門研修連携施設 専門研修連携施設

d. 専門研修連携施設 専門研修連携施設 専門研修基幹施設

放射線科は、X線画像、CT、MRI、超音波などの医用画像を
用いた精密な画像診断、画像診断の技術を用いて生検や治療
を行うIVR (Interventional Radiology)、さらにリニアック
等の放射線治療装置を用いた放射線治療を行なう診療科で、
滋賀医科大学ではこれらを一体運営しています。放射線科は、
限られた領域を対象とするのではなく、全身の疾患を対象と
すること、さらに、１つの科で完結するのではなく、各診療
科と連携しながら病院の中央診療部門として重要な役割を果
たすところに大きな特色があります。滋賀医科大学では最新
の医療機器を用いた高度な放射線診療や新たな診断法の開発
を目指した研究にも取り組み、スタッフ全員が熱意を持って
若手教育にも取り組んでいます。

放射線科

診療科概要 診療実績

研修スケジュール

関連病院
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渡邉�嘉之　放射線医学講座　教授
滋賀医科大学放射線科で放射線診断学と放射線腫瘍学という大きな2つの分野を
緊密に連携させながら診療や研究を行っています。滋賀医科大学の伝統である
general radiologistの育成を第一の目標として、幅広い知識、技術を取得でき
るプログラムを作成しています。自分の興味のある領域では各分野の専門家と協
力して最新の診療、研究を行う環境も整っています。当科ではスタッフ全員が若
手医師の教育に熱心に取り組んでおり、明るい雰囲気の中で充実した研修が行え
ると思います。多くの皆さんと一緒に研修できることを楽しみにしています。

診療科長からのメッセージ

複数の科で迷っていた私の放射線科の決め手
は、守備範囲の広さです。全ての科に関わる
画像診断、豊富なアプローチを誇る画像下で
の治療(IVR)や放射線治療があります。自分
のペースで学び、実践する。そんな日々を一
緒に過ごしませんか。（専攻医2年目）

画像診断を中心に、IVR、放射線治療もバラ
ンス良く研修をさせて頂いております。また、
学会発表、研究にもどんどん参加でき、若手
が様々な経験を積むことの出来る環境です。
是非一緒に働きましょう！（専攻医2年目）

若手医師からひとこと

月 火 水 木 金

午前

神経カンファ
レンス

脊椎合同カンファレ
ンス

IVRカンファレンス
骨軟部腫瘍合同カンファレ
ンス（月1）

放 射 線 科 病
理診断科合同
カンファレンス

（昼・月1）

CT 読影（CT,MR,単純）
胸部X線（症例検討）

連携病院での研修
消化管、超音波 CT US

午後

MR 消化管 連携病院での研修
超音波、IVR等 IVR MR

症例カンファ
レンス 症例カンファレンス 症例カンファレンス 症例カンファレンス 症例カンファレ

ンス

イブニングカ
ンファレンス

泌尿器カンファレンス
（月1）
婦人科カンファレンス

（隔週）

消化器カンファレンス
呼吸器カンファレンス

（月１）

放射線治療カンファレンス
耳鼻科合同カンファレンス
大動脈カンファレンス

（隔週）

週間スケジュール

滋賀医科大学放射線科
担当者：河野直明（医局長）
TEL：077-548-2288　FAX：077-544-0986
E-mail：hqradio@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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研修期間は3年とし、専門研修1年目、２年目、３年目のそれぞれに基本的診療能力（コアコンピテンシー）
とリハビリテーション科専門医に求められる知識・技能の習得目標を設定しています。以下にその例を示し
ます。

リハビリテーション医学はさまざまな病態、疾患、外傷などにより生じた機能障害を回復し、残存した障害
を克服しながら人々の活動を育む医学分野です。さまざまな疾患や障害を対象とし、多くの診療科や専門職
と連携し、小児から高齢者まですべての年齢層に広がり、運動器障害、脳血管障害、循環器や呼吸器などの
内部障害、摂食嚥下障害、小児疾患、がんなど幅広い領域に及んでいます。そのため、様々な知識と実用性
を必要とします。リハビリテーション医学は従来の臓器別診療型の医療に対して、人間的復権を理念として
障害のある患者さんの能力を最大限に発揮させて自立を促し、生活の質（QOL）を高めることを目標としま
す。医師をはじめ多職種の方々にそれぞれの役割を担ってもらい、患者さん一人一人を全人的に支援してい
くためのチーム医療であります。

