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新専門医制度による後期研修プログラム

日本産科婦人科学会が提示するカリキュラムに準じ
た専攻医研修プログラムとして、3年間で産婦人科
専門医の認定試験に十分合格できる水準以上の産
婦人科の知識・技能・態度を習得します。

①生殖・内分泌
排卵・月経周期のメカニズム（視床下部一下垂体一
卵巣系の内分泌と子宮内膜の周期的変化）を十分に
理解します。その上で、排卵障害や月経異常とその検
査、治療法を理解します。生殖生理・病理の理解のも
とに、不妊症、不育症の概念を把握します。妊孕性に
対する配慮に基づき、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・態度を身に付けます。
また、生殖機能の加齢による変化を理解します。

②婦人科腫瘍
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します。性機能、生殖機
能の温存の重要性を理解します。がんの早期発見、
特に、子宮頸癌のスクリーニング、子宮体癌、卵巣癌
の診断の重要性を理解し、説明、実施します。

③周産期
妊娠、分娩、産褥ならびに周産期において母児の管
理を適切に行えるようになるために、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・態度を身に付けます。

④女性のヘルスケア
女性のトータルヘルスケアを担当する診療科として、
他科との連携のもと、一生涯にわたって全人的な医
療を行うことができます。思春期、性成熟期、更年
期・老年期それぞれの時期特有の疾患の病態を理解
し、適切な診療を実施するのに必要な知識・技能・態
度を身に付けます。

6か月の大学附属病院の研修・6か月の関連施
設での研修
例　●正常分娩：100例　●異常分娩：20例
　　●帝王切開：30例
　　●子宮内容清掃術：10例
　　●腹式単純子宮・全摘出術：10例

1年目とは別の関連施設（NICUがある病院）で
の研修（外来・妊婦健診を含む）
例　●正常分娩：200例　●異常分娩：20例
　　●帝王切開：50例
　　●子宮内容清掃術：20例
　　●腹式単純子宮・全摘出術：20例

2年目とは別の関連施設（腹腔鏡症例が多い病
院）での研修（外来・不妊症を含む）
例　●正常分娩：100例　●異常分娩：20例
　　●帝王切開：50例　
　　●子宮内容清掃術：20例
　　●腹式単純子宮・全摘出術：20例
　　●腹腔鏡手術：30例

産科副部長（講師）
（総合周産期母子医療センター）
山口 明子
臨床専門分野
1）周産期医学 2）内分泌 3）ヘルスケア
研究分野 1）周産期医学 2）内分泌

婦人科部長（教授）
添田 周
臨床専門分野 
1）婦人科腫瘍学
2）婦人科血管撮影
研究分野 1）婦人科腫瘍学

助手
菅野 亜矢
臨床専門分野 
 1）産科婦人科学　 
研究分野
 1）生殖内分泌

助手
加茂 矩士
臨床専門分野
 1）婦人科腫瘍　
研究分野
 1）婦人科腫瘍

センター長（教授）
高橋 俊文
臨床専門分野 1）生殖内分泌 2）不妊
3）婦人科内視鏡下手術　
研究分野1）卵子の老化に関する研究
2）多嚢胞性卵巣症候群の診断・治療に関する研究 

特任教授
神保 正利
臨床専門分野 1）周産期医学　
研究分野 1）県外の大学産婦人科との連携
システムの構築、災害時における産科医療
の教育システムの開発

特任講師（非常勤）
鈴木 大輔
現勤務先　
太田西ノ内病院産婦人科
臨床専門分野
1）婦人科内視鏡下手術
2）周産期救急

婦人科副部長（講師）
（地域産婦人科支援講座）
古川 茂宜
臨床専門分野
 1）婦人科腫瘍学　 
研究分野 1）婦人科腫瘍学

助手
（地域産婦人科支援講座）
磯上 弘貴
臨床専門分野
 1）周産期医学
研究分野
 1）周産期医学　

助手
福田 冬馬
臨床専門分野
1）周産期医学　
研究分野
1）周産期医学

助手
岡部 慈子
臨床専門分野
1）婦人科腫瘍
研究分野
1）婦人科腫瘍

助手
佐藤 哲
臨床専門分野
1）婦人科腫瘍学
研究分野
1）婦人科腫瘍学

助手
三浦 秀樹
臨床専門分野
1）生殖内分泌
研究分野
1）生殖内分泌

教授
西郡 秀和
臨床専門分野 1）周産期医学 2）遺伝カウンセリング　
研究分野
1）周産期環境と子どもの神経発達に関する 研究
2）周産期メンタル ヘルスに関する研究

