
整形外科専門研修プログラム 

 

●はじめに 

 当院整形外科では、出身大学などを問わず全国から広く専門研修を受け入れ

ています。当院のプログラムは京都大学系列のプログラムになり、京都大学と関

連施設で構成されております。魅力的な施設で多くの症例を経験することがで

きます。 

当院では充実した研修ができるように、いろいろな工夫を行っております。ま

た、専門研修を行っている医師が毎年 3 人前後在籍しております。是非われわ

れと一緒に専門研修を行いましょう。見学も随時行っております。ご応募お待ち

しております。 

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科部長 玉置康之 

 

●研修期間 

2年間の初期研修終了後、整形外科専門研修を 4年間行います。 

 

 

 

 

 

 



●日本整形外科学会専門研修施設の特徴 

Ⅰ型とⅡ型に分類されます。 

Ⅰ型は大学病院中心、Ⅱ型は臨床研修病院中心のプログラムです。 

 

 

●整形外科専門研修プログラム概要 

Ⅰ型、Ⅱ型どちらに属しても、必ず大学病院での研修は含まれます。 

 



●京大系の専門研修プログラムと研修施設 

Ⅰ型では、基幹施設は京都大学、連携施設として当院が含まれます。 

Ⅱ型では、①～⑥までのプログラムがあります。 

Ⅱ型⑤の和歌山プログラムでは、基幹施設は当院、連携施設として京都大学が含

まれます。 

 
 

●京大系専門研修プログラム地域図 

Ⅰ型は、広い地域での研修が可能です。。 

Ⅱ型⑤の和歌山プログラムは、阪奈和地区での研修になります。 

 



●京大系プログラムの特徴 

✓3次救急までを扱う第一線病院が多く含まれます。 

✓大きな規模の関連病院による圧倒的な手術件数があります。 

✓実際に執刀して学べる各病院の指導体制があります。 

✓専門研修プログラム基準をはるかに凌駕する豊富な臨床経験を積めます。 

✓専門研修で赴任する病院は 3つに限定しています。 

✓出身大学は関係なく、分け隔てなく研修できます。 

✓研修先は専攻医の希望を反映しています。 

✓専門医取得後のキャリアプラン（臨床・大学院・留学・開業など）が多彩です。 

 

●和歌山プログラム（Ⅱ型⑤）について 

基幹施設は日本赤十字社和歌山医療センターです。 

必須の連携施設は京都大学になります。 

他の連携施設は下記の 7施設になります。この中から希望の 1施設で研修する

ことになります。 

阪奈和地区で充実した研修が可能です。 

 

施設 施設名 所在地 

基幹施設 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山市 

連携施設（必須） 京都大学病院 京都市 

連携施設（選択） 大阪赤十字病院 大阪市天王寺区 

大阪赤十字大手前整肢園 大阪市天王寺区 

北野病院 大阪市北区 

関西電力病院 大阪市福島区 

済生会野江病院 大阪市城東区 

天理よろづ相談所病院 奈良県天理市 

紀南病院 和歌山県田辺市 

 

 



病院名 日本赤十字社和歌山医療センター 

場所 和歌山市小松原通 4-20 

 

キーワード： 

高度救命救急センター、がんセンター、ハイブリッド手術室、ナビゲーション手術、マイク

ロサージャリー、 

 

3 次救急病院 

 高度救命救急センター、ドクターカー、ヘリポート 

スタッフ 

玉置康之部長 H4 

田中康之副部長 H7 

田中慶尚副部長 H19 

古川 剛副部長 H21 

小椋隆宏医師 H25 

伊藤貴之医師 H28 

室谷和弘専攻医 H30 

中田旭彦専攻医 H31 

武本直樹専攻医 H31 

前川尚大専攻医 H32 

百名克文嘱託医 S54 

丸山征爾嘱託医 H19 

 



 

 

