
■産婦人科 

 

1. 2019年度活動内容と実績、評価ならびに2020年度の目標 

亀田メディカルセンター産婦人科では、2002年度から周産期、婦人科腫瘍、不妊生殖補助医療、及びあら

ゆる世代の女性の健康を支援するウィメンズヘルスケア領域などの各専門領域の充実を目指し、総合周産期

母子医療センター、ARTセンター（不妊生殖センター)、骨盤臓器脱や尿失禁などの専門性を高めたウロギネ

センターを開設するとともに、がん診療連携拠点病院として婦人科腫瘍部門の強化を進め、各領域の専門

医・指導医のもと、質の高い医療の提供ならびに研修教育システムの充実を推進してまいりました。 

現在、専門性の高い不妊生殖補助医療領域、及びウロギネ領域はそれぞれ独立した診療科として運営して

おりますが、連携を取り合い一体感のある女性診療の提供を目指しております。 

幕張事業部（幕張MTGクリニック、幕張クリニック）や亀田京橋クリニックとも密に連携しており、紹介

患者数は増加傾向となっています。特に手術症例においては術前、術後管理を幕張、京橋の各クリニックで

行うことで遠方の患者様にもご満足いただける医療が提供可能になっております。また、2016年に開設した

幕張IVFクリニックからの紹介患者も増加してきております。2019年より遺伝カウンセリング外来が新設さ

れ、近年注目されている遺伝性腫瘍や周産期の遺伝相談に対応できるようになりました。 

近年、産婦人科医師の減少、不足が社会問題になりつつあります。亀田メディカルセンター産婦人科は、

日本専門医機構の新しい専門医研修においては、産婦人科専門研修基幹施設に認定されております。産婦人

科診療のサブスペシャリティーとして重要な日本周産期・新生児医学会専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学

会婦人科腫瘍専門医・指導医、日本産科婦人科学会内視鏡技術認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専

門医・指導医、日本生殖医学会生殖医療専門医（ARTセンター）などの充実した指導医の下、産婦人科医療

の未来を担う若手医師の教育に力を入れてまいります。 

文責：古澤嘉明 

 

【総合周産期母子医療センター】 

1. 2019年度活動内容と実績、評価 

1) 分娩数の推移と地域医療機関との連携および援助 

当院は総合周産期母子医療センターとして認可されており、安房・夷隅・長生のみではなく、千葉県全域

から母体搬送を受け入れている。近年は全国的な分娩数の減少に伴い、当院でも分娩数の減少傾向を示して

いるが（図1）、近隣地域での一次医療施設の減少もあり極端な分娩数の減少には至っていない。特に2019

年度は館山市の一次医療施設が分娩取り扱いを終了した経緯があり、妊婦健診を含めた地域母子保健の援助

ももとめられるようになっている。館山市においては亀田ファミリークリニック館山が実施している妊婦健

診の連携強化を行う予定である。 



 

（図 1 分娩数と帝王切開数の推移） 

 

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

分娩数 959 876 890 850 753 750 682 731 677 601 

帝王切開数 234 210 250 237 261 249 206 208 170 153 

 

 

周産期センターとして周辺医療機関からハイリスク妊婦・褥婦、新生児の搬送受入れだけではなく、外来

への紹介に関しても断ることはなく受入れ、患者の状態によっては紹介元医療機関に戻ってもらう形で、地

域との連携を図っている。母体搬送例は分娩数の減少に関らず横ばい（図2）であり、当院での分娩数に占

める割合も高くなりつつある。房総半島南部では唯一の周産期センターであり、今後もこの機能を維持して

いく必要があると認識している。 

（図 2 母体搬送数と分娩数に対する割合） 

 

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

分娩数 959 876 890 850 753 750 682 731 677 601 

母体搬送 

受入数 
13 14 11 18 19 27 27 27 36 33 

母体搬送数 

／分娩数

（%） 

1.4 1.6 1.2 2.1 2.5 3.6 4.0 3.7 5.3 5.5 

 



 

 

2) 当院管理患者の平均年齢上昇 

分娩数の減少と共に日本全体の傾向として妊婦の高齢化が指摘されており、当院でも40歳以上の妊婦の増

加、20歳代後半から30歳代の減少を認めている（図3）。特に分娩数に対する割合で見ると、妊婦の高齢化

に伴って、母体・胎児ともにハイリスクと考えられ、様々な合併症に対して、当院の他診療科・他職種と連

携し対応していく。 

 

（図3 年齢別分娩数） 

 

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

〜19 歳 7 6 15 6 6 1 7 4 7 6 

20〜24 100 75 69 59 39 44 27 38 44 35 

25〜29 251 223 249 218 176 156 143 167 141 131 

30〜34 337 310 295 299 276 268 263 272 247 193 

35〜39 224 219 207 220 205 213 178 189 178 166 

40 歳〜 40 43 55 48 51 68 64 61 60 70 

 



 

3) 無痛分娩について 

無痛分娩の希望者が増加傾向（2019年度 76件）にある一方で安全な医療提供体制の構築も求められてお

り、無痛分娩関係学会団体連絡協議会（JALA https://www.jalasite.org/）に従った無痛分娩管理体制の

構築を目指して協議中である。 

 

4) 出生前診断関連について 

出生前診断の希望者に対しても、遺伝診療科の医師・カウンセラーと協働し、充分なカウンセリングと検

査実施の体制を構築していく。特に超音波については、第一三半期の染色体リスク評価や胎児心臓精密超音

波などを活用し、積極的に取り組んでいく。 

 

5) 研究会について 

周産期センターの役割として、その他に、地域の医師、助産師との顔の見える関係を構築するために、

「安房産婦人科臨床研究会【CCOGWAIC】」を開催していたが、昨年は実施できていない。可能な限り早期の

再開を検討する。 

 