特任講師（非常勤）
磯部 真倫
現勤務先　
新潟大学医歯学総合病院総合研修部・医療研修センター
臨床専門分野
1）婦人科腹腔鏡 下手術
2）婦人科腫瘍 3）医学教育

特任教授（非常勤）
福島 明宗
現勤務先
岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　
臨床専門分野
1）臨床遺伝学
2）周産期医学

特任教授（非常勤）
福井 淳史
現勤務先 兵庫医科大学産科婦人科
臨床専門分野
1）生殖医学 2）生殖免疫学
3）生殖外科 4）内視鏡手術

遺伝診療部長（准教授）
渡邉 尚文
臨床専門分野 
1）婦人科腫瘍学 2）臨床遺伝学　
研究分野
 1）婦人科腫瘍学

産科部長（主任教授）
藤森 敬也
臨床専門分野 
1）産婦人科一般 2）周産期医学
3）胎児診断・治療 4）超音波診断学　
研究分野 1）胎児生理学（胎児 behavior）

生殖医療センター長（講師）
菅沼 亮太
臨床専門分野
 1）生殖内分泌 2）不妊
研究分野
 1）生殖内分泌 2）不妊

講師（周産期・小児地域医療支援講座）
安田 俊
臨床専門分野
1）周産期医療
研究分野
1）周産期医療 2）胎児生理学

助手
大越 千弘
臨床専門分野
1）生殖医療　
研究分野
1）生殖医療

助手
今泉 花梨
臨床専門分野
1）周産期医学
研究分野
1）周産期医学

准教授
（地域婦人科腫瘍学講座）
小島 学
臨床専門分野
1）婦人科腫瘍学
研究分野
1）婦人科腫瘍学

性差医療センター（教授）
小宮 ひろみ
臨床専門分野
1）生殖内分泌 2）不妊 3）性差医療
研究分野 
1）生殖内分泌

助手
加藤 麻美
臨床専門分野
1）婦人科腫瘍学
研究分野
1）婦人科腫瘍学

新専門医制度で学ぶ

後期研修
プログラム

仲間たちと共に目指す産婦人科医療のプロフェッショナル

産婦人科
専 門 医 コ ー ス

福島県立医科大学附属病院の後期研修プログラムでは、基本領域専門医のいずれも取得できる体制を整えています。
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専攻医１年目

笹木 彩華

山口朋子

専攻医１年目

吉田 圭甫

　私はもともと産婦人科医になろうと思っていた
わけではなく、初期研修で産婦人科をローテー
トしてその魅力に気づき、入局しました。赤ちゃ
んの誕生に立ち会えること、女性特有の疾患の
患者さんに関われることは、自分にとってどの診
療科よりもやりがいを感じることができると思い
ました。また、産婦人科は内科と外科両方の要素があり、専門分野も周産期や腫瘍、
生殖内分泌、女性医学と多岐にわたるため、自分が将来どう働いていくか決める助けに
なると感じました。
　現在私は大学病院の産科で研修を行っています。自然分娩に立ち会ったり、外来や病
棟で妊婦さんの超音波検査をしたり、帝王切開の執刀や助手をしたりと、上級医の丁寧
な指導のもと、多くのことを経験させていただいています。産婦人科医として働き始めて
数か月たち、まだまだ分からないことばかりですが、恵まれた環境で日々充実した研修
生活を送ることができており、産婦人科を選んで本当に良かったと感じています。
　産婦人科を考えている方はもちろん、まだ具体的に決まっていない方も、ぜひ一度見
学にきていただければと思います。産婦人科の魅力を知っていただき、将来一緒に働く
ことができれば嬉しいです！