専門医、指導医の有無 

日本整形外科学会専門医： 

 玉置康之部長、田中康之副部長、田中慶尚副部長、古川 剛副部長、伊藤貴之医師、百名

克文嘱託医、丸山征爾嘱託医 

 

日本整形外科学会指導医： 

 玉置康之部長、田中康之副部長、古川 剛副部長、百名克文嘱託医 

 

日本脊椎脊髄外科専門医・指導医： 

 玉置康之部長、百名克文嘱託医 

 

施設認定 

日本整形外科学会認定研修施設 

日本脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 

 

 

 



手術内容 

2021 年手術件数 約 1302 件 

 外傷疾患 5 割、慢性疾患 5 割とバランスがとれています。 

 

ハイブリッド手術室 全科で使用しています。 

 術中 CT 整形外科専用の移動式 CT もあります。 

 ナビゲーションシステム 脊椎、人工膝関節、人工股関節、骨盤骨折など幅広く使用。 

 脊椎内視鏡 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症に症例を限定して使用。 

 マイクロサージャリー 再接着、神経血管縫合なども積極的に行っています。 

 関節鏡（膝、肩、肘、手、足、股） どこの関節にも対応可能です。 

 院内同種骨バンク 高度骨欠損の人工関節も対応可能です。 

 イリザロフ創外固定器 感染、粉砕骨折など難治症例に使用しています。 

  

特徴： 

地理的情報： 

和歌山市中心部にあり、病院からは和歌山城のみならず、大阪湾、淡路島、六甲山地が望

め、明石大橋、四国が見えることもあります。アクセスは、電車で新大阪 60 分、車で神戸

60 分、関西国際空港 30 分です。 

規模： 

病床数は 873 床で県内最多。医療圏は和歌山市が中心で、和歌山全域、大阪南部からも

来院があります。 

福利厚生： 

 官舎・保育園あり 

医療費補助あり 

互助会旅行、体育祭などのイベントあり 

運動部、文化部が多数あり 

 学会交通費・宿泊費・参加費・学会年会費・資格試験に補助あり 

業務内容： 

 主治医執刀制。1 症例につき 2 名の医師が担当。 

 手術は毎日、外来は毎日行っています。救急は 24 時間 365 日、「全例応需」で受け入れ

ています。 

土日祝日は休日で、当番制です。 

カンファレンスは火曜日・木曜日朝、部長回診は水曜日朝、抄読会は木曜日朝に行ってい

ます。夕方の Duty はありませんので、自分の仕事が終われば早く帰れます。 

他部署との連携： 

 救急が多いこともあり、他科との連携は非常に良好です。救急部、集中治療部、麻酔科、



感染症科、小児科、放射線科、脳神経内科、リウマチ科など関連診療科との相談がすぐに可

能です。 

 骨折リエゾンサービスを多職種連携で行っています。 

院内がんセンター内の骨転移ユニットで、放射線科と連携して診療を行っています。 

  

① ハイブリッド室での脊椎術中 CTナビゲーション手術 

 

② 手外科手術 

 



③ 人工膝関節ナビゲーション手術 

 



⼤阪⾚⼗字病院 整形外科/スポーツ整形外科  
〒543-8555 ⼤阪市天王寺区筆ケ崎町 5-30  TEL：06-6774-5111（代表） FAX：06-6774-5131（代表） 

E-mail：hospital@osaka-med.jrc.or.jp 

ホームページ：https://www.osaka-med.jrc.or.jp  
 
キーワード：脊椎、肩関節、スポーツ、股関節、国際救援医療 
3 次救急（循環器ホットライン、⼩児科ホットライン、脳卒中ホットラインあり） 
⽇本整形外科学会認定研修施設、⽇本脊椎脊髄病学会認定研修施設 
 