6) 遠隔医療について 

当院では2018年より遠隔医療として、胎児発育不全の在宅管理を行っている。従来は数週間の入院で検査

していた胎児の健常性を自宅にて行うものであり、遠隔胎児心拍数モニターを活用している。まだ研究の段

階であり保険算定もできないため、今後の継続性には課題があるが、今年度の日経新聞に取り上げられるな



ど社会の注目は一定あるかと思われる。 

 

7) 千葉県母体搬送ネットワーク【C-MATS】の基幹医療機関 

C-MATSの基幹医療機関としてコーディネーターを設置し、日中（8時から17時）の母体搬送の搬送先検索

のコーディネートを行っている。昨年は千葉県全体で945件の搬送依頼が発生し、111件(11.7%)でコーディ

ネーターが関与していた。そのうち71件(7.5%)が当院のコーディネーターが関与していた。 

 

8) シミュレーション教育プログラムの実施 

院内においては、新生児蘇生法【NCPR】の講習会を新生児科と協力し定期的に開催して、院内の医師、助

産師、看護師のスキルアップを図っている。その他、院外分娩や妊婦傷病者への対応など病院前産科救急対

応教育としてBLSO(basic life support in obstetrics)を定期的に開催し、安房・夷隅・長生・君津などの

診療圏内の救急救命士、救急隊員、救急医、救急センター看護師などへの啓蒙活動を行っている。更に

ALSO(advanced life support in obstetrics)やJ-CIMELS(japan council for implementation of maternal 

emergency life support system)も可能な範囲で当院にて開催し、研修医や助産師、看護師の妊婦急変時対

応の教育を行っていく予定である。 

 

9) その他 

助産師外来は妊婦からのニーズに応える体制の一環として継続していく。 

 

2. 2020年度の目標および方針 

1) 研修医・専攻医の早期手技習得を促進する教育の実施 

分娩を一人で取れるようになるための胎児心拍数モニタリングや会陰裂傷縫合について、テストや評価表

を用いて定量的に評価を行っている。それにより複数名の専攻医を横一線で診療許可するわけではなく、

個々に併せた柔軟な教育プログラムとなっていると考える。 

 また、産婦人科再必修化では積極性にばらつきのある研修医の指導に中る必要があるため、当科では個々

のやる気や興味、将来の専攻科をすり合わせた「個別プログラム」を採用している。産婦人科として最低限

の必修知識を提供しつつ、それ以外は個人の達成度や目標に併せて研修内容を調整している。さらには、胎

児超音波計測や婦人科診察、また円錐切除執刀や帝王切開前立ちなど、産婦人科特殊領域で臨床研修医には

とっつきにくいものも、診療行為をレベル分類し、それに併せた指導内容を設定している。これによって年

次を問わず、習熟すれば診療行為を許可でき、やる気のある臨床研修医は積極的に取り組むようになった。

今後もこれらの取り組みを継続していく。 

 

1) 分娩数の増加 



 人口減少が甚だしく、分娩数を増加させる策は非常に難しい。現状としては不妊生殖科からの紹介、帰省

分娩、ハイリスク症例などが分娩数を保つための主な紹介もととなっている。また、館山市やいすみ市の一

次医療施設の分娩取り扱い中止があるため、KFCTへまずは出向し、妊婦健診を拡充し増患にとりくむ。館山

地区での遠隔妊婦健診を実施することをホームページ作成等により情報提供をする。 

 今年はコロナ禍で分娩立ち会い制限をかける病院が多く、その立ち会いのために亀田へ転院する例も散見

されるため、当院では感染対策を徹底しつつ、これを生かして分娩立ち会いありの体制を継続する。 

 

2) 産科部門電子カルテの改善の推進 

トーイツの部門システムを導入しており、適宜問題点を抽出しメールで報告のうえ改善している。また、

年に数回の頻度で会議をおこないメジャー改定をしている。特に学会へ年次報告している周産期統計の際に

問題点が多数明らかになるため、その時点を重点的に改定しており、今後もこの流れで行っていく。患者が

データ入力できる患者参加型の電子カルテを目指しているが、明らかな進捗はない。 

文責：末光徳匡 

 

【婦人科腫瘍部門】 

1. 2020 年の目標および方針 

概況 

婦人科悪性腫瘍のうち、2019 年に当院で治療を行った浸潤がん症例数（子宮頸部上皮内腫瘍、卵巣境界悪

性腫瘍を除く）は前年に比し増加した（図）。安房地域の患者数は地域全体の人口減少に伴い減少傾向である

が、君津地区や県北からの患者数が増加傾向にある。ただし、2020 年は年初から新型コロナ感染症の影響に

よる受診控えが生じている可能性があり、進行した状態となってから受診している方が増えている印象があ

る。この感染症は当面は落ち着く様子がみられないことから、間接的にがん症例の治療成績（治癒率）を下

げることになるかもしれない。コロナ禍でも必要な受診をすることが望まれる。 

 



2020 年の目標： 

1) 婦人科診療、教育体制の充実 

 2020 年は 4 月以降に専攻医（後期研修医）4 名と専門医 1 名が入職するため、ここ数年目標として挙げ続

けてきた「診療体制の維持」は、後期研修医の他院での研修により人員が一時期減るものの、ある程度クリ

アできることとなった。産婦人科研修が卒後臨床研修において再び必修となったことや、婦人科腫瘍の修練

を開始する医師もいることから、手術や抗がん剤治療、入院、外来（ゲノム医療や遺伝性腫瘍のカウンセリ

ングを含む）などの診療および実地教育体制をさらに充実させていく。 

 

2) 治癒を優先とした（かつ低侵襲な）婦人科がん手術の施行 

 腹腔鏡やロボットを用いた低侵襲手術が世界的に増加しているが、背景には手術合併症を生じやすい肥満

者（BMI 30 以上）の増加がある。しかしその比率は米国・欧州と日本とでは大きく異なり、米国では 36%、

欧州では 20%以上であるのに対し、本邦では 4.3%にすぎない (Central Intelligence Agency, The World 

Factbook より)。婦人科腫瘍領域での低侵襲手術は、子宮頸癌では治癒率低下につながり、子宮体癌でも未だ

に開腹手術と同等の治癒率が得られるとする確固とした evidence はない。しかし、低侵襲手術で利益を得ら

れる症例は確実に存在することから、病理検査、画像検査（PET/CT および MRI など）、血液検査により転移リ

スクを正確に評価し、治癒率を維持し手術合併症を減らす方策を検討していく。 

 

