
1. 研修施設の指導体制と前年度麻酔科管理症例数 

本研修プログラム全体における前年度合計麻酔科管理症例数：3588症例 

本研修プログラム全体における総指導医数：8人 

 合計症例数 

小児（6歳未満）の麻酔  265症例 

帝王切開術の麻酔 137症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

202症例 

胸部外科手術の麻酔 307症例 

脳神経外科手術の麻酔 243症例 

 

①  専門研修基幹施設 

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 

研修プログラム統括責任者：足立健彦 

専門研修指導医：足立健彦（麻酔、集中治療） 

加藤茂久（麻酔） 

    宮崎嘉也（集中治療） 

    黒嵜明子（麻酔） 

    佐々木由紀子（麻酔） 

    原朋子（麻酔） 

    柚木圭子（麻酔） 

    野々村智子（麻酔） 

専門医： 直井紀子（麻酔） 

白井直人（麻酔） 

  

認定病院番号 65  

特徴：地域医療支援病院。大阪市北区で中心的な役割を果たす病院であり、年間約３８００の非常

に多様な手術を行っており、心臓血管外科、小児外科を含むほぼ全ての領域に関して手術麻酔の研

修が可能であり、12名の専門医の下で十分な余裕を持って研修を積むことができる。心臓血管外科

麻酔（経食道心エコー）、小児麻酔、超音波ガイド下神経ブロックなどはそれぞれ専門とする指導

医の指導を受けることができる。科内でのカンファレンス、レクチャー、抄読会も定期的に行って

おり、勉強の機会には事欠かない。また専攻医の学会発表や院外研修を科として積極的にサポート



しており、機会は豊富である。麻酔科が主体となって集中治療部（ＩＣＵ）を運営しており、日本

集中治療医学会専門医研修認定施設でもあるので、将来サブスペシャリティ-として集中治療医学

会専門医の取得を希望する方にも必要な研修を行うことができる。 

 

麻酔科管理症例数 3763症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔  180症例 

帝王切開術の麻酔 127症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

78症例 

 

胸部外科手術の麻酔 146症例 

脳神経外科手術の麻酔 179症例 

 

②  専門研修連携施設A 

１．国立循環器病研究センター 

研修実施責任者：大西佳彦 

専門研修指導医：大西佳彦（心臓麻酔） 

        吉谷健司（心臓麻酔，脳外科麻酔） 

        金沢裕子（心臓麻酔） 

    加藤真也（心臓麻酔、脳外科麻酔） 

    南 公人（集中治療） 

    前田琢磨（輸血管理） 

専門医：濱口英佑（心臓麻酔） 

前川真基（心臓麻酔） 

   月永晶人（心臓麻酔） 

   下川 亮（心臓麻酔） 

   矢作武蔵（心臓麻酔） 

 

認定病院番号：168 

特徴：麻酔全般，特に心臓血管手術の麻酔 

心臓大血管手術の症例数が多いこと．脳血管外科手術症例，産科症例が多くあること． 

成人心臓外科手術では弁手術，冠動脈バイパス術が多い．小切開手術，ロボット手術，TAVI，LVAD

装着手術，心臓移植もある． 

血管外科手術では胸腹部大動脈置換手術，弓部大動脈置換手術が多い．腹部大動脈手術，ステント

手術，慢性肺塞栓除去術も多い． 



小児心臓外科では新生児から世人先天性手術まで幅広く手術をおこなっている．新生児姑息術も多

い． 

脳外科手術ではバイパス手術，カテーテルインターベンションが多くある．内頸動脈内膜剥離術や

クリッピングも多い． 

帝王切開手術では，先天性心疾患や肺高血圧などを合併した妊婦の管理がある． 

 

麻酔科管理症例：2,376 症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔   15症例 

帝王切開術の麻酔   5症例 

心臓血管手術の麻酔（胸部大動脈手術を含

む） 

 73症例 

胸部外科手術の麻酔    0症例 

脳神経外科手術の麻酔  20症例 

 