スタッフ 

⽒名 卒年 役職 専⾨分野 認定資格 

坂本武志 H3 整形外科主任部⻑

兼リハビリテーシ

ョン部⻑ 

脊椎脊髄外科 ⽇本整形外科学会専⾨医 

⽇本脊椎脊髄病学会認定指導医 

⽇本整形外科学会脊椎脊髄病認定医 

鈴⽊隆 H4 副部⻑ スポーツドクター 

肩関節外科 

⽇本整形外科学会専⾨医 

⽇本整形外科学会運動器リハビリテーション医 

⽇本体育協会公認スポーツドクター 

渡邊慶 H9 副部⻑ ⼈⼯膝関節 

脊椎外科 

⽇本整形外科学会専⾨医 

⽇本脊椎脊髄病学会認定指導医 

⽇本整形外科学会脊椎脊髄病認定医 

⽇本整形外科学会運動器リハビリテーション医 

堤良祐 H10 副部⻑ 脊椎脊髄外科 ⽇本整形外科学会専⾨医 

⽇本脊椎脊髄病学会認定指導医 

⽇本整形外科学会脊椎脊髄病認定医 

富友宏ステ

ファン 

H12 副部⻑ スポーツドクター 

膝関節外科 

⽇本整形外科学会専⾨医 

⽇本整形外科学会スポーツ医 

末吉達也 H14 医⻑ 股関節外科 

膝関節外科 

⽇本整形外科学会専⾨医 

福⽥亜⾐ H17 医⻑ ⼿の外科 ⽇本整形外科学会専⾨医 

渡邉沙織 H18 医⻑  ⽇本整形外科学会専⾨医 

中村賢司 H19 医⻑ 肩関節外科 ⽇本整形外科学会専⾨医 

姜顯炅 H27 医師 脊椎外科 ⽇本整形外科学会専⾨医 

芳⼭貴樹 H29 医師   



池﨑友美 H30 専攻医   

桑⽥慎也 H31 専攻医   

中川祥平 H31 専攻医   

 
診療実績 

⼿術内訳 2021 年 2020 年 
脊椎⼿術 224 204 
 頚椎 48 48 
 胸腰椎 173 154 
関節鏡下⼿術 322 314 
 肩関節鏡視下⼿術 178 190 
 膝関節鏡視下⼿術 138 99 
⼈⼯股関節置換術 99 107 
⼈⼯⾻頭置換術 44 28 
⼈⼯膝関節置換術 87 99 
外傷⼿術 239 229 
末梢神経⼿術 17 18 
⼿術総数 1206 1198 

 
特徴 
当科の特徴としては、⼤学病院同様専⾨制度を採⽤し、各専⾨医が治療を⾏っています。当
科の医師は、京都⼤学整形外科の伝統により、最低 6 年間は整形外科全般の診療に携わっ
た後、専⾨性を掲げたオールラウンドプレーヤーの医師集団なので、専⾨分野以外の広い知
識を兼ね備えた診断・治療が⾏われています（詳細はホームページを参照してください）。
現在、脊椎、スポーツ整形、関節外科の各専⾨医が在籍しており、⼩児においては、当院附
属⼤⼿前整肢学園の⼩児整形外科専⾨医（豊島映⾥医師、湯浅友寿⾥医師）との協⼒体制で
治療しています。2019 年 8 ⽉より、「スポーツ整形外科」を開設しています。⾮専⾨分野の
⾼度な疾患については、京都⼤学系列のみならず、地域の専⾨病院を紹介することで、より
良い医療を受けられるよう連携しています。 
全国の整形外科をみても⼥性医師の割合が⾼いのも特徴です。⼦育てを応援し医局員が協
⼒して働きやすい職場を⽬指しています。 
当科の特殊な検査・⼿術機器：脊椎ナビゲーション、誘発電位検査装置（ニューロパック）
と経頭蓋磁気刺激装置、イリザロフ創外固定器 