3) 臨床研究の推進と論文発表 

 臨床研究は継続して行われてきており、英文での論文も過去５年にわたり、原著、症例報告、総説などの

形で国際誌に発表してきた。われわれが行っている臨床研究・症例報告等をただ単に学会で発表するだけで

なく、学問の発展に資するために積極的に英文および和文論文として発表していく。 

 

3. 2019 年の評価 

 2019年は実働人員の減少により、通常は３人以上で行う悪性腫瘍手術を２人で行う状況もしばしば生じた。

しかし、経験のある医師が増えていたことやハンドル付き開創器の使用などにより手術を安全に行うことが

可能であった。診療では婦人科、産科ともに病棟・外来業務での時間外の負担が増えたが、医師間のコミュ

ニケーションを密にすることや関係各部門の努力により、最善と思われる治療を提供できた。学会発表は研

修医を含めて積極的に行われ、英文および和文での論文発表も継続的に行われた。 

 

3. 年間活動内容と実績など 

 悪性腫瘍（浸潤癌 90 例）  

  子宮頸癌                  25 例 

  子宮体癌                  44 例 

  卵巣・卵管癌（悪性）      19 例 

  その他                     2 例 

 

悪性腫瘍（非浸潤癌 89 例） 

  子宮頸部上皮内腫瘍        82 例 

  子宮内膜異型増殖症         0 例 

  卵巣境界悪性腫瘍           5 例 



  その他                     2 例 

 

 婦人科手術：悪性疾患手術  
 

 子宮頸癌・CIN 
 

  円錐切除術 100 

  単純子宮全摘 2 

  広汎子宮全摘  7 

 子宮体癌・肉腫 
 

  腹腔鏡下子宮全摘術 2 

  単純子宮全摘+付属器切除  9 

  上記+骨盤リンパ節郭清 21 

  上記+傍大動脈節郭清 5 

 卵巣癌・卵管癌 
 

  内性器全摘、大網切除 17 

  上記+骨盤・傍大動脈節郭清 9 

  付属器切除 2 

  試験開腹 3 

  その他 3 

 

4. 教育、勉強会関係など 

 研修医教育カリキュラム（婦人科腫瘍分野） 

 入院症例についてはカンファレンスにより、治療方針や現在の状態などにつき情報共有が行われている。

腫瘍症例カンファレンスは隔週で行われ、新規治療例だけでなく再発症例についてもその管理について

evidence 面から再検討され、また最新文献の抄読会なども会わせて行っている。終末期症例を中心に緩和ケ

ア科との合同カンファレンスも隔週で行われている。また、２カ月に１回、病理科婦人科合同カンファレン

スを行い、病理所見を中心に症例についての検討を行っている。また、ゲノム医療の導入に伴い、Cancer Board

も各科・部門横断的に定期的に開催されている。 

 

婦人科腫瘍専門医カリキュラム （産婦人科専門医取得後） 

1 年次 

 1）悪性腫瘍の診断・進行期分類（治療前・治療後）に習熟する 

 2）根拠に基づいた適切な治療法を、患者の状態（病状、合併症、社会的状態等）に応じて選択する 

 3）周術期管理、とくに高齢者や合併症を有する患者での、に必要な注意事項を理解する 

 4）手術では、婦人科悪性腫瘍手術（腫瘍減量手術、リンパ節郭清、広汎子宮全摘等）の助手および執刀を 

行う。骨盤内の解剖を理解する 

 5）放射線療法では、その適応、方法、合併症等を理解する 

 6）化学療法では、症例に応じ適切な抗癌剤を選択し、また副作用管理の方法について理解する 

 7）患者および家族の社会的背景を理解し、個々への適切な対応について習熟する 

2 年次 

 1）病理診断、細胞診について実際の症例を元に理解する 



 2）腫瘍学の基礎的事項（発癌、浸潤と転移、遺伝子、腫瘍免疫等）について、抄読会・カンファレンスで 

のレクチャーを行い理解する 

 3）手術については、実践を継続し、かつ術中・術後に起こりうる突発的事態への対応能力を高める 

 4）放射線療法、化学療法については、基礎的事項についての知識を深めながら、実践を継続する 

 5）終末期医療、緩和ケアの実際について理解を深める 

 6）国内学会での症例報告等の発表を行い、また和文の論文を作成する 

 7）臨床研究（データ収集、解析、コンピューターの活用等）、臨床試験について理解する 

3 年次 

 1）手術、放射線療法、化学療法に関して、自ら計画を立て、適切な診療を行う 

 2）他科（外科、泌尿器科）での研修を通じ、必要な能力（周術期合併症の管理や終末期における適切な管 

理等）を身につける 

 3）臨床研究に関して国際学会で発表を行い、国際雑誌に論文発表を行う 

文責：大塚伊佐夫 

 

【婦人科内視鏡部門】 

1. 2019年度活動内容と実績、評価 

近年、婦人科手術における内視鏡手術の割合が増加した。特に子宮筋腫や卵巣嚢腫、子宮内膜症など良

性疾患においては開腹術より腹腔鏡下手術が多くなってきている。2018年には良性疾患の腹腔鏡下手術の

割合は70%を超え（図）、2019年も良性婦人科疾患手術の74%が腹腔鏡下で行われていた。 

2019年度は腹腔鏡下子宮全摘術において1例の膀胱損傷症例を経験したが、腹腔鏡下に修復可能であっ

た。その他には大きな手術合併症は認めず、全ての症例を安全に完遂した。 

 

 