1年目 2年目 3年目

専攻医１ 大学、 ヴォーリズ記念 済生会守山市民病院
公立甲賀病院

小児保健医療センター

専攻医２
済生会守山市民病院

小児保健医療センター
大学、ヴォーリズ記念病院 医仁会武田総合病院

専攻医３ 大学、公立甲賀病院
医仁会武田総合病院

小児保健医療センター
社会人入学大学院コース

リハビリテーション科

診療科概要

大学での研修スケジュール（1例）を示します。

月 火 水 木 金

AM
整形外科勉強会・

抄読会
運動器・脳血管

リハ外来

リハビリ症例
検討会

運動器・
脳血管リハ外来

心臓リハビリ外来/
心肺運動負荷試験

循環器内科・
心臓血管外科
合同カンファ

心リハ
ミーティング

運動器・
脳血管リハ外来

PM 整形外科
カンファ

心臓リハビリ
合同カンファ

リハビリ全病棟
カンファ

病棟リハビリ
心肺運動負荷試験

疼痛カンファ

病棟リハビリ
整形外科術後

カンファ
病棟リハ

週間スケジュール

研修スケジュール
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児玉�成人　リハビリテーション部　准教授
リハビリテーション医学は今や、全診療科の患者さんが対象であり、一人一
人の疾患や社会的背景に応じて、人間的復権を理念として、患者さんの能力
を最大限に発揮させて自立を促し、生活の質（QOL）を高めることを目標と
する非常にやりがいのある分野です。運動器障害、脳血管障害、呼吸循環器
障害の幅広い知識を習得し、全人的な医療を目的として、さらに滋賀医大リ
ハビリテーション科を一緒に発展させていきましょう。

大学病院での研修は専門性の多様性が利点です。
学会発表や論文作成において、症例が極めて豊
富であり、また上級医の指導も手厚く、とても
いい環境です。多職種とのカンファレンスもた
くさんあり、いろいろな勉強ができます。今後
のステップアップのため非常に有意義な研修生
活を送れると思います。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

後期研修（専門研修プログラム）において、滋賀県下の主だ
った研修病院（近江八幡市立総合医療センター、滋賀県立総
合病院（旧成人病センター）、ヴォーリズ記念病院、公立甲
賀病院）が当科のプログラムの連携病院です。今後リハビリ
テーション専門医取得を希望される先生方のニーズに合わせ
て、研修病院をローテーションしていただく予定です。

関連病院

リハビリテーション科医局　TEL:077-548-2671　　児玉　もしくは医局秘書
整形外科医局　　　　　　　TEL:077-548-2252　　児玉　もしくは医局秘書

お問い合わせ
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

血液 循環器
連携施設（週1回　基幹施設）3年目

皮膚 乳腺 脳神経 骨軟部 眼・小児

泌尿器 頭頸部

論文作成

手術検体（当番制：週1日）
術中迅速（当番制：週1-2日）
解剖（当番制：週1-2日）
生検検体（当番制：週1日）
細胞診（当番制：週1日）

消化管 肝胆膵 呼吸器 産婦人科

1年目

2年目

手術検体（学習中の臓器を中心としつつ、全臓器をまんべんなく）
術中迅速
解剖
生検検体
細胞診

■県内施設
済生会滋賀県病院、東近江総合医療センター、長浜赤十字病院、彦根市立病院、甲賀病院、大津市民病院、
近江八幡市立総合医療センター、JCHO滋賀病院、草津総合病院、日野記念病院
■県外施設
姫路赤十字病院、国立がん研究センター中央病院、関西医科大学枚方病院、JR東京総合病院、がん研有明
病院、高槻病院、京都第一赤十字病院

2018年
　手術検体：2810件
　生検検体：5118件
　術中迅速診断：676件
　細胞診検体：6187件
　剖検：50件（院外剖検含む）

形態検査手法を用いての病理・細胞診断を日常業務とし、診療にお
ける様々な問題・疑問点を形態学的側面より解明する部門です。
外来、病棟、手術室から提出されるすべての細胞、組織、臓器の形
態診断を行っており、国立大学病院の病理診断科としても診断精度
を高いレベルに保つ役割を担っています。
適切な治療は正確な病理診断に基づいて行われます。病理診断件数
が増加の一途をたどる一方で、病理診断を専門とする病理医の不足
は極めて深刻です。当科では大学内外、国内外の施設と協力して病
理専門医、細胞診専門医を育成・輩出したいと思っています。また、
形態学を基本とした研究を支援・推進します。
2014年に病理診断科を開設以来、滋賀医大内外から病理専攻医が
集まり、これまで10名が研修しています。

病理診断科

診療科概要 診療（診断数）実績

研修スケジュール（一例）

１（基本コース）、２（市中病院重点コース）、３（がんスペシャリストコース）、４（基礎病理学者・社会人
大学院コース）がありますが、希望に応じアレンジします。

連携病院・研修施設
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明るい雰囲気のなか日々研修させていただいています。困っ
た時にはいつでも指導医の先生方に相談でき、他科の先生方
も交えて検討できるので大変勉強になり、患者さんの治療に
関われることにやりがいを感じています。（医員、田中）