病院名 公益財団法⼈⽥附興⾵会 医学研究所北野病院 

場所 ⼤阪市北区扇町 2-4-20 
 
キーワード：脊椎、⼈⼯関節、スポーツ整形、⼿の外科、働きやすい病院認定病院 
 
２次救急病院 
 
スタッフ 
⽥村治郎（S60） 太⽥雅⼈（H5） 北折俊之（H10） 佐治隆彦（H14） 平雄⼀郎（H23） 
三井俊裕（H29） ⽥中咲良（H30） 飯尾真伝（R2） （⾮常勤 ⿇⽥義之（S59）） 
 

 
専⾨医、指導医の有無 
⽇本整形外科学会専⾨医・指導医、⽇本脊椎脊髄病学会認定指導医、⽇本⼿外科学会認定
専⾨医、⽇本スポーツ協会公認スポーツドクター 

 
 
施設認定 
⽇本整形外科学会認定研修施設、⽇本⼿外科学会認定研修施設、⽇本脊椎脊髄病学会脊椎脊
髄外科専⾨医基幹研修施設 



 
⼿術内容 脊椎脊髄外科、関節外科（⼈⼯関節、⾻切り術、関節鏡下⼿術）、⼿の外科（マイ
クロサージャリーを含む）、外傷外科 
2020 年⼿術件数 約 660 件 
⼿術⽤設備 ⼿術⽤顕微鏡、⼿術⽤ナビゲーションシステム、関節鏡、ボーンバンク 
 
特徴： 
⼤阪市の中⼼に位置する病院で、梅⽥からも徒歩圏内にあります。京都⼤学の関連病院とし
て⾮常に⻑い歴史のある病院です。整形外科は、各領域の専⾨医が勤務しているため、多様
な症例を経験することが可能です。また外傷の⼿術も相当数⾏っています。当院の⽅針は、
ただたくさんの⼿術をこなすのではなく、⼀つ⼀つの症例に対してよく考えて計画を⽴て、
緻密な⼿術を⾏うことで、⻑く満⾜してもらえる結果を出すこととしています。 
学会参加・発表も積極的に⾏なっており、学術的、経済的なサポートの体制も整っています。 
当院は働きやすい病院認証を得ており、院内に保育所、病児保育所を併設しています。また
短時間正職員制度もあります。⼥性医師だけでなく、共働きの育児を担う男性医師の就労⽀
援も積極的に⾏なっております。 
医師のキャリアパスが多様化している中、整形外科も例外ではなく、個⼈個⼈の求めるもの
は様々ですが、それらに柔軟に対応できる環境を整えることを⼼がけています。 



病院名 関⻄電⼒病院 

場所 〒553-0003 ⼤阪市福島区福島 2 丁⽬ 1 番 7 号 
 
キーワード： ⼿外科，脊椎外科，関節外科 
 
２次救急病院 
 
スタッフ 
太⽥壮⼀ H7 
井関雅紀 H14 
澁⾕秀幸 H14 
⾙澤幸俊 H18 
⾺⾕直樹 H19 
舩本知⾥ H26 
下⼭貴幸 R2 
 
 
専⾨医、指導医の有無 
⽇本整形外科学会専⾨医 6 名・指導医 5 名、 
⽇本⼿外科学会専⾨医 1 名，指導医 1 名 
⽇本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医 1 名 
⽇本リウマチ学会リウマチ専⾨医 1 名 
 
施設認定 
⽇本整形外科学会認定研修施設、⼿外科認定研修施設，⽇本リウマチ学会認定教育施設 
 
⼿術内容 
⼿外科；⼿関節鏡⼿術．腱断裂や変形性関節症，⾻折後の変形矯正，末梢神経の⼿術など 
脊椎外科；MED（内視鏡下腰椎椎間板摘出術），FESS(完全内視鏡下脊椎⼿術)，OLIF（前
⽅侵⼊椎体固定術）を含む脊椎固定術など． 
関節外科，スポーツ；THA，TKA，リバース型 TSA，鏡視下腱板断裂⼿術，鏡視下膝前⼗
字靱帯再建，鏡視下半⽉板切除・縫合など． 
外傷⼀般；上肢，下肢，⾻盤など． 
 