術式別では、子宮全摘術における腹腔鏡下手術が急増している他、2019年では卵巣嚢腫摘出術が減少傾

向となった。原因は明らかではないが、子宮内膜症に対する薬物療法が広く普及し、同疾患に対する手術



適応が減少傾向となっていることも一因と考えられる。その他の術式では概ね前年と同程度の傾向を維持

している。 

今後の傾向であるが、頂点が臍高を超えるような巨大筋腫、悪性が否定できない充実性、あるいは多房

性卵巣腫瘍など、腹腔鏡の適応としにくい症例は一定数認められるため当面は概ね2019年と同程度で推移

すると予測される。 

 

 

良性疾患に対する子宮全摘術の内、腹腔鏡の占める割合は60%近くになった。要因としては術式の標準化

により手技が安定し従来、開腹術の適応としていたやや難易度の高い症例にも適応の拡大が図れているこ

とが考えられる。しかし、当科の臨床研修施設としての性質上、婦人科の基本術式の一つである腹式子宮

全摘、膣式子宮全摘は一定の症例数は維持する必要があり、今後も症例に応じて術式を選択していく。 

 

 

当科は日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設となっており、若手産婦人科医師に対する内視鏡手術教

育においても重要な役割を担っている。2019年度は産科婦人科内視鏡学会技術認定審査に1名が合格するこ



とができた。現在も数名の産科婦人科専門医が技術認定審査を目標として研修中である。 

 

2. 2020年度の目標および方針 

1) 手術件数の維持 

新型コロナウイルス感染流行による外来患者数の減少傾向がみられるが、万全の感染対策の下、本年も

効率的なスケジュールで手術件数の増加を図る。 

 

2) クリティカルパス（統合指示を含む）による効率的な術前後管理の実施 

新電子カルテの機能を活用し、クリティカルパスに基づいた効率的で安全な術前術後管理を導入し、安定

した術前後の患者管理を行う。 

 

3) 腹腔鏡下手術の適応拡大 

より難易度の高い症例や悪性腫瘍症例に対しても十分な計画、準備の下で腹腔鏡下手術の適応拡大を図

る。悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術は、現在の所、まだ開腹術に対する明らかな優位性を示しているとは言

い難いが、症例を厳密に選択することで安全に施行可能と考える。婦人腫瘍部門とも協議の上、適応症例を

増やしていく。 

 

4) 周術期合併症「0」を目標とする教育・評価の実践 

例年に引き続き、大きな合併症「0」を目標として安全な手術完遂を目指す。そのために、トラブルシュ

ーティングとしての開腹術の手技も併行して教育していく。 

 

5) 研修医・専攻医の早期手技習得を促進する教育の実施 

学会や研修会への参加、CSSセンターの活用、ビデオを用いた教育などの手技トレーニングを推奨し、

個々の技術水準を高めることで、若手医師が、従来難易度が高いとされていた術式により早い時期から触れ

られる環境を整える。 

文責：古澤嘉明 

 

3)産婦人科手術統計 （2018年1月～2018年12月） 

①産婦人科手術件数（術式重複あり） 

         術式              件数 

悪性疾患手術（重複あり） 

  広汎性子宮全摘術                       7 

  準広汎性子宮全摘術                     0 

  単純子宮全摘術                        63 



  付属器切除術                          65 

 大網摘出術     34 

  骨盤内リンパ節郭清                    44 

  大動脈リンパ節郭清                    14 

  腹腔鏡下子宮体癌根治術                 2 

  試験開腹（再発腫瘍摘出、含debulking）  5 

 妊孕性温存手術（卵巣癌）               2 

 妊孕性温存手術（子宮体癌・D&C症例）    1 

  円錐切除術                           100 

 胞状奇胎除去術             0 

 子宮内膜全面掻爬術          28 

良性疾患手術 

  腹式単純子宮全摘術                    48 

  腟式単純子宮全摘術                     5 

  筋腫核出術                             9 

  付属器切除術                          12 

  嚢腫摘出術                             1 

 異所性妊娠手術             1 

  その他の開腹手術                       7 

  その他の腟式手術（除子宮鏡手術）       7 

腹腔鏡下良性疾患手術 

  腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）             73 

  腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術（LAVTH）    0 

  腹腔鏡下筋腫核出術（LM）              58 

  腹腔鏡補助下筋腫核出術（LAM）          1 

  腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術（LC）          35 

  腹腔鏡補助下卵巣嚢腫摘出術（LAC）      0 

  腹腔鏡下付属器切除術                  41 

  腹腔鏡下異所性妊娠手術                 7 

  診断的腹腔鏡検査（含不妊精査目的）     0 

  その他の腹腔鏡手術（含不妊手術）       5 

子宮鏡下手術（TCR&レゼクトスコープ） 

  粘膜下筋腫                            16 



  子宮内膜ポリープ                       4 

 内腔癒着剥離術             1 

 その他の子宮鏡下手術                   1 

帝王切開術                            156 

頸管縫縮術                               3 

流産手術（含人工妊娠中絶）              51 

                            手術総数  620件  

 

