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帝京大学循環器内科
• 医局員28名（スタッフ15名、大学院生7名、シニアレジデント6名）

• 関連病院

• 内科研修中の研修連携病院としては上尾中央、帝京溝の口、岩槻南、
心臓血管研究所、東埼玉総合病院、埼玉循環器呼吸器病センター、イ
ムス冨士見病院、行田総合病院などがあります。(大学院生2名出向中)

岩槻南病院 帝京大学ちば医療センター

帝京溝の口病院 東京警察病院

苑田第二病院 東埼玉総合病院

埼玉循環器呼吸器病センター 上尾中央病院

三愛病院 所沢ハートセンター

行田総合病院



大学院生、シニアレジデントの一週間

シ ニ ア レ ジ デ ン ト A 教授回診
カテ・CT当番病棟・カテ 病棟・ＴＡＶＩ助手病棟 外勤

月 火 水 木 金 土

朝は毎日8時から全体カンファレンス
水曜17時シネカンファレンス
木曜17時内科外科カンファレンス
土曜日は教授回診が終わり次第解散



当直業務について

• 月に３から4回の当直と3から4回のオンコール（土日を含む）

• 当直はスタッフと大学院生の二人体制。

• その他に希望者には外勤当直（アルバイト）があります。



帝京内科専門医

コース①

内科研修

（循環器研修を含む）

連携病院研修 12か月

循環器内科

帝京内科専門医

コース②

内科研修

（循環器研修を含む）

連携病院研修

（内科 or 循環器）

18か月

連携病院カリ

キュラムコース

連携病院研修

1年～1年半

循環器内科

(帝京)

1年半~2年

3年目

4年目

5年目

大学院 大学院 大学院



循環器専門医・学位取得コース

6年目

7年目

8年目

大学院

帝京循環器内科専門研修

関連病院循環器研修
ベッドフリー
学位論文作成

学位、循環器専門医取得 それぞれの専門分野へ
関連病院出向や大学スタッフ、開業や海外留学など

内科専門医取得



帝京大学循環器内科研修のメリット
• 虚血、心エコー、不整脈、ストラクチャーなどの各分野の専門家がそろっ
ており、循環器をバランスよく学べます。

• 各種新しい治験などで最新の治療に触れることが出来ます。

• 内科専門医はもちろん、循環器専門医、学位の取得ができます。

• 大学病院ならではの複雑症例を学べます。

• 学会発表を基本から学び、一生の基礎となります。

• 論文を書く力が身に付きます。

• 希望があれば留学も可能です。



循環器内科の検査・治療件数

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PCI（冠動脈） 460 420 435 279 301 351

EVT(末梢動脈） 88 68 91 52 26 28

アブレーション 105 102 110 131 94 93

ペースメーカー
/ICD/CRT

72 123 96 82 97 117

TAVI 101 118 133 128 151 202

Mitral Clip 23 45 60 58

左心耳閉鎖 3 3 7

インペラ 10 15 15 6

経食道心エコー 426 452 512 542 410 397

心リハ新規処方 1228 1508 1418 1349 1206 1154

紹介件数 (1-12月） 913 1094 1154 1258 1182 1278



循環器各専門分野と学位研究テーマ

卒業年度 R3 R2 R1 H31 H30

血小板機能検査 ○ ○

心エコーなど
画像診断 ○

心臓血管カテーテル
検査・治療 ○

ストラクチャー関連（TAVI, 
MitraClipなど） ○ ○ ○

睡眠時無呼吸と
高血圧・不整脈 ○ ○ ○

本人の希望や特性に合わせて、幅広い臨床分野から選べます。



国際交流・留学も積極的に進めています
海外留学経験者 留学先（都市・国名） 期間 現在の所属先

上妻謙 エラスムス大学（ロッテルダム・オランダ） 1999-2001 帝京大学

小山豊 ロイヤルノースショー病院（シドニー・オーストラリア） 1999-2003 東京蒲田病院

横山直之 ロチェスター大学（ロチェスター・アメリカ合衆国） 2000-2002 帝京大学

山川健 トロント大学（トロント・カナダ） 2002-2004 苑田第二病院

宮澤亮義 スタンフォード大学（スタンフォード・アメリカ合衆国） 2004-2006 岩槻南病院

鈴木伸明 ケースウェスタンリザーブ大学（クリーブランド・アメリカ合衆国） 2006-2008 帝京大学溝の口病院

興野寛幸 ケースウェスタンリザーブ大学（クリーブランド・アメリカ合衆国） 2008-2010 行田総合病院

白鳥宜孝 バルセロナ大学付属オスピタル・クリニック（バルセロナ・スペイン） 2010-2012 帝京大学溝の口病院

山本裕貞 ケースウェスタンリザーブ大学（クリーブランド・アメリカ合衆国） 2010-2012 帝京大学

渡邊雄介 Institut Cardiovasculaire Paris Sud ；パリ南心臓センター（パリ・フランス） 2011-2013 帝京大学

大槻修司 バルセロナ大学付属オスピタル・クリニック（バルセロナ・スペイン） 2013-2015 苑田第二病院

片岡明久 ハーバード大学医学部 マサチューセッツ総合病院（ボストン・アメリカ合衆国） 2012-2014 帝京大学

前野吉夫 シーダスサイナイメディカルセンター（ロサンゼルス・アメリカ合衆国） 2014-2016 上尾中央総合病院

日置紘文
バルセロナ大学付属オスピタル・クリニック（バルセロナ・スペイン）

2017-2018 帝京大学

野村高広
シーダスサイナイメディカルセンター（ロサンゼルス・アメリカ合衆国）

2017-2019
苑田第二病院

川嶋秀幸
エラスムス大学（ロッテルダム・オランダ）、National University of Ireland Galway NUIG（ゴールウェイ・アイルランド）

2019-2021 帝京大学