 



特徴： 
病床数 400 の中規模の病院ですが，⼿術内容は多岐に渡り，O-arm（術中撮影 CT）やナビ
ゲーションシステム，4K 関節鏡システムなどの最先端機器を活⽤し，⾼難度の⼿術も⾏っ
ています．救急外傷も多く受け⼊れており，その多くは，卒後 10年以上の整形外科指導医
による指導の下，若⼿が担当します．そのため，当院での研修では，様々な⼿術を執⼑医，
あるいは介助医として経験することが出来ます． 



病院名 ⼤阪府済⽣会野江病院 

場所 
〒536-0001 ⼤阪府⼤阪市城東区古市 1-3-25 
 
キーワード： 
関節外科（股関節鏡、肩関節鏡、膝関節鏡、⼈⼯関節全般、関節温存⼿術） 
脊椎外科指導医の指導の下脊椎⼿術を積極的に⾏っている 
２次救急病院 
⼤阪市近郊の 400 床病院 
 
スタッフ 
柴⽥弘太郎ロバーツ（関節外科―股関節、肩関節、膝関節、スポーツ整形） 
⽯井達也（H17 年卒）（脊椎脊髄外科指導医） 
関⼝和也（H20 年卒）（脊椎外科） 
⼤島卓也（H26 年卒）（外傷整形、関節外科―膝関節、スポーツ整形） 
陸野尚仁（H27 年卒）（外傷整形、関節外科―股関節） 
⼭下洋⼀（H27 年卒）（外傷整形） 
⽊村真⼤（H31 年卒） 
 
 
 
 
 
 
専⾨医、指導医の有無 
⽇本整形外科学会専⾨医・指導医 3 名 
脊椎脊髄病医・脊椎脊髄外科指導医 1 名 
 
施設認定 
⽇本整形外科学会認定研修施設 
 
⼿術内容 
2021 年⼿術件数 約 750 件 
特徴： 
• ⼿術件数：関節外科⼿術 200 件（肩関節鏡(40)、股関節鏡(10)、膝関節鏡を含む）、脊



椎外科 130 件、外傷外科 330 件  
レベル⾼くバランスが取れた⼿術症例が経験できます。 
• ２次救急指定病院（救急医 3 名） 
救急⾞等の初期対応は救急医が⾏います。 
• ⽐較的若い世代の先⽣が多く、みんな切磋琢磨協⼒しあって頑張っています。 
Just Living the Dream! 
 



病院名：天理よろづ相談所病院 
住所：奈良県天理市三島町 200 番地 
 
概要：2 次救急病院 ⼊院患者数 500-550 名 平⽇外来患者数約 1700 ⼈ 
キーワード：奈良県 ⾼度医療 脊椎外科 ⼈⼯関節  
 
整形外科医師スタッフ  
常勤 5 名 ⾮常勤 3 名 
中⼭富貴 1987 年卒 整形外科部⻑ ⽇本整形外科学会専⾨医・指導医 
関賢⼆ 1992 年卒 整形外科副部⻑ ⽇本整形外科学会専⾨医・指導医 ⽇本
脊椎脊髄病学会専⾨医・指導医 ⽇本リウマチ学会専⾨医 
⼩林与⼈ 2006 年卒 ⽇本整形外科学会専⾨医・指導医 
富澤琢也 2006 年卒 ⽇本整形外科学会専⾨医・指導医 ⽇本リウマチ学会専
⾨医 
⼩⾕友弥 2013 年卒 ⽇本整形外科学会専⾨医 