2. スタッフ構成・紹介 

2019年度は、清水産婦人科顧問、鈴木産婦人科部長（総合周産期母子医療センター顧問）、大塚産婦

人科部長（婦人科腫瘍担当）、田嶋産婦人科部長（総合周産期母子医療センター長）、古澤産婦人科部

長（腹腔鏡視下手術担当）、亀田省吾亀田クリニック院長以下、産婦人科専門医14名、後期研修医2名

にて構成された。年間を通じて医師卒後初期研修におけるローテーションのみならず家庭医後期研修医

研修が行われた。 

清水幸子（産婦人科顧問、ウロギネ科顧問、亀田京橋クリニック院長）：1982年昭和大学医学部卒。博士

（医学）、産婦人科専門医・指導医、昭和大学医学部産婦人科兼任講師。母体保護法指定医、日本産科

婦人科学会卒後研修指導責任医、日本内分泌学会代議員、日本女性医学会女性ヘルスケア暫定指導医 

亀田省吾（亀田クリニック院長）：1982年岩手医科大学医学部卒。博士（医学）、産婦人科専門医・指導

医、母体保護法指定医 

鈴木真（産婦人科部長、総合周産期母子医療センター顧問、医療安全室長）：1988年昭和大学医学部卒。

産婦人科専門医・指導医、昭和大学医学部産婦人科兼任講師、超音波専門医、日本周産期・新生児医学

会周産期専門医・指導医（母胎・胎児）、母体保護法指定医、ALSO／BLSOインストラクター、新生児蘇

生法講習インストラクター、Team STEPPSマスタートレーナー、J-CIMELSベーシックコースインストラ

クター、日本産婦人科医会千葉支部理事、日本医療機能評価機構産科医療補償制度原因分析委員会部会

委員、千葉県地域災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン 

大塚伊佐夫（産婦人科部長：婦人科腫瘍担当）：1988年東京医科歯科大学医学部卒。博士（医学）、産婦

人科専門医・指導医、東京医科歯科大学臨床教授・非常勤講師、日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医・

指導責任者・代議員、がん治療認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医・指導医・指導責任

者、母体保護法指定医、関東産婦人科乳腺医学会役員 

田嶋敦（産婦人科部長、総合周産期母子医療センター長）1994年信州大学医学部卒。博士（医学）、産婦

人科専門医・指導医、順天堂大学医学部産婦人科講座非常勤講師、臨床遺伝専門医、超音波専門医、日

本周産期・新生児医学会周産期専門医（母胎・胎児）、母体保護法指定医、ALSOインストラクター、新

生児蘇生法講習インストラクター、J-CIMELSベーシックコースインストラクター、日本医療機能評価機



構産科医療補償制度原因分析委員会部会委員、Fetal Medicine Foundation NT計測資格 

古澤嘉明（産婦人科部長：腹腔鏡下手術担当）：1996年昭和大学医学部卒。博士（医学）、産婦人科専門

医・指導医、日本産科婦人科内視鏡学会内視鏡技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医、母体保護

法指定医、地域災害医療コーディネーター（安房地区） 

松浦拓人（部長代理）：2008年鳥取大学医学部卒。産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定

医、日本産科婦人科内視鏡学会内視鏡技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医、日本女性医学会女

性ヘルスケア専門医、母体保護法指定医 

末光徳匡（部長代理）：2010年日本大学医学部卒。産婦人科専門医、新生児蘇生法講習インストラクタ

ー、Fetal Medicine Foundation NT計測資格、日本産科婦人科遺伝診療学会認定（周産期）、日本胎児

心臓病学会胎児心エコー認証医、母体保護法指定医 

三谷尚弘（医長）：2011年近畿大学医学部卒。産婦人科専門医、母体保護法指定医、J-CIMELSベーシック

コースインストラクター 

門岡みずほ（医員）：2007年札幌医科大学医学部卒。産婦人科専門医、日本周産期・新生児医学会周産期

専門医（母胎・胎児）、新生児蘇生法講習インストラクター、母体保護法指定医 

笹澤智聡（医員）：2007年信州大学医学部卒。産婦人科専門医、母体保護法指定医 

森向日留（医員）：2009年福島県立医科大学医学部卒。産婦人科専門医 

越智良文（医員）：2013年愛媛大学医学部卒。産婦人科専門医 

白勢悠記（医員）：2014年新潟大学医学部卒。 

金本嘉久（専攻医）：2015年埼玉医科大学医学部卒。 

小池由実（専攻医）：2015年昭和大学医学部卒。 

 

3. 教育・勉強会 

  亀田メディカルセンター産婦人科は、医師卒後初期研修（スーパーローテート）における初期研修医教

育のほか、日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設・産婦人科専門研修プログラム専門研修基幹施

設として指定を受け産婦人科専門医を目指す専攻医研修教育を行い、さらにサブスペシャリティーを目指

す産婦人科医師に対しては、日本周産期・新生児医学会周産期専門医機関研修施設、日本婦人科腫瘍学会

婦人科腫瘍専門医指定修練施設、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定研修施設、日本女性医学学会女性ヘ