専攻医の声

恵まれた環境で充実した
研修生活を送っています

やりがいと幅広い選択肢

充実した環境で研修を行うことができています 産婦人科は魅力にあふれています

専攻医1年目

山口 朋子

　専攻医1年目の山口朋子と申します。私は学生
実習で産婦人科をローテートしたときに魅力を感
じ、研修医になってもその気持ちは変わらず、産
婦人科医を目指すこととしました。
　産婦人科の魅力はたくさんありますが、幅広く
様々な分野があることは大きな強みかと思います。
産科・婦人科・生殖内分泌・女性医学など多く
の分野に関わることができること、内科的・外科的両方の側面からアプローチできること、
命に関わる救急疾患から慢性的な不調まで診療することができること、このような幅広
さは他の科にはない産婦人科の特徴ではないでしょうか。
　また、男性女性関係なく活躍できるところも非常に魅力的だと思います。近年女性医
師も増えてきていますが、妊娠や出産にも非常に理解があり、女性の先輩方も各方面で
活躍されています。そのようなモデルケースが多数あることは、大変心強いと感じています。
　産婦人科医として働き始めてまだ数か月ですが、わからないことは経験豊富な先生方
にすぐに質問できる温かい雰囲気の中で日々の診療を行うことができ、充実した日々を過
ごしています。
　魅力的溢れる産婦人科で一緒に働きませんか。お待ちしています。

　初めまして！産婦人科1年目の吉田圭甫と申します。
　私は自分がまさか産婦人科を志すとは学生時代には
思ってもいませんでした。初期研修中に産婦人科をロー
テートした際、いのちの誕生の瞬間に立ち会い衝撃と
心を打たれる感動を覚えました。そして、帝王切開や
妊婦健診などを経験させていただくうちに、産婦人科
に非常に興味が湧き、当時一緒に働いていた先生から
のお誘いもあり産婦人科を志すことを決めました。
　ハードでビジーなイメージが強い診療科でありもち
ろん大変な日はありますが、実際に働いてみると意外
と自分の時間も確保できるので自己研鑽の時間もとれ
ますし、リフレッシュのために温泉などに出かけることもあります。
　産婦人科といっても周産期、腫瘍、生殖、内分泌など非常に奥が深い分野だと思います。
産婦人科を志してからもいろいろな選択肢があるため、自分の進む道を縛られないとい
う点は非常に魅力的に思います。
　まだまだ駆け出しの身ですが、指導医の先生のお力を借りながら日々一歩一歩成長し
ている実感があります。産婦人科に興味がある方はぜひ一度見学にきてください。一緒
に福島の医療を盛り上げていきましょう。

専攻医4年目

藤森 実杜

　私は帝京大学を卒業後、福島県からの奨学
金貸与後の就労のため、福島県内の市中病院
で初期臨床研修を開始しました。産婦人科への
入局は学生時分より選択肢の一つとして考えて
おり、初期研修終了後は現在の福島県立医大
産婦人科へ入局しました。
　産婦人科の特徴としてはやはり、イメージさ
れている方も多いと思いますが、それなりに忙
しい日が多いということです。夜間に緊急手術と
なることも多く、市中病院などであれば当直でなくとも夜間に呼ばれることもしばしば
あります。ただ、忙しい反面、臨床における経験が多く積めることや、他科と比較して
収入が高めであることは良い点だと思います。
　また、周産期や婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性ヘルスケアなど、同じ産婦人科分野
といっても学ぶことは多岐にわたりますし、各々違った魅力があります。研修先の病院
も様々な特徴があり、各病院で研修をしていくことは多くを学び成長できると思います。
　産婦人科にご興味のある学生のみなさんや初期研修医の先生方がいらっしゃいました
ら、一度見学に来てみてください。お待ちしています。

先輩からのメッセージ

  

専攻医１年目

笹木 彩華

山口朋子

専攻医１年目

吉田 圭甫

　私はもともと産婦人科医になろうと思っていた
わけではなく、初期研修で産婦人科をローテー
トしてその魅力に気づき、入局しました。赤ちゃ
んの誕生に立ち会えること、女性特有の疾患の
患者さんに関われることは、自分にとってどの診
療科よりもやりがいを感じることができると思い
ました。また、産婦人科は内科と外科両方の要素があり、専門分野も周産期や腫瘍、
生殖内分泌、女性医学と多岐にわたるため、自分が将来どう働いていくか決める助けに
なると感じました。
　現在私は大学病院の産科で研修を行っています。自然分娩に立ち会ったり、外来や病
棟で妊婦さんの超音波検査をしたり、帝王切開の執刀や助手をしたりと、上級医の丁寧
な指導のもと、多くのことを経験させていただいています。産婦人科医として働き始めて
数か月たち、まだまだ分からないことばかりですが、恵まれた環境で日々充実した研修
生活を送ることができており、産婦人科を選んで本当に良かったと感じています。
　産婦人科を考えている方はもちろん、まだ具体的に決まっていない方も、ぜひ一度見
学にきていただければと思います。産婦人科の魅力を知っていただき、将来一緒に働く
ことができれば嬉しいです！