今はまだ駆け出しの身ですが、九嶋先生や森谷先生を主とし
て多くの先生よりご教授を賜り、いつかは一人前の病理医と
して滋賀の診断病理に貢献したいと考えております。（専攻
医、塩原）

九嶋�亮治　病理学講座　教授
私達が実践する病理診断では，顕微鏡でいきなり標本を見て当て物をするのでは
なく、各診療科との密接で良好な関係のもと，十分な臨床情報に基づき，肉眼的・
組織学的所見とレントゲンや内視鏡の画像などを対比させることを重視していま
す。当科は、基礎医学の病理学講座との垣根を取り払い、滋賀県内外の関連施
設の協力のもと、病理専門医の育成に力を入れています。病理医は“Doctor of 
Doctors”と言われていたような偉そうなものではなく，医療チームの一員と考
えています。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

・ホルマリン対策を完備した最新の切り出し室での肉眼診断を重視しています。
・臨床データ、臨床画像との対比を踏まえた病理組織・細胞診断を重視しています。
・病理学講座や連携施設と協力して病理解剖研修を行っています。
・ 診療各科とのカンファレンスやCPCの準備・発表、さらに研究会・学会での報告や論文作成を通じて診断

能力を深化させます。
・臨床検査技師のもとでの技術研修を行っています。
・希望者は病理学講座などの協力で研究を始めることができます。
・多様な上級医や同僚に接することのできる風通しのよい環境を構築しています。

研修の基本方針

病理診断科/臨床検査医学講座　医局：077-548-2600　E-mail：hqcllab@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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基本研修施設
（14ヵ月）

ローテート
（3ヵ月×5）

選択研修
（7ヵ月）

下記中心的研修施設から一か所選択
　①滋賀医科大学医学部附属病院
　　【三次救急告示病院】
　②東近江総合医療センター
　③医仁会武田総合病院
　④京都第二赤十字病院
　　【救急救命センター】
　⑤済生会滋賀病院
　　【救急救命センター】

・地域医療研修2施設選択必須
　①長浜赤十字病院
　　【救急救命センター】
　②公立甲賀病院
　③東近江総合医療センター
左記のうち未研修の4施設と宇
治徳洲会病院の合計5施設から3
施設を選択し各3か月

選択制
希望に応じて単施設、あるいは
複数の施設をローテート
注：基本研修で滋賀医大を選択
しなかった場合は、最低3か月
は滋賀医大を選択すること

令和元年度
　心肺停止症例：74名
　ICU入室担当患者：480名

0
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救急患者受入数
救急車受入数

R1H30H29

長浜赤十字病院、医療法人社団昴会日野記念病院、東近江市立能登川病院、公立甲賀病院、済生会守山市民病院、
医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院、京都第二赤十字病院、医療法人社団美松会生田病院、東近江総合医療
センター、東近江市蒲生医療センター、医仁会武田総合病院、社会医療法人誠光会草津総合病院、医療法人
芙蓉会南草津病院

◇ 急性期拠点(三次救急告示)病院、日本救急医学会指導医指
定施設として、一次から三次救急までの疾患を受け入れて
います。

◇ 救急科、救急・集中治療部および総合診療部・初期診療科
を一体運営しています。

◇ ER型救急外来、重症症例の集中治療、および一般病棟にお
ける初期診療から重症管理・退院まで、さらにcommon 
diseaseについては主治医としての診療を習得できます。

◇ 専攻医の希望により、研修の開始を基本研修病院から選択
できます。

救急科

診療科概要 診療（診断数）実績

研修スケジュール

関連病院
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当院の救急は一次から三次まで幅広い症例を受け入れてお
り、集中治療室も術後・重症疾患など様々な症例を受け入れ
最先端治療を行っています。『救いたい！』を実現しましょう。

救急、集中治療および総合診療のシームレスな診断・治療を
行っており、急性期から慢性期まで、外来から集中治療室、
一般病棟までと幅広い症例を様々な視点で経験することがで
きます。

田畑�貴久　救急集中治療医学講座　講師
救急診療は重症を診るというイメージがあるかと思いますが、軽傷から重傷まで
あらゆる重症度の患者さんを、外来・入院に関係なく領域横断的に広くみること
が要求されます。その中では集中治療医の経験も必要になります。軽傷・重傷、
外来・入院にかかわらず一つ一つの症例を経過に合わせ丁寧に、他職種と連携し
ながら診ていくことを心がけています。
総合診療部・初期診療科と密な連携をとっており、総合診療専門医と救急専門医
という広医療域を診療する二つの専門医資格の視点を持つ医師になることも可能
です。
一つ一つの症例を大切にし、領域横断的に、幅広く、みることがでる医師を一緒
に目指していきましょう。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