２．京都大学医学部附属病院 

研修実施責任者：福田 和彦 

専門研修指導医：福田 和彦（麻酔） 

        瀬川 一 （麻酔、集中治療） 

        角山 正博（麻酔、ペインクリニック） 

        田中 具治（麻酔、集中治療） 

        溝田 敏幸（麻酔） 

        植月 信雄（麻酔、ペインクリニック） 

        深川 博志（麻酔） 

        矢澤 智子（麻酔） 

             川本 修司（麻酔、集中治療） 

        甲斐 慎一（麻酔、集中治療） 

        池浦 麻紀子（麻酔） 

    専門医：加藤 果林（麻酔、ペインクリニック） 

        宮井 善三（麻酔、ペインクリニック） 

        鈴木 堅悟（麻酔、ペインクリニック） 

        瀬尾 英哉（麻酔、集中治療） 

  清水 覚司（麻酔） 

  辰巳 健一郎（麻酔） 

  関口 貴代（麻酔） 



 

認定病院番号： 4 

 

特徴：すべての外科系診療科がそろい、数多くの症例の麻酔管理を経験することができる。肝

移植、肺移植、人工心臓植込み手術、経カテーテル大動脈弁留置術、覚醒下開頭術などは他院

では経験することが難しい手術であり、経験豊かな指導医のもとでこれらの特殊な手術の麻酔

管理を修得することができる。集中治療部研修では、重症患者の全身管理を身につけることが

できる。 

 

麻酔科管理症例数 6117 症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔  0 症例 

帝王切開術の麻酔 0 症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

0 症例 

胸部外科手術の麻酔 0 症例 

脳神経外科手術の麻酔 0 症例 

 

３．琉球大学医学部附属病院 

研修プログラム統括責任者：垣花 学 

専門研修指導医：垣花 学（麻酔） 

        中村 清哉（麻酔，ペインクリニック・緩和） 

渕上 竜也（麻酔，集中治療） 

        大城 匡勝（麻酔） 

        照屋 孝二（麻酔，集中治療） 

        野口 信弘 (麻酔) 

        西 啓亨(麻酔) 

        神里 興太（麻酔，集中治療） 

        安部 真教（麻酔，ペインクリニック・緩和） 

        和泉 俊輔（麻酔） 

        大久保 潤一（麻酔，ペインクリニック・緩和） 

宜野座 到（麻酔） 

久保田 陽秋（麻酔） 

仲嶺 洋介（麻酔） 

赤嶺 斉（麻酔） 

    専門医：新垣 かおる（麻酔） 

        兼村 大介（麻酔） 

        波平 紗織（麻酔） 



渡邉 洋平（麻酔） 

        林 美鈴（麻酔） 

        野原 紀子（麻酔） 

認定病院番号:94 

特徴：先進的な幅広い症例が経験でき、指導体制も充実している。集中治療、ペインクリニックを含

む集学的な周術期管理を学べる。 

 

麻酔科管理症例数 3738 症例 

 全症例 本プログラム分 

麻酔科管理全症例数 3738 症例 0 症例 

小児（6歳未満）の麻酔  242 症例 0 症例 

帝王切開術の麻酔 144 症例 0 症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

133 症例 0 症例 

胸部外科手術の麻酔 76 症例 0 症例 

脳神経外科手術の麻酔 121 症例 0 症例 

 

４．大津赤十字病院 

研修プログラム統括責任者： 

        篠村徹太郎(麻酔、集中治療、ペインクリニック、緩和医療) 

専門研修指導医: 篠村徹太郎(麻酔、集中治療、ペインクリニック、緩和医療) 

        吉川幸子(麻酔) 

      宇賀久敏(麻酔) 

           池上直行(麻酔) 

