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女性総合診療部 

 
2020年度 専攻医募集 



当院の研修は 
こんな人にオススメ 

● 大学じゃなくて市中病院で研修したい 
 ⇨当院は市中病院の中では数少ない研修基幹病院です。 
 

● バランスよく研修したい 
 ⇨周産期・不妊・遺伝・悪性腫瘍・腹腔鏡手術等全て診療しています。
他施設での研修もあります。 
 

● たくさんの症例を経験したい 
 ⇨分娩・手術共に豊富な症例があります。 
 

● でも、プライベートも大切にしたい 
 ⇨休みも十分あります。妊娠子育て中の医師もたくさんいます。 
 

● しっかりとした教育を受けたい 
 ⇨熱心な指導医による教育体制があります 



女性総合診療部の特徴 

① 仲の良い医局 

⑥ 充実！勉強会・セミナー 

④ High volume！手術数 ③豊富な分娩数・無痛分娩 

② 産婦人科を幅広く学べる 

⑤ 圧倒的！救急件数 



特徴① 仲の良い医局 

新人歓迎会 

医局旅行 

駅伝大会 

お花見 

● 医局員は約25名 

● いつでも相談できる家族のような雰囲気 

還暦のお祝い 
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特徴② 産婦人科を幅広く学べる 

各領域のスペシャリストが在籍しています！ 



特徴③ 豊富な分娩数・無痛分娩 

● 分娩数 1,584件 (2018年度) 

● 無痛分娩 約 600件（都内トップクラス） 

● 帝王切開 478件 (2018年度) 

● ハイリスク妊娠も（がん合併妊娠・先天

性心疾患合併妊娠など） 

LDR 病室 



特徴④ High Volume! 手術数 
● 手術件数 1,567件 (2018年) 

● 腹腔鏡下手術 545件 

● 悪性腫瘍手術 100件 

● da Vinci手術や、先進医療として 

腹腔鏡下広汎子宮全摘術も行なっています。 

腹腔鏡手術 

開腹手術 

da Vinci手術 



特徴⑤ 圧倒的！救急件数 

● 救急搬送 7年連続1万台 超え  

● 救急車 11,262 台 (都内No.1) 

● walk-in患者 34,931 名 

⇨ 数多くの婦人科救急も学べます！ 

 



特徴⑥ 充実！勉強会・セミナー 

⇧ ALSO (Advanced Life Support in 
Obstetrics)を開催 

⇧ 鉗子分娩シミュレーション 

⇧ 子宮モデルでの帝王切開縫合練習 
⇧⇨ 腹腔鏡トレーニング 

セミナー 



聖路加国際病院 

産婦人科研修プログラムの特徴 

① 充実しすぎ！連携病院 

② おなかいっぱい！？経験症例 

③ アツい！指導医と教育体制 



● 東京都立墨東病院 

 

 

● 新百合ヶ丘総合病院 

 

 

● 公立昭和病院 

 

 

● 鹿児島大学医学部・歯学部付属病院 

  鹿児島県立大島病院 

 

 

 

東京都の総合周産期母子医療センター 

MF-ICUも完備し母体搬送の受入件数都内第１位（年間260件） 

低侵襲婦人科手術センターをもち、腹腔鏡手術を年間約

1400例施行（首都圏No1の症例数） 

南の楽園で3か月。分娩も350件/年あります。 
離島の救急医療を担い、ドクターヘリを運航 

北多摩地域中核病院。分娩は600件/年、手術も560件/年
と症例数も豊富です。 

特徴① 充実しすぎ！連携病院 



産婦人科専門研修コース 

聖路加国際病院 都立墨東病院 

新百合ヶ丘 奄美大島病院 

1年目 

2年目 

3年目 

６ヵ月 産科・婦人科 ６ヵ月 産科 NICU 

3ヵ月 婦人科 3ヵ月 地域 外来スタート 

不妊外来・遺伝外来・周産期超音波などの専門外来スタート 

特徴① 充実しすぎ！連携病院 

プログラムの例 

聖路加国際病院 

聖路加国際病院 

4年目 
聖路加国際病院 

7月 専門医試験 



• とある専攻医の後期研修2年目の 

 手術執刀数 

帝王切開術：30件 分娩：100件 

開腹手術：22件 
（子宮全摘術＋筋腫核出術など） 

腹腔鏡手術：18件 
（付属器切除・嚢腫摘出など） 

腟式手術：27件 
（円錐切除術＋子宮内容除去術など） 

手術に入った
数ではなく、
実際に執刀し
た数です！ 

特徴② お腹いっぱい！？経験症例 



特徴③ アツい！指導医と教育体制 

指導医 
● 周産期・生殖内分泌・婦人科腫瘍・
遺伝診療・腹腔鏡下手術、各分野のスペ
シャリストが揃っています 
 
● エキスパートの直接指導の下、毎日診
療に当たります。 



専門医取得後 

当院で取得可能なサブスペシャリティー 
 

● 日本周産期・新生児医学会認定医 
● 日本婦人科腫瘍学会修練認定医 
● 婦人科内視鏡技術認定医 
● 日本生殖医学会認定医 
● 臨床遺伝専門医制度認定医 
● 癌治療認定医 

特徴③ アツい！指導医と教育体制 

専門医取得後もスタッフとして各専門医
の下で修練し、さらなる専門医の取得が
可能です。 



執刀基準 

•● 明確な執刀基準 

• ⇨ なんとなくできるかも、、では執刀できません。 

プレゼン 

•● 医局員の前で手術のプレゼンテーションが必要 

•⇨ 教育的な指導医による手順のレクチャーにより術式を理解
してプレゼンテーションをすることで知識と理解の再確認がで
きます。 

復習 

•● 手術動画を指導医と確認 

•⇨ 指導医との手術の振り返りがあり、動画などで良かった点

や良くなかった点を確認します。 

教育体制 

特徴③ アツい！指導医と教育体制 



Q よくある質問 Q 

Q 当直は何回？休みはありますか？ 

A 当直は月4〜5回程度です。明けは休みです。 

休みは月4日程度あります。夏休みは年5日あ
ります。 
 

日勤 日勤 日勤 

日勤 

日勤 日勤 日勤 日勤 

日勤 日勤 当直 明け 

休み 

休み 

当直 

明け 

日勤 

休み 

休み 

日勤 日勤 日勤 

日勤 日勤 

当直 明け 

当直 明け 

休み 

On 
call 

チーフのある月のシフト例 



Q よくある質問 Q 

Q 生活のしやすさは？ 

A 都心なので家賃は高めです（家賃補助が出

ます）が、頂いている給料で生活に困ることは
ありません。近場に銀座・築地・月島などいろ
いろあります。 

勝どき 銀座 築地 



Q よくある質問 Q 

Q 応募方法・試験は？ 

A  ホームページからエントリーして下さい。 
試験は筆記試験＋面接です。病院の雰囲気を知
るためにぜひ見学に来てください。 

 
試験は 2019年8月11日(日)です。 

 
聖路加国際病院 人事課 

〒104-8560 東京都中央区明石町9-1 
☎ 03-5550-7065 

📨 human_saiyo@luke.ac.jp 
http://hospital.luke.ac.jp/ 

 
 