本専門研修プログラムによる救急科専門医取得後には、日本救急医学会指導医取得を目指し学位 (論文博士) 
を取得する、臨床経験しながら高度医療人コース (博士課程) 、ダブルライセンスとして「総合診療科専門研
修プログラム」、「麻酔科専門研修プログラム」、「外科専門研修プログラム」に、サブスペシャルティ領域で
ある「集中治療医学領域専門研修プログラム」に進む等の選択ができます。希望と実績により海外発表や留
学を推進しています。

研修をお考えの方へ

滋賀医科大学医学部附属病院　救急・集中治療部　E-mail：hqqqicu@belle.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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より高度な専門性が医療には必要となり、今や臓器別診療が主流となっていますが、症状からだけでは受診
すべき臓器別診療科を決めることは一般の人はもちろんのこと医療従事者でも困難なことがあります。当科
は、専門科・細分化した高度医療の中で「人間」そのものを見失わない全人的な医療を推進する部門として、
どの臓器別専門科を受診すべきかどうかが不明な方や複数の病態を患っている方の診療を積極的に行ってい
ます。

総合診療部・初期診療科

診療科概要

研修スケジュール

地域医療機能推進機構滋賀病院、浅井東診療所、しが健康医療生活協同組合　医療生協こうせい駅前診療所、
済生会守山市民病院、医療法人社団美松会　生田病院、医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院、社会医療法人
誠光会草津総合病院、日本赤十字社長浜赤十字病院、医療法人社団昴会日野記念病院、東近江市蒲生医療セ
ンター

関連病院
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かぜ等の急性軽症疾患、生活習慣病、心理・社会的要因が関与する病態、疾患が重複した病態など、受診す
べき臓器別診療科が明らかでない方を積極的に診療・初期対応し、専門治療を必要としない軽症であれば当
科で治療を行い、必要に応じて近隣医療機関または臓器別診療科と協力し診察しています。近医からの紹介
状があっても診断がついていない場合や紹介された担当科の疾患でなかった場合でも当科で対応しています。
そして当科は救急・集中治療部と密に連携しているため、重症や救急にも対応でき地域に密着した総合診療
医を目指し、信頼される全人的医療を実践していきます。

（平成28年入局）うつ病疑いで近医から紹介となった
患者さんは、実は甲状腺機能亢進症でした。総合診
療部には日々このような患者さんが来院されます。あ
なたの力で患者さんを診断・診療してみませんか？

（平成27年入局）当院の総合診療部の特徴は、実に
様々な疾患をみることができる、ということだと思
います。ちょっとした外傷や感冒といった開業医で
よく診る疾患から、不明熱、膠原病疑いなどで開業
医や他科からの紹介もあり、非常に多岐にわたりま
す。私は救急一筋でいままでやってきており、どう
も不明熱や膠原病、内分泌疾患には苦手意識が強か
ったのですが、御指導を戴きながら、少しずつですが、
苦手意識が軽減してきています。
　十分な指導をうけることができ、それでいて自由
に討論していただけるこの環境は非常に恵まれてい
ると思います。是非一度、見学にお越しいただけれ
ばと思います。

松村 一弘　総合診療部　部長
滋賀県は日本の縮図ともいわれ、都市型、郊外型及びへき地型の医療地域を有し
ているため、当研修プログラムでは大学病院・JCHO滋賀病院(都市型)、こうせ
い駅前診療所(郊外型)、浅井東診療所(へき地型)でそれぞれの医療を研修できま
す。また大学病院ならではの珍しい症例を経験することもでき、小児科研修はも
ちろん、精神科・放射線科へのローテーションもあり医師として役立つ幅広いト
レーニングも受けることができます。
そのうえ当科は救急集中治療部と密な連携協力体制があり、重症や急変にも対応
できる高度なスキルを身に付けることもでき、将来総合診療専門医及び救急科門
医のライセンスも取得可能です。救急に強い総合診療専門医を目指しましょう。

診療科長からのメッセージ

若手医師からひとこと

研修をお考えの方へ

滋賀医科大学医学部家庭医療学講座　特任教授　松村一弘　E-mail　kmastumu@bell.shiga-med.ac.jp

お問い合わせ
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専門研修プログラムに関するお問い合わせについては、
医師臨床研修センターのホームページ（http://kensyu.es.shiga-med.ac.jp/kensyu/
specialist-contact/）にある下記専用フォームよりお願いします。

病院見学・お問い合わせ
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