ルスケア専門医認定研修施設、日本生殖医学会専門医認定研修施設、母体保護法研修施設認定の認定を受

けており、全分野において専門医・認定医・指導医の取得が可能である。 

1)スタッフ 

・産婦人科術前カンファレンス     毎週火曜 16:30～ 

・産婦人科カンファレンス       月曜～土曜 8:00～ 

・NICU/産科周産期カンファレンス   毎週月曜 7:30～ 



・婦人科腫瘍カンファレンス      第2・4水曜 7:30～ 

・分娩検討会              第1月曜 17:30～ 

・病理科婦人科合同カンファレンス   隔月1回水曜 18:00～ 

・がんゲノム医療キャンサーボード   隔週火曜 18:00～ 

  ・がんゲノム医療エキスパートパネル 月1回木曜 15:00～ 

・病棟運営会議             2ヵ月に1回 17：30～ 

・勉強会、学会予行等         適時 

2)初期臨床研修プログラムおよび到達目標 

  初期臨床研修では、ウィメンズヘルスケアという概念を基本として、女性の様々な年代における特徴

を理解して診断が行えるようになることを目標とする。 

研修内容としては 

1.ライフステージ、思春期、成人期、更年期、老年期におけるホルモン変化を理解し、それぞれに

特徴的な疾患を理解する 

2.妊娠、分娩、産褥の妊婦および新生児の正常経過を理解し、同時期に起こる母児に影響する疾患

を理解する 

3.妊娠を希望する女性や妊娠中・母乳育児中における薬物療法の注意点を理解する 

4.女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、それらに対するアプローチ手法（産婦人科的診断

法）と介入方法（手術療法、薬物療法）を理解する 

5.生殖補助医療を中心とした不妊症治療について知る 

6.日常遭遇する頻度の高い腹部疾患において婦人科疾患との鑑別について理解する 

7.緩和ケアや在宅診療との連携について理解する 

  これらを通して初期診療に必要な基礎的知識・技能・態度を修得し、他職種チームで医療が行われて

いることを理解しそれに参加する 

3)専攻医(シニアレジデント)プログラムおよび到達目標 

  亀田総合病院産婦人科専門医研修プログラムでは三年間の研修において産婦人科全般の研修を通じて

産婦人科診療の基礎を理解、習得し、実践できる産婦人科専門医となることを目標としている。 

研修内容の詳細はプログラムを参考にしていただきたいが、以下に概要を示す。 

研修1年目： 

1. 妊娠、分娩、産褥の妊婦および新生児の正常経過を理解し管理できるようになるとともに、異常

を早期に認知し、初期対応をしつつ上級医へ報告し、上級医とともに診療することができる。合

併症のない吸引分娩および帝王切開が実施できる 

2. 女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、診断を行い、介入方法（手術療法、薬物療法）の

提案ができ、上級医とともに治療に当たることができる。卵巣のう種摘出術、子宮付属器摘出



術、異所性妊娠手術、円錐切除術などを執刀できる 

3. 救急外来および初診患者の問診、診察を行い、診断することができる 

研修2年目：徐々に独り立ちをしていく。 

1. 妊娠、分娩、産褥の異常について診断し、管理できる 

2. 新生児の異常については認識でき、小児科、新生児科医師へ報告し、指導のもとに管理できる。

さらに3ヶ月間のNICU研修がある 

3. 女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、診断を行い、介入方法（手術療法、薬物療法）の

提案ができ、上級医とともに治療に当たることができるは同様であるが。単純子宮全摘、腹腔鏡

下手術などの執刀に加えて、悪性腫瘍手術の助手ができるが加わる 

4. 連携医療機関において6ヶ月間の研修を行う。 

研修3年目： 

1.2年目の内容と同様であるが、いっそう複雑な症例への対応ができるようになる 

2.不妊生殖センターにおいて3ヶ月の研修を行う 

3.連携医療機関において6ヶ月間の研修（地域研修を含む）を行う 

他に3年間の状態に合わせて、日本産科婦人科学会および関連学会、地方部会での発表、論文作成を行う。

さらに国際学会での発表を行うことも視野に入れる。 

これらを通して専門医取得が可能になるものと思っている。ただし、当プログラムは前述目標の達成度

をCREOGの資料を参考にして評価している。到達していない場合には当然三年間では修了とならず、研修延

長することもあるが、一方で、早い時点で到達した場合にはさらに上級の症例や手技を行うことは可能で

ある。このような客観的評価を行なっているプログラムは本邦においては皆無であり、自己の研鑽のモチ

ベーションに繋がると考えている。 

 

4. 2019年学術関係（2019年1月～2019年12月） 

1) 原著論文 

松浦拓人 森山真吾 黄鼎文 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 野村昌良 

  膀胱吊り上げ法を使用し、腹腔鏡下に摘出しえた腟平滑筋腫の1例 

  日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 35(1):189-194, 2019 

 森向日留 田嶋敦 鈴木真 軽米寿之  

  正常妊娠経過中に敗血症を契機とした糖尿病性ケトアシドーシスを発症し高用量のインスリンを要した 

一例  

日本周産期・新生児医学会雑誌 55(1):171-175,2019 

小池由実 松浦拓人 玄安理 坂本尚美 上紙航 金本嘉久 白勢悠記 越智良文 末光徳匡 古澤嘉明 

田嶋敦 大塚伊佐夫 鈴木真 清水幸子 

妊娠中期に HER2 陽性乳癌と診断し、手術・化学療法を施行した１例 

  関東連合産科婦人科学会雑誌 56(4):579-584,2019 



Isao Otsuka. 

Clear cell carcinoma of the vagina followed by breast cancer in a patient without prenatal  

diethylstilbestrol exposure. 

 Eur J Gynaecol Oncol (in press)  

大塚伊佐夫 小池由実 金本嘉久 白勢悠記 江夏悠介 越智良文 末光徳匡 笹澤智聡 松浦拓人 

寺岡香里 大内久美 川井清考 

不妊治療中に診断された上皮性卵巣癌の 3 例 

関東連合産科婦人科学会雑誌 56(1):67-72,2019 

白勢悠記 田嶋敦 江夏悠介 越智良文 末光徳匡 松浦拓人 笹澤智聡 門岡みずほ 古澤嘉明 

鈴木 真 

妹の分娩を契機に妊娠中に筋強直性ジストロフィーの診断となった一例 

千葉県産科婦人科学会雑誌 13(1):10-14,2019 

江夏悠介 古澤嘉明 金本嘉久 小池由実 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘 末光徳匡 松浦拓人  

門岡みずほ 田嶋敦 鈴木真 清水幸子 亀田省吾 

産褥期の出血性ショックを伴う腎血管筋脂肪腫破裂に対し経カテーテル的動脈塞栓術で治療し得た一例 

千葉県産科婦人科学会雑誌 13(1):15-20,2019 

金本嘉久 瀧田寛子 大場智洋 徳中真由美 後藤未奈子 仲村将光 松岡隆 鈴木真 関沢明彦  

妊娠初期に 1児無頭蓋症と診断し正期産まで管理した二絨毛膜二羊膜性双生児の 1 例」 

関東連合産科婦人科学会誌 56(4):537-542,2019 

 

2)総説・レビュー等 

鈴木真 

災害時小児周産期リエゾンの活動内容 平時、産科 

周産期医学 2019; 49: 1213-1216 

Isao Otsuka. 

Cutaneous metastasis after surgery, injury, lymphadenopathy, and peritonitis: possible  

mechanisms. 

 Int J Mol Sci 2019;20:3286. 

Isao Otsuka. 

Cutaneous metastases in ovarian cancer. 