 
施設認定 
⽇本整形外科学会認定研修施設 



 
整形外科⼿術件数：470 件（2021 年） うち脊椎⼿術約 150 件 
整形外科⼊院患者数：約 22 名 
整形外科平⽇外来患者数：70-80 名 
 
特徴 

奈良県では奈良医⼤に次ぐ規模の総合病院であり、県下の広域と三重県⻄部
地域の⾼度医療を担っています。奈良県⽴医⼤の関連病院が多い中で当院は
1966 年の開院時から京都⼤学との関連が深く、整形外科も京都⼤学整形外科の
関連施設となっています。初期研修医の教育には定評があり、病院全体として若
⼿医師の教育を重視していて、研究や発表に対するサポートも充実しています。
救急⾞受け⼊れ数は年間約 5000 件ですが、外傷救急医がいないため重度外傷は
受け⼊れていません。整形外科は伝統的に脊椎外科が中⼼で脊椎⼿術件数は県
内トップクラスであり、周辺から患者紹介を受けほぼすべての脊椎⼿術に対応
しています。⼈⼯股関節、⼈⼯膝関節も多数実施しています。 

救急対応に追われることなく 1 例 1 例にじっくり向き合って整形外科全般の
研修が可能です。経験豊富な指導医が丁寧に指導します。基本的に勤務時間内に
業務が終了するように配慮しておりますので「働きすぎ」になる⼼配はなく⾃⼰
研鑽のための時間も⼗分確保できます。天理病院で働きながら学んでみません
か。 



病院名 紀南病院 

 
場所 和歌山県田辺市新庄町 46-70 

 

キーワード：一般整形、脊椎外科、関節外科 

 

２次救急病院 

 

スタッフ 

石口 明  H3   整形外科部長 

大田泰宏  H16  リハビリテーション科部長 

山川良平  H22   医員 

増田圭哉   H26   医員 

中務 亮   H31   医員 

スタッフの写真を入れる 

 

 

専門医、指導医の有無 

石口 明 日本整形外科学会 整形外科専門医・日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科指導

医、日本整形外科学会研修指導者講習会修了 



太田泰宏 日本専門医機構 整形外科専門医、日本整形外科学会研修指導者講習会修了 

山川良平 日本整形外科学会 整形外科専門医 

増田圭哉 日本整形外科学会 整形外科専門医 

施設認定 

日本整形外科学会認定研修施設、 

 

手術内容 

2020 年手術件数 総数 413 件 脊椎手術 70 件、THA15 件、TKA9 件 

 

特徴： 

和歌山県南部の田辺医療圏（約 13.5 万人）の地域中核病院です。首都圏からの直接のアク

セスは南紀白浜空港（約 60 分）が便利です。大阪からは J R で 120 分ほどです。近くの観

光地としては、風光明媚な白良浜や、白浜温泉、パンダの繁殖で有名なアドベンチャーワー

ルドというレジャー施設があります。世界遺産の熊野古道もほど近いです。また、この辺は

日本一の梅の産地となっています。 

 

開設者は公立病院組合（４市町村）です。 

病床数は 356 床（一般病床:34 床、感染症病床:4 床、ICU:8 床、NICU:10 床）です。 

診療科は 23 科です。 

職員数は常勤医師 70 名、歯科医師 4 名、医科初期研修医 10 名、歯科研修医 1 名（2022 年

4 月現在）です。 

整形外科は全員、和歌山県立医科大学整形外科からの派遣となっています。 

福利厚生施設としては官舎、保育園があります。 

学会交通費・宿泊費は出張費として支払われます。 

図書室には整形外科関連雑誌が種類豊富に取り揃えています。 

論文取り寄せも簡単で、とても早く手元に届きます。 

 

業務内容としては 

手術日は月曜日と金曜日で、緊急症例は状態に応じて手術日に関わらず行なっています。 

カンファレンスは火曜の午後、ミニカンファレンスは月曜、木曜の朝に行なっています。 

リハビリカンファレンスは木曜午後に行なっています。 

土、日、祝は休日で当番制です。 

総合医局なので各科の隔たりはありません。お目当ての先生に気軽に相談できます。 

近隣の南和歌山医療センター整形外科とも手術手伝いなどで交流がしています。 

 


