
整形外科 教育プログラム



整形外科

特徴

☑

全身の関節疾患（外傷および慢性疾患）に対応が可能！

☑ 手術だけではなく、保存療法にも注目し、患者にあった治療方法を提供！

☑

愛知県トップクラスの豊富な症例数！！

☑ 最低4年間の研修終了後は専門医資格取得と同時に自立した整形外科医へ



整形外科

2021年 手術件数（年間）

2388件 ／ 愛知県1位

一宮西病院整形外科は、脊椎・側湾センター、肩関節センター、人工関節センター、手の外科マイク
ロサージャリー、四肢外傷センターがあり、愛知県トップクラスの整形外科症例を持っています。

その他・抜釘 ：242件

脊椎・体幹 346件 手の外科 328件肩肘 301件

その他、治療・検査実績

下肢 913件

・胸腰椎固定術 ：267件
・頚椎椎弓形成術 ：12件
・頚椎固定術 ：11件
・頚椎椎弓形成術 ：8件
・胸腰椎除圧術 ：20件
・腰椎椎弓形成術 ：7件
・その他 ：22件

・TKA ：154件
・THA ：74件
・膝関節鏡視下手術 ：58件
・足関節鏡視下手術 ：11件
・大腿骨近位部骨折 ：308件
(骨接合術200件／人工骨頭挿入術108件)

・下肢骨折手術 ：138件
・アキレス腱縫合 ：17件
・その他・抜釘 ：154件

・鎖骨骨折 ：44件
・上腕骨近位部及び

骨幹部骨折 ：62件
・肘関節骨折・靭帯損傷 ：31件
・肩腱板断裂・授動術 ：111件
・反復性肩関節脱臼 ：10件
・肩鎖関節脱臼 ：7件
・人工肩関節置換術 ：26件
・人工肘関節置換術 ：4件
・肘関節鏡手術 ：6件

・中手骨・手指骨折・靭帯損傷
：203件

・手根管・肘部管症候群 ：66件
・手・指関節形成および固定術 ：43件
・切断術・断端形成：16件
・腱鞘炎・デュピュイトラン拘縮

： 142件
・腱・神経・血管損傷：77件
・植皮・皮弁形成（上肢）：37件



整形外科

DATA（後期研修医執刀件数／昨年実績）

上肢 下肢 上肢 下肢

134例 57例 108例 43例

後期研修医B

執刀件数 ／ 151件

後期研修医A

執刀件数 ／ 191件

※（外傷をメインとして執刀）
※（外傷をメインとして執刀）



整形外科

人員体制

指導医・専門医・認定医

医師 14名 ： 後期研修医数 4名 ： 整形外科学会専門医 ７名

手外科専門医 2名 ： 脊椎･脊髄外科専門医・指導医 2名 ： 医学博士 2名

脊椎外科グループ
（脊椎・側湾センター）
チーフ：川上医師

手外科グループ
（マイクロサージャリー

センター）
チーフ：中西医師

下肢グループ
（人工関節センター）
チーフ：巽医師

肩肘関節グループ
（肩関節センター）
チーフ：梶田医師

以下の4分野において、指導医が各後期研修医に対し集中的指導を行います



整形外科

整形外科のキャリアパス

• 後期研修4年間終了後は各専門分野の研修を行います。

• 各専門分野における資格取得を目指します。

• 当院で取得可能な資格は脊椎脊髄外科専門医・脊椎脊髄病学会指導医・手の外科専門医・骨粗鬆症認定
医・関節鏡技術認定医・リバース型人工肩関節置換術認定医など

• 卒後8年目には各専門分野の指導的立場となります。

整形外科専門医
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整形外科

モデルキャリアパス（例）

プログラム

医師年数 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

整形外科専門医研修
整形外科
専門医
取得

一宮西
病院

一宮西病院
連携
病院

専門医取得後は、希望に合わせて
キャリアを相談のうえ、選択

例：ハイボリュームセンター

：大学病院・一般病院など

研修施設



整形外科

整形外科後期研修

⚫ 後期研修の2～3年目の間のいずれかの期間に連携施設で研修を行います。その後は
当院で上記のグループの中から志望する２グループをローテし専門性を深めるとともに専門医取得をして頂きます。

⚫ 後期研修4年目は専門医取得後に志望する専門領域のグループに所属します。

⚫ 後期研修中は全グループのカンファレンスに原則参加します。

⚫ 初期研修医、後期研修医、Co-medical staffのために指導医は月一回の講義を開催します。

3か月間 3か月間 3か月間 3か月間 外来

卒後3年目 下肢グループ 肩肘グループ 手の外科グループ 脊椎グループ 週1回

卒後4年目 手の外科グループ 脊椎グループ 下肢グループ 肩肘グループ 週2回

卒後5年目 第1志望グループ 第2志望グループ 院外（連携病院研修） 週2回

卒後6年目 第1志望グループ 週2回



整形外科

学術活動

⚫ 後期研修中は学会発表（※）年１回以上、論文年１編以上作成を義務としており、指導医とともに
準備を行います。

※中部日本整形外科災害外科学会（年２回：４月・１０月）、または各診療グループの専門学会・研究会

⚫ 学術活動に関する各費用については病院または整形外科医局からサポートします。

⚫ 興味のある症例があれば、専門学会において発表や論文作製（英語論文も含む）を支援します。

⚫ 日本整形外科学会には単位取得のためにも必ず後期研修中に１回参加して下さい。



整形外科

到達目標

年次

手術件数
（年間） 入院主治医数 外来数 学術活動 その他

執刀 助手

後期
研修

1年目 80件 100件 140/年間 週1 発表1回・論文1編

2年目 100件 200件 160/年間 週1.5 発表1回・論文1編

3年目 50件 100件 80/年間 週1.5 発表1回・論文1編 学外研修半年

4年目 120件 150件 160/年間 週2 発表2回・論文2編 専門医取得

5年目 140件 180件 180/年間 週2 発表2回・論文2編

英語論文
1編

各分野の専門
医・指導医・
認定医など取得

6年目 160件 200件 200/年間 週2 発表2回・論文2編

7年目 180件 200件 200/年間 週2 発表2回・論文2編

8年目 200件 220件 220/年間 週2＋専門外来 各分野 講演など



整形外科

週間スケジュール（例）

時間帯 月 火 水 木 金

早朝
8:15～
全体

ミーティング

8:15～
全体

ミーティング

7:30～
術前

カンファレンス

8:15～
全体

ミーティング

8:15～
全体

ミーティング

午前
8：30～

12：00
救急当番 外来 外来 病棟業務 病棟業務

午後
12：00～
17：00

手術 手術 手術 手術 手術

夕刻 17：00～
各グル－プ
検討会※1

On call ※2

※1；各グル－プによって曜日は異なります。 /  ※2；後期研修医は週1担当となります。



整形外科

専門医資格一覧

資格名 認定施設（一宮西病院）

整形外科専門医 〇

脊椎脊髄外科専門医 〇

脊椎脊髄病学会指導医 〇

手の外科専門医 〇

骨粗鬆症認定医 〇

関節鏡技術認定医 〇

リバース型人工肩関節置換術認定医 〇

日本整形外科学会認定スポーツ医 〇

日本整形外科学会認定リウマチ医 〇


