
１．整形外科の理念・特色 

当院整形外科は日本整形外科学会研修認定施設である。 

主に四肢・脊椎の慢性疾患・外傷治療を行っている。 

整形外科医師6名・リハビリテーション科医師1名で治療を行っている。病床数は50床を有し、年

間手術件数約860件で急性期医療を主としている。手術後状態が安定すれば近医にリハビリ目的

にて転院できる連携をとっている。 

当科の特徴としては当院が但馬地方の基幹病院であり、救急は3次まで受け入れており、 

特に外傷においては救急集中治療科の充実により、兵庫北部はもとより鳥取東部から京都北部

にかけて脊椎損傷・骨盤骨折・多発骨折含め多くの外傷患者が搬送されてくる。全身管理におい

ては十分な救急科のサポートがあり、整形外科治療に専念できる。他科との連携を通し整形外科

研修とし多くの経験を積むことができる。 

開放骨折においては初期治療を重視しこだわりを持って治療に当たっている。 

専攻医は主に外来・手術・病棟・救急当番を行う。手術は主に外傷治療であるが、慢性疾患も

行っている。担当患者の手術は上級医の指導の元に執刀し、術後管理を含め責任を持って治療

できる。 

 

２．経験できる診療、技術   

主に外傷治療を習得できる 

 

３．週間予定 

 月 火 水 木 金 

 

早朝 

 

  抄読会  症例検討会 

 

午前 

 

外来 手術 病棟当番 手術 外来 

 

午後 

 

外来 手術（救急当番） 手術 手術（救急当番） 外来 

 

時間外 

 

カンファレンス 後病棟業務 

時間外救急当番 平日 5～6日/月 週末2回/月 

 

  



４．指導医・スタッフ 

医師名 三原 一志 / MIHARA, Kazushi / H7卒 

役職名 部長 

専門 整形外科一般 

認定   

 

医師名 福本 光利 / FUKUMOTO, Mitsutoshi / H8 卒 

役職名 部長 

専門 整形外科一般 

認定  社団法人 日本整形外科学会 整形外科専門医 

 

医師名 森下 修 / MORISHITA, Osamu / H10 卒 

役職名 医長 

専門 整形外科一般 

認定   

  

医師名 金子 宏樹 / KANEKO, Hiroki / H10 卒 

役職名 医長 

専門 整形外科一般 

認定   

  

医師名 岩井 輝修 / IWAI, Terunobu / H22 卒 

役職名 医長 

専門 整形外科一般 

認定   

  



医師名 山脇 佑介 / YAMAWAKI, Yusuke / H23 卒 

役職名 医員 

専門 整形外科一般 

認定   

  

医師名 藤田 暁 / FUJITA, Akira / H27 卒 

役職名 嘱託専攻医 

専門 整形外科一般 

認定   

 

５．診療設備  

・MRI2台 

・CT  

 

６．診療実績  

手術件数860件（脊椎70例・人工関節80例・骨接合術350例・その他）     

 

上位疾患（主病名）・性別 退院患者数 

疾  病 男 女 合計 

大腿骨骨折 56 192 248 

下腿の骨折，足首を含む 37 12 49 

抜釘 32 16 48 

膝関節症[膝の関節症] 8 38 46 

腰椎および骨盤の骨折 27 12 39 

肩および上腕の骨折 17 22 39 

その他脊椎障害 17 10 27 

股関節症[股関節部の関節症] 5 18 23 

脊椎症 9 8 17 

頚椎損傷 14 2 16 

（平成27年） 

７．主な業績 

【学会発表】 



「受傷後早期に頚椎前方除圧固定術を行った椎体骨折を伴う頚髄損傷の3例」 

中山富貴 

第125回中部日本整形外科災害外科学会  

平成27年10月2～3日 於：名古屋市 

 

【原著論文】 

「受傷後早期に頚椎前方固定術を行った椎体骨折を伴う頚髄損傷の3例」 

中山富貴 多門和一 森下修 正木勇希 福井周作  

中部整災誌 59巻 1号 179－180 2016 

 

８．連携するプログラム 

・京都大学整形外科専門研修プログラム（兵庫地区） 

 基幹施設：京都大学医学部附属病院 

公立豊岡病院での研修モデル 

 

    プログラムに関する問合わせ・資料請求先： 

〒606‐8507 京都市左京区聖護院川原町 54 

京都大学整形外科教室 

   電 話：075-751-3366 

ＦＡＸ：075-751-8409 

e-mail： senmonseikei＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 

担 当：伊藤 宣（プログラム副統括責任者） 

後藤公志（事務担当） 

川内清智（担当秘書） 

Website：http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~seikeigeka/ 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１年目

２年目

３年目

４年目

京都大学整形外科（基幹施設）
　　　　　　　　・県立尼崎総合医療センター

・神鋼記念病院
　　・姫路医療センター

　　　　　　　　・県立尼崎総合医療センター
・神鋼記念病院

　　・姫路医療センター

公立豊岡病院

公立豊岡病院



 

・神戸市立医療センター整形外科専門研修プログラム 

 基幹施設：神戸市立医療センター中央市民病院 

公立豊岡病院での研修モデル 

 

 

  プログラムに関する問合わせ・資料請求先： 

〒650‐0047 神戸市中央区港島南町 2‐1‐1 

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科 

   電 話：078-302-4321 

ＦＡＸ：078-302-7537 

e-mail：hiroyama＠kcho.jp 

担 当：山本 博史 

Website：http://chuo.kcho.jp/recruit/late_resident/medical 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１年目

２年目

３年目

４年目

神戸市立医療センター中央市民病院（基幹施設）

神戸市立医療センター中央市民病院（基幹施設）

神戸市立医療センター西市民病院

京都大学整形外科 公立豊岡病院