Cancers (Basel) 2019;11:1292  

田嶋敦 

 『胎盤・臍帯・羊水を再び考える』周産期合併症との関連 羊水異常 慢性早剥羊水過少症候群 出生 

後の対応も含めて 

周産期医学 49(1):107-110,2019 

田嶋敦 

『周産期のくすり大事典 妊娠期・分娩時・産褥期・新生児の薬剤＆ワクチン133大解説』くすり大解 

説 妊娠期のくすり 漢方薬・西洋ハーブ 

ペリネイタルケア 2019新春増刊:106-107,2019 

田嶋敦 



『周産期のくすり大事典 妊娠期・分娩時・産褥期・新生児の薬剤＆ワクチン133大解説』くすり大解 

説 妊娠期のくすり 妊婦に良いサプリって？ 

ペリネイタルケア 2019新春増刊:108-111,2019 

田嶋敦 

『胎児心拍数陣痛図のよみ方講座 基本からのブレークスルー 定義がわかると対応できる！』一過性 

徐脈 遅発一過性徐脈とは？ 

ペリネイタルケア 38(4):350-354,2019 

末光徳匡 鈴木真 

産科DIC 

臨床婦人科産科 2019増刊号 73(4):265-271,2019 

 

3)学会・研究会発表 

 野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  ダグラス窩の癒着症例に対するbimanual dissectiom techniqueの有用性 

  第41回日本産婦人科手術学会 2019.2.2-3 東京 

 野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  腟断端脱の腹腔鏡下仙骨膣固定術における光ガイド下の前膣壁剥離 

  第41回日本産婦人科手術学会 2019.2.2-3 東京 

 野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  Japanese LSC:Standardized technique that you really need to know! 

  The 6th APUGA 2019.3.22-24 沖縄 

 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 野村昌良 清水幸子 

  高齢者高骨盤臓器脱に対する手術療法 

  第13回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会 2019.3.22-24 沖縄 

大塚伊佐夫 松浦拓人 金本嘉久 小池由実 白勢悠記 江夏悠介 越智良文 三谷尚弘 森向日留  

笹澤智聡 古澤嘉明 亀田省吾 

  子宮頸部上皮内腫瘍・浸潤癌症例に生じた重複癌の検討 

  第71回日本産科婦人科学会 2019.4.11-14 名古屋 

鈴木真 

若手委員会セッション 何を目指しどう取り組むか？（指定発言） 

第71回日本産科婦人科学会学術講演会 2019.4.11-14 名古屋 

Takuto Matsuura, Isao Otsuka, Yumi Koike, Yoshihisa Kanamoto, Yuki Shirose, Mitani Takahiro,  

Hikaru Mori, Tokumasa Suemitsu, Chisato Sasazawa, Mizuho Kadooka, Yoshiaki Furusawa,  

Atsushi Tajima, Makoto Suzuki, Yukiko Shimizu and Koichi Honma* 

A rare case of clear cell adenosquamous carcinoma of the cervix 

第71回日本産科婦人科学会学術講演会 2019.4.11-14 名古屋 

門岡みずほ 田嶋敦 江夏悠介 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘  末光徳匡 松浦拓人 古澤嘉明 

大塚伊佐夫 鈴木真 清水幸子  

妊娠糖尿病の再発とそのリスク因子に関する検討 

第71回日本産科婦人科学会学術講演会 2019.4.11-14 名古屋 



三谷尚弘 末光徳匡 江夏悠介 白勢悠記 越智良文 松浦拓人 門岡みずほ 古澤嘉明 田嶋敦 

 鈴木真 清水幸子  

当院における無症候性子宮頚管長短縮症例の早産率の検討  

第71回日本産科婦人科学会学術講演会 2019.04.11-14 名古屋  

末光徳匡 日本産科婦人科学会 未来委員会 若手委員会 

リクルートを変える、未来へ繋ぐ 〜2020 年 産婦人科初期研修必修化にむけて〜 

第71回日本産科婦人科学会学術講演会 2019.04.11-14 名古屋  

野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術の実際とコツ 

第107回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18-21 名古屋 

野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

Laparoscopic sacrocolpopexy for pelvic:A single center experience in a series of 1000  

patients 

第107回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18-21 名古屋 

末光徳匡 田嶋敦 鈴木真  近藤敦 

胎児頻脈の鑑別に動脈管早期収縮を出生前診断し得た1例と出生後診断された1例 

第92回日本超音波医学会学術集会 2019.5.25 東京 

鈴木真 

千葉県における災害時小児周産期リエゾンの活動について 

千葉県周産期新生児研究会 2019.6.8 千葉 

松浦拓人 大塚伊佐夫 主原翠 吉村志帆 寺岡晃 四元淳子 坂本正明 田嶋敦 清水幸子 

遺伝性乳癌卵巣癌症候群を含む卵巣癌ハイリスク患者に対する卵巣癌サーベイランス 

～施設内臨床研究4年間における成績～ 

第25回日本家族性（遺伝性）腫瘍学会学術講演会 2019.6.14 東京 

松浦拓人 大塚伊佐夫 

化学療法後に増悪した進行・再発子宮体癌症例の後方視的検討 

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 2019.7.5 新潟 

大塚伊佐夫 松浦拓人 小池由実 金本嘉久 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘 末光徳匡 門岡みずほ  

森向日留 笹澤智聡 庄司一寅 

腟上皮内腫瘍 Grade 3 (VaIN3)の4例 

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 2019.7.5 新潟 

小池由実 末光徳匡 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘 松浦拓人 門岡みずほ 田嶋敦 鈴木真 

