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2022年度 京都府⽴医科⼤学附属病院

周産期（産科）重点プログラム

京都府⽴医科⼤学産婦⼈科学教室 森 泰輔

妊娠、分娩、新⽣児を系統的かつ総合的に取り扱う。
周産期医学（⺟体・胎児・新⽣児）の専⾨医を育成する。

（ローテート順は不同）

周産期（産科）重点プログラム
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コム・オンボ神殿（エジプト）
紀元前330年頃建⽴）

産婦⼈科の「魅⼒」

ポンペイ遺跡（イタリア、79年頃）

地球上に⽣命が誕⽣して45億年、
ヒトが進化して500万年・・・
産婦⼈科学は、
医学の中で最も⻑い歴史を刻んできました︕

レオナルド・ダ・ビンチ（1452-1519） 妊娠⼦宮と胎児

新たな⽣命の誕⽣を助ける・・産婦⼈科学
⼦どもが独り⽴ちするまでのサポート・・⼩児科学
感染症から⾝を守るため・・・内科学
戦争による傷を癒やすため・・・外科学

これら４つの学問の確⽴と進歩によって
われわれはこの瞬間を奇蹟的に⽣きている︕

産婦⼈科医の仕事は、
⽣命の誕⽣の瞬間に
⽴ち会うこと!!

・・なんだかった⾔って、、
⾃分の⼦どもを取り上げ
られます︕

⼩児科⼩児外科

脳神経外科

⼩児科
（NICU)

泌尿器科 放射線科

遺伝相談 産 科

産科は「扇の要」

⼩児⼼臓⾎管外科

周産期関連科
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京都府の周産期医療体制

丹 後 中 丹 南 丹 京都・⼄訓 ⼭城北 ⼭城南

北部医療C 舞鶴共済
綾部市⽴

福知⼭市⺠

中部総合医療C 第⼆⽇⾚
バプテスト
三菱京都
京都桂

京都市⽴
京都医療C

済⽣会京都府

宇治徳洲会
京都⽥辺中央

⼭城総合医療C

総合周産期⺟⼦医療センター

⼀般病院・診療所・助産所

地域周産期⺟⼦医療センター

京都第⼀⾚⼗字病院
京都⼤学 京都府⽴医科⼤学

サブセンター

舞鶴医療C

⾚字︓関連施設
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当院の周産期医療の現状
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⺟体搬送

分娩数の推移 ⺟体搬送数の推移

MFICUの開設
（2020.4〜）

周産期診療部チーム

 京都府下から集まる⼗分な症例数
 ハイリスク妊娠の受け⼊れ

（多胎妊娠、⼼疾患合併妊娠など）
 産褥搬送の受け⼊れ
 最先端の設備は整っている︕

NICU⼯事と
コロナ禍の影響
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京都⽥辺中央病院

綾部市⽴病院

市⽴福知⼭市⺠病院

京都府⽴医科⼤学附属
北部医療センター舞鶴医療センター

京都⼭城総合医療
センター

胎児超⾳波遠隔診断システム（K-FUTS)

受信

専⽤ワークステーション

京都府北部・南部の連携７病院で
診断に苦慮した胎児超⾳波画像データを
京都府⽴医科⼤学附属病院産婦⼈科へ送信

京都府⽴医科⼤学附属病院 産婦⼈科
における専⽤ワークステーションで受信
した画像データを解析し、提携病院に
対して胎児診断⽀援を⾏う。

Kyoto Fetal Ultrasonographic
Telediagnosis System

◎

京都中部総合医療センター

(J Med Ultrason 2020; 47: 463-468)

周産期診療部の特徴

京都府下全般から集まる豊富な症例数。
多くの⺟体・産褥搬送の受け⼊れ（正常分娩のみならず、重症・
救急疾患の研鑽を積める）
あらゆる合併症妊娠（妊娠⾼⾎圧症候群、糖尿病・⾎液疾患・
膠原病・腎臓病などの内科疾患，⼼臓⼿術後・脳外科⼿術後な
どの外科疾患の合併、精神科疾患）に対応。
胎児超⾳波遠隔診断（K-FUT; 世界初）
周産期関連科との密な連携による質の⾼い医療の提供（先天奇
形を有する胎児を妊娠する⺟体管理ほか）。
NICUは、低出⽣体重児や異常新⽣児の管理を⾏う。
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研修・業務スケジュール
研修・業務週間予定
外来実習（週1-2回） 事前調査を踏まえて、割り当てます。

初診、再診、周産期、専⾨外来（不妊、がん、⼦宮内膜症、⼥性ヘルスケア）

分娩番・病棟番（週1回）
その⽇の分娩、緊急⼊院・⼿術、⺟体搬送があれば担当する。
病棟処置（術後検創、末梢ルート確保など）
新⽣児診察（産褥退院診察、新⽣児ガスリー採⾎など）上主治医とともに⾏う。