認定病院番号： 305 

特徴： 年間 1900〜2000 例の麻酔管理症例のうち高度救命救急センター経由患者が 7〜10%を占め

る。NICU もあるため患者層は生後１日目から 100 歳超までと幅広い。外科、小児外科、呼吸器外

科、心臓外科、整形外科、耳鼻科、形成外科、泌尿器科、歯科、脳外科、産婦人科の手術がある。外



傷の緊急手術もある。ペインクリニック学会指定研修認定施設、がん診療連携拠点病院なので、緩和

神経ブロックも学べる。 

 

麻酔科管理症例数 1906 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔  0症例 

帝王切開術の麻酔 0症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

0症例 

胸部外科手術の麻酔 0症例 

脳神経外科手術の麻酔 0 症例 

 

５．大阪赤十字病院 

研修実施責任者：内海 潤 

専門研修指導医：内海 潤（麻酔） 

        上田 裕介（麻酔） 

西 憲一郎（麻酔・集中治療） 

       岡本 明久（麻酔・集中治療） 

      佐藤 聖子（麻酔） 

認定病院番号： 59 

特徴：地域医療支援病院。大阪市天王寺区の中心的病院。病床数1000床をこえる総合病院で、

精神科や血液内科、糖尿病内科なども充実しているため、各種重症基礎疾患を持つ患者の周術

期管理を、広く実践を通じて研修することができる。大阪市の救急救命センターであるだけで

なく、大阪府周産期母子医療センターとして産科救急にも対応している。 

 

麻酔科管理症例数 3,459症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔  58症例 

帝王切開術の麻酔 0症例 

心臓血管手術の麻酔 11症例 



（胸部大動脈手術を含む） 

胸部外科手術の麻酔 82症例 

脳神経外科手術の麻酔 16症例 

 

③  専門研修連携施設B 

 

１．天理よろづ相談所病院 

研修実施責任者：石井久成 

専門研修指導医：石井久成（麻酔） 

        石村直子（麻酔） 

     若松拓彦（麻酔） 

認定病院番号 83 

特徴：奈良県北中部で地域医療の中核的な役割を果たす病院であり、ほぼ全科に及ぶ多種多様な手

術の麻酔を行うことができる。年間麻酔科管理手術数が約３５００例である。なかでも心臓血管外

科手術は３００例を越える心臓血管麻酔専門医認定施設である。特に緊急の大動脈解離、CABGの

ような、麻酔科医のスピードと度胸と判断力がためされるような症例が多くやってくる。小児心臓

麻酔も、ASD・VSD根治術からJatene手術やFontan手術の麻酔まで経験することも可能である。経

カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）の症例は25例を越え、ルーチンとなりつつある。循環器科

医、心臓血管外科医との良好な意思疎通のもとで、ハートチームの一員として麻酔を含めた周術期

管理を担当する。 

 

麻酔科管理症例数 3357症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔 10症例 

帝王切開術の麻酔 0症例 

心臓血管手術の麻酔 

(胸部大動脈瘤手術を含む） 

25症例 

胸部外科手術の麻酔 25症例 



脳神経外科の麻酔 25症例 

 

２．京都桂病院 

研修実施責任者：小山 智弘 

専門研修指導医：小山 智弘（麻酔） 

専門医：濱井優輔（麻酔） 

認定病院番号： 975 

特徴：地域医療支援病院。京都市西京区の中心的病院。年間麻酔科管理症例数は約2,000であ

り、外科系のほとんど全ての診療科が揃うため様々な手術の麻酔を経験することができる。ま

た消化器、呼吸器、心臓血管センターを有することもあり、消化器外科、呼吸器外科、心臓血

管外科の手術症例が豊富であるのが特徴の一つである。 

 

麻酔科管理症例数 2,034症例 

 本プログラム分 

小児（6歳未満）の麻酔  2症例 

帝王切開術の麻酔  5症例 

心臓血管手術の麻酔 

（胸部大動脈手術を含む） 

 15症例 

胸部外科手術の麻酔  54症例 

脳神経外科手術の麻酔 3症例 

 