呼吸苦を契機に診断に至った周産期心筋症の3例 

 第55回日本周産期・新生児医学会学術集会 2019.7.13-15 松本 

田嶋敦 末光徳匡 門岡みずほ 小池由実 三谷尚弘 越智良文 松浦拓人 鈴木真 

当院での生殖補助医療により妊娠成立した妊婦への出生前検査のカウンセリングに関する検討 

第55回日本周産期・新生児医学会 2019.7.13-15 松本 

永榮美香 野村昌良 越智良文 常盤紫野 沢田勇吾 林篤正 清水幸子 

TVM手術における穿刺をマスタ－するための教育 

第21回日本骨盤底医学会 2019.7.20-21 名古屋 



林篤正 野村昌良 越智良文 常盤紫野 沢田勇吾 永榮美香 清水幸子 

過活動膀胱、切迫性尿失禁に対するSNM 

第21回日本骨盤底医学会 2019.7.20-21 名古屋 

鈴木真 

チーム医療を行うための教育ツール STEPPSってどんなもの 

第14回臨床コーチング研究会 2019.7.21 名古屋 

田嶋敦 小堀華菜 主原翠 

当院での生殖補助医療により妊娠成立した妊婦への出生前検査のカウンセリングに関する検討 

第43回日本遺伝カウンセリング学会 2019.8.2-4 札幌 

鈴木真 

JCI認証がもたらすもの 

Simulation User Network Meeting 2019 2019.8.31 滋賀 

松浦拓人 大塚伊佐夫 岡田義之 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘 森向日留 古澤嘉明 野村昌良  

清水幸子 

腹腔鏡下仙骨腟固定術後・子宮腟上部切断術後に子宮体癌が判明した1例 

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2019.9.12-14 京都 

金本嘉久 松浦拓人 越智良文 三谷尚弘 森日向留 古澤嘉明  

腹腔鏡下で診断・治療しえたダグラス窩腹膜妊娠の1例 

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2019.9.12-14 京都 

野村昌良 常盤紫野 沢田勇吾 林篤正 永榮美香 越智良文 清水幸子 

メッシュを用いた腹腔鏡下骨盤臓器脱手術の多様性 

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2019.9.12-14 京都 

野村昌良 吉尾裕子 沢田勇吾 林篤正 永榮美香 越智良文 清水幸子 

Urodynamic parameter to predict stress urinary incontinence after laparoscopic  

sacrocolopexy 

IUGA 44th Annual Meeting 2019.9.24-28 ナッシュビル 

林篤正 野村昌良 越智良文 常盤紫野 沢田勇吾 永榮美香 清水幸子 

Mid-term subjectiv outcomes of defecation function after laparoscopic  

sacrocolpopexy(LSC)for the treatment of pelvic organ prplapse(POP) 

IUGA 44th Annual Meeting 2019.9.24-28 ナッシュビル 

末光徳匡 鈴木真 

遠隔分娩監視装置を用いた胎児発育不全に対する在宅での胎児状態の評価の検討 

第23回日本遠隔医療学会学術大会 2019.10.5 岩手 

MAKOTO SUZUKI 

Patient safety threats due to electric medical record system update 

#8 world congress of clinical safety 2019.10.2-4 Czech Republic 

沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 永榮美香 野村昌良 清水幸子 

尿失禁患者に対する腟・外陰部CO2フラクショナルレーザー療法の経験 

第84回日本泌尿器科学会東部総会 2019.10.3-6 東京 

李美慧 松浦拓人 森向日留 笹澤智聡 大塚伊佐夫 清水幸子 



Dダイマー値計測がドロスピレノン/エチニルエストラジオール内服後の肺血栓塞栓症の発症予測に有 

用と考えられた2例 

第34回日本女性医学会学術集会 2019.11.2 福岡  

Isao Otsuka, Takuto Matsuura, Youichi Machida 

Clinicopathological features of endometrial carcinoma without abnormal uptake of 18F-FDG 

on pretreatment PET/CT 

International Meeting of The European Society of Gynaecological Oncology 

Nov.2-4 2019, Athens, Greece 

門岡 みずほ  

「妊娠中期発症の羊水過少に対する単回の人工羊水注入が妊娠期間を延長し得た一例」  

 第64回日本新生児成育医学会学術集会 2019.11.27-29 鹿児島  

鈴木真 

チーム実践能力を高めるシミュレーショントレーニング 

第14回医療の質・安全学会学術集会 2019.11.29-30 京都 

鈴木真 

災害時における亀田総合病院の取り組み 

第14回医療の質・安全学会学術集会 2019.11.29-30 京都 

 

4)講演 

鈴木真 

よりよいチーム医療を提供するために 

館山病院医療安全研修会 2019.4.20,24 館山 

松浦拓人 伊田勉 伏木淳 

卵巣癌治療戦略 ～初回治療から再発治療まで～ 

Case discussion パネリスト 

お茶の水卵巣癌カンファランス 2019.11.29 東京 

鈴木真 

チーム医療とは 

NTT 東日本関東病院 2019 年度医療安全研修会 2019.5.17 東京 

鈴木真 

臨床研修における医療安全について 

亀田総合病院臨床研修指導者研修会 2019.6.20 鴨川 

鈴木真 

CSCA-TTT 

亀田総合病院災害勉強会 2019.9.4 鴨川 

鈴木真 

JCI 認証がもたらすもの 

Simulation User Network Meeting 2019 2019.8.31 滋賀 

森向日留 

おとなになるまでに知っておきたい女性のカラダと健康のこと 



「かがやきスクール」文理開成高等学校 2019.9.5 鴨川 

清水幸子  

女性特有の疾患と健診の重要性 

バイエル製薬株式会社 社内講演会 2019.11.13 東京 

鈴木真 

母子感染について/医療安全について 

千葉県助産師会 2019 年度医療安全研修会 2019.11.23 千葉 

門岡みずほ  

  女性の健康づくり 〜いつまでも健康で若々しく過ごすために〜 

  南房総市「女性の健康づくり教室」 2019.11.26 南房総 

 

5)その他 （新聞・雑誌・ラジオ等） 

清水幸子 

Project Clinic：新しい診療所のかたち 

CLINIC BAMBOO 誌 2019.2 

中島淳 高橋知子 清水幸子 

なぜ？どうする？がわかる！ 便秘症の診かたと治しかた 

南江堂 2019.12 

文責：古澤嘉明 