回診・症例検討会（毎週⽉曜⽇午後）︓担当症例のプレゼンを⾏う。

各種カンファ︓周産期、婦⼈科腫瘍、腹腔鏡⼿術、放射線治療、画像診断、病理・画像合同

当直（副直）︓当直⽇誌に記⼊する（休⽇1回、平⽇2回）。

研修習得⽬標

LEVEL 1︓他科志望の研修医が最低限習得すべき
LEVEL 2︓他科志望の研修医が経験することを推奨する。産婦⼈科志望の研修医は習得を必須とする。
LEVEL 3︓産婦⼈科志望の研修医が習得を推奨する。
LEVEL 4︓産婦⼈科志望の研修医が経験することが望ましい。 （⽇本産科婦⼈科学会が提⽰する研修指針に基づく）

研修するにあたって（当科ルール）

 屋根⽡式指導制を採⽤
⼀⼈ずつに指導担当専攻医がつきます。
診療上の疑問があれば、必ず指導医に報告・相談。

 チーム主治医制です
全患者に主治医として、指導医（スタッフ）＋
専攻医＋研修医（＋学⽣）がつきます。
ICにも同席。
病棟からの1st callに対応する。
こまめに訪床し、担当患者の状態変化を常に把握す
るとともに、信頼関係の構築に努めること。
カルテ記載はできるかぎり詳細かつ正確に⾏う。
チームの⼀員として積極的に主体的に意⾒を述べる
こと。
わからないまま（←患者さんの不利益になります）
にしない︕
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産婦⼈科学
（産科学・婦⼈科学）

周産期医学 ― 正常分娩、合併症妊娠、新⽣児医療 など
⽣殖内分泌学 ― 不妊症、⼦宮内膜症、腹腔鏡下⼿術 など
婦⼈科腫瘍学 ― ⼦宮頸がん、⼦宮体がん、卵巣がん など
⼥性医学 ― 更年期障害、思春期、⾻盤脱、性感染症 など

⼥性⼀⽣涯にわたるトータルヘルスケアサポート
晩婚・晩産化の影響を受けて、合併症妊娠や婦⼈科疾患･⼿術は明らかに増えている。

京都府⽴医科⼤学産婦⼈科学教室

琵琶湖湖畔にて（BBQ）

【開講】 明治17年（1884年）（⽇本最古の産婦⼈科教室）

【関連病院】 第⼀⽇⾚、第⼆⽇⾚、市⽴病院など 計18施設

【留学先】 Beckman Research Institute (アメリカ、Los Angeles)
国⽴成育医療センター、国⽴がんセンター中央病院

【教室員】 合計30⼈（男性14⼈、⼥性16⼈）産休中3⼈
スタッフ 15⼈（男性8⼈、⼥性7⼈）
⼤学院⽣ 9名 （男性6⼈、⼥性3⼈）
専攻医 6名（⼥性6⼈）
半数が⼥性医師で、働きやすい環境です。

【最近の⼊局者の推移】 全国80⼤学で320⼈/年ほどが専攻。
平成27年度︓6⼈、平成28年度︓5⼈、平成29年度︓3⼈
平成30年度︓4⼈、令和元年度︓5⼈、令和2年度︓6名

【その他】
・ 産婦⼈科専攻 3年で、専⾨医取得。
・ 専⾨医取得に必要な学会発表や論⽂作成は全⼒でサポートします。
・ 育児期間中の当直免除制度あり。
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京都府⽴医科⼤学 産婦⼈科施設群 福井愛育病院

近江⼋幡総合医療センター

草津総合病院

松下記念病院

⼭城総合医療センター

⼤阪府済⽣会吹⽥病院

京都府⽴医科⼤学附属
北部医療センター

国⽴病院機構
舞鶴医療センター

市⽴福知⼭市⺠病院

京都中部医療センター

京都第⼀⾚⼗字病院

京都第⼆⾚⼗字病院

京都市⽴病院

済⽣会京都府病院

京都⺠医連中央病院

⽥村秀⼦婦⼈科医院

京都府⽴医科⼤学附属病院

京都岡本記念病院

太⽂字は修練中の
産婦⼈科専攻医が研鑽
を積んでいる施設

留学先
Beckman Research Institute 
(アメリカ、Los Angeles)
国⽴成育医療センター
国⽴がんセンター中央病院

2022年度 京都府⽴医科⼤学附属病院

周産期（産科）重点プログラムのススメ
 妊娠、分娩、新⽣児を系統的かつ総合的に取り扱うことができる。

 京都府下から集まる多種多様で豊富な症例数
 最先端の設備が整っている。
 周産期関連科との協⼒・連携体制が充実している。
 適度な仕事量と当直回数（修練のための⾄適な仕事量）
 それぞれの専⾨家による指導体制が確⽴している。
 ⼥性の⼀⽣涯にわたるトータルヘルスケアサポートを実践できる。

ぜひ⼀緒に京都の周産期医療を⽀えていきましょう︕
もっと知りたいという⽅は、産婦⼈科秘書室 aoi@koto.kpu-m.ac.jp まで気軽にご連絡ください。

募集⼈員︓2名
（周産期（産科）重点プログラム以外から産婦⼈科を専攻する⽅も多いです）