専攻医の声

恵まれた環境で充実した
研修生活を送っています

やりがいと幅広い選択肢

充実した環境で研修を行うことができています 産婦人科は魅力にあふれています

専攻医1年目

山口 朋子

　専攻医1年目の山口朋子と申します。私は学生
実習で産婦人科をローテートしたときに魅力を感
じ、研修医になってもその気持ちは変わらず、産
婦人科医を目指すこととしました。
　産婦人科の魅力はたくさんありますが、幅広く
様々な分野があることは大きな強みかと思います。
産科・婦人科・生殖内分泌・女性医学など多く
の分野に関わることができること、内科的・外科的両方の側面からアプローチできること、
命に関わる救急疾患から慢性的な不調まで診療することができること、このような幅広
さは他の科にはない産婦人科の特徴ではないでしょうか。
　また、男性女性関係なく活躍できるところも非常に魅力的だと思います。近年女性医
師も増えてきていますが、妊娠や出産にも非常に理解があり、女性の先輩方も各方面で
活躍されています。そのようなモデルケースが多数あることは、大変心強いと感じています。
　産婦人科医として働き始めてまだ数か月ですが、わからないことは経験豊富な先生方
にすぐに質問できる温かい雰囲気の中で日々の診療を行うことができ、充実した日々を過
ごしています。
　魅力的溢れる産婦人科で一緒に働きませんか。お待ちしています。

　初めまして！産婦人科1年目の吉田圭甫と申します。
　私は自分がまさか産婦人科を志すとは学生時代には
思ってもいませんでした。初期研修中に産婦人科をロー
テートした際、いのちの誕生の瞬間に立ち会い衝撃と
心を打たれる感動を覚えました。そして、帝王切開や
妊婦健診などを経験させていただくうちに、産婦人科
に非常に興味が湧き、当時一緒に働いていた先生から
のお誘いもあり産婦人科を志すことを決めました。
　ハードでビジーなイメージが強い診療科でありもち
ろん大変な日はありますが、実際に働いてみると意外
と自分の時間も確保できるので自己研鑽の時間もとれ
ますし、リフレッシュのために温泉などに出かけることもあります。
　産婦人科といっても周産期、腫瘍、生殖、内分泌など非常に奥が深い分野だと思います。
産婦人科を志してからもいろいろな選択肢があるため、自分の進む道を縛られないとい
う点は非常に魅力的に思います。
　まだまだ駆け出しの身ですが、指導医の先生のお力を借りながら日々一歩一歩成長し
ている実感があります。産婦人科に興味がある方はぜひ一度見学にきてください。一緒
に福島の医療を盛り上げていきましょう。

専攻医4年目

藤森 実杜

　私は帝京大学を卒業後、福島県からの奨学
金貸与後の就労のため、福島県内の市中病院
で初期臨床研修を開始しました。産婦人科への
入局は学生時分より選択肢の一つとして考えて
おり、初期研修終了後は現在の福島県立医大
産婦人科へ入局しました。
　産婦人科の特徴としてはやはり、イメージさ
れている方も多いと思いますが、それなりに忙
しい日が多いということです。夜間に緊急手術と
なることも多く、市中病院などであれば当直でなくとも夜間に呼ばれることもしばしば
あります。ただ、忙しい反面、臨床における経験が多く積めることや、他科と比較して
収入が高めであることは良い点だと思います。
　また、周産期や婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性ヘルスケアなど、同じ産婦人科分野
といっても学ぶことは多岐にわたりますし、各々違った魅力があります。研修先の病院
も様々な特徴があり、各病院で研修をしていくことは多くを学び成長できると思います。
　産婦人科にご興味のある学生のみなさんや初期研修医の先生方がいらっしゃいました
ら、一度見学に来てみてください。お待ちしています。

先輩からのメッセージ

  


