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皮膚科研修コース 
 

 

研修コース責任者 ：秀  道広（皮膚科学 教授） 

 

研修コース副責任者：信藤 肇（皮膚科学 准教授） 

 

1．コースの概要 

広島大学皮膚科学教室では、皮膚に生じるあらゆる疾患の診断・治療に対応できる医

師の育成を目指しています。扱う疾患の領域は幅広く、湿疹・皮膚炎群、蕁麻疹などの

アレルギー性皮膚疾患、炎症性角化症、水疱症・膿疱症などの皮膚特有の疾患ばかりで

なく、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎、強皮症などの膠原病のように、皮膚症状を

初発とする全身疾患も扱い、実際に治療を行います。また全身熱傷、悪性黒色腫を始め

とする皮膚腫瘍や母斑などに対する外科的治療も皮膚科で行います。 

 

2．構成病院群一覧 （広島大学病院を除く） 

病院名、責任者名、URL 

病院名 責任者 ＵＲＬ 

県立広島病院 行徳英一 http://www.hph.pref.hiroshima.jp/ 

広島市立安佐市民病院 永田敬二 http://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp/ 

中国労災病院 平島昌生 http://www.chugokuh.rofuku.go.jp/ 

厚生連広島総合病院 森川博文 http://www.hirobyo.jp/ 

厚生連尾道総合病院 森本謙一 http://www.ja-onomichi-hospital.jp/ 

マツダ病院 間所直樹 http://hospital.mazda.co.jp/ 

国立病院機構呉医療センター 真田聖子 http://www.kure-nh.go.jp/ 

広島鉄道病院 堀内賢二 http://www.wjrhgh.jp/ 

土谷総合病院 鼻岡佳子 http://www.tsuchiya-hp.jp/ 

国立病院機構東広島医療センター 仁熊利之 http://www.hiro-hosp.jp/ 

国立病院機構広島西医療センター 亀頭晶子 http://www.hiro-nishi-nh.jp/ 

市立三次中央病院 北野文朗 http://www.miyoshi-central-hospital.jp/ 

庄原赤十字病院 原 武 http://www.shobara.jrc.or.jp/ 

中電病院 堀 郁子 http://www.energia.co.jp/hospital/ 

厚生連吉田総合病院 文 明徳 http://yoshida-gene-hospi.jp/ 

福島生協病院 小原 進 http://hch.coop/fukushima/ 
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3．研修期間 

  コース１ コース２ コース３ 

卒後３年目 大学病院医科診療医 
病院レジテント 

大学病院医科診療医 

(病院レジデント） 

 

大学院 

卒後４年目 
病院レジデント 

卒後５年目 

病院常勤職員 
卒後６年目 

病院常勤職員、または大学病院医科診療

医 

 卒後初期臨床研修終了後は、まずは大学病院の医科診療医として勤務するコース１が標

準である。但し、関連病院のレジデント枠の充足の必要性や、本人の希望に応じて、３ヶ

月ないし半年で関連病院のレジデントに転出することもある。 

 本人の希望により、また、専門医研修の習熟の度合いにより妥当と判断される場合には、

卒後３年目以降の適切な時期に大学院に入学し、臨床研修を進めながら、研究に専念でき

る時間を確保することができる。 

 また卒後５年目あるいは６年目頃より、病院の常勤職員枠に採用されることが多い。 

 

広島地区での皮膚科関連勉強会 

 大学病院あるいは関連病院での実地診療だけでなく、広島地区では皮膚科医が連携しなが

ら、様々な研修の場を設けている。 

勉強会名 開催頻度 趣旨および内容 

皮膚病理組織検討会 ２カ月に一回 京都大学病理部前教授の真鍋俊明先生を迎えて、各病

院から病理診断上判断の困難な症例を検討している。 

広島形成外科研究会 毎月一回 皮膚外科、形成外科に携わる皮膚科医、形成外科医が

手術症例を呈示し、術式等について検討を行っている。 

広島皮膚科症例検討会 ２カ月に一回 広島地区の各病院より診断・治療に苦慮する症例、あ

るいは教育的な症例を持ち寄り、気軽に相談しあえる

勉強会としている。レジデントの教育に主眼をおいて

いる。 

広島皮膚科医会 ２カ月に一回 皮膚科開業の先生方を中心に運営されている会。全国

の著明な先生に依頼して皮膚科の臨床的な話題につい

て講演。また、開業の先生から関連病院に紹介となっ

た症例で興味深い症例の検討会も行っている。 

広島県皮膚科講習会 年に２回 皮膚科関連の学術講演会。臨床的な話題ばかりでなく、

研究面での内容も含まれる。 

日本皮膚科学会広島地

方会 

年に２回 日本皮膚科学会広島地方会会員による学会。広島県内

の各病院から症例演題を中心に発表される。大学病院

からは若手が中心に発表する。年に一回は著名な講師

を招いた講演会を行っている。 

皮膚科研修医セミナー ２カ月に一回 専門医取得以前の皮膚科医を対象に臨床に基いたテー

マで専門分野の講師によるセミナーを行っている 
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4．定員 
４ないし５名程度が妥当と思われる。 

 

5．入局について 

広島大学病院皮膚科の専門医研修を受ける者は、将来的に日本皮膚科学会皮膚科専門

医となり、広島県内外で皮膚科医として診療を続けることを想定している。従って広島

大学皮膚科学教室が責任を持って各病院に皮膚科医として推薦できる医師を育成するこ

とを目標とする。そのためには教室に入局することを原則とする。具体的には、卒後３

年目には日本皮膚科学会、日本皮膚科学会広島地方会、日本臨床皮膚科医会、日本臨床

皮膚科医会広島県支部、広島大学皮膚科学教室同門会に入会することが必要である。但

し、結婚その他のやむを得ない事情で県外に転出する場合には、適宜、転出地での就職、

推薦などを行う。 

 

6．取得できる専門医、認定医について 

日本皮膚科学会認定専門医 

皮膚悪性腫瘍指導専門医、日本熱傷学会専門医 

日本アレルギー学会専門医、専門指導医 

 

7．大学院について 

講座名：医歯薬保健学研究院統合健康科学部門皮膚科学 

卒後３年目以降、１年以上広島大学病院で専門医研修を受けていることを原則とする。 

 

8．国内・国外への留学について 

国内・外を問わず、また基礎研究の領域ばかりでなく臨床技術の習得の目的でも、本人の

希望と教室の事情に基づいて随時派遣している。本人の希望があり、能力が伴っていれば希

望者はほとんど留学可能である。また基本方針として当地で収入を確保するようにしている。 

国内・国外で交流のある研究室 

国内：京都大学皮膚科、愛媛大学皮膚科、島根大学皮膚科、虎ノ門病院皮膚科、愛媛大学薬

理学、徳島大学薬学科臨床薬理学、湘南鎌倉総合病院形成外科、日本赤十字社医療センター 

アレルギーリウマチ科 

国外：米国衛生研究所（NIH, Laboratory of Molecular Immunology）、英国ロンドン大学

（University College of London）、英国ロンドン大学（King’s College London）、米国トー

マスジェファーソン大学（Thomas Jefferson Univ.）、ドイツボン大学皮膚科（Universität 

Bonn）。 以上、学外で人的派遣交流実績のある研究室のみ紹介した。上記以外にも学内、

学外に多くの共同研究施設有り。 

 

9．女性の医師への対応について 

 本人の都合、希望を最大限尊重している。休職後の復帰も歓迎している。復帰はまずは

大学病院医科診療医として勤務する場合、まずは非常勤医師として大学外来での研修と週
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一回程度の臨時の診察のみから始める場合などがある。 

 

10．専門医研修後の進路について 

 大学病院医科診療医、助教あるいは関連病院皮膚科医師（常勤枠）として採用される。

希望に応じて大学院に入学し、研究主体の生活を送ることもできる。 

 

11．大学医局に関する情報（研究室の構成） 

(1) 所属医師数 

総数： ２６名   

男性： １１名 女性： １５名 

教授以外の教員： ８名 医科診療医： １１名 

大学院生（夜間）： ５（３）名 非常勤医師： ４名 

 

(2) 各研究室の構成 

研究室名 専門分野・研究テーマ チーフ名(職名) 
構成人

数 

細分化してい

ません 

蕁麻疹・アトピー性皮膚炎の疫学および病

態形成機序の研究、バイオセンサー 
秀 道広（教授） １２ 

 
ヒト汗抗原の解析と新しいスキンケア技術

の研究 
平郡隆明（講師） ７ 

 
食品多糖類によるアトピー性皮膚炎発症予

防機序の解明と食品開発 
平郡隆明（講師） ７ 

 
表面プラズモン共鳴を利用したバイオセン

サーの開発 
柳瀬雄輝（助教） ６ 

 皮膚疾患の病理組織学的解析 信藤 肇（准教授） ３ 

 創傷治癒・皮膚再生医療に関する研究 河合幹雄（助教） ３ 

 

 (3) 教室スタッフ 

教授 秀 道広 

准教授 信藤 肇（医局長） 

講師 平郡隆明 

助教 
河合幹雄（病棟医長）、田中暁生、田中麻衣子（外来医長）、岩本和真、中村吏江、

森桶聡、柳瀬雄輝 

医科診療医 
柳瀬哲至、菅 崇暢、稲束有希子、髙坂卓馬、松尾佳美、木矢絢子、 

岡本真由美、平川佳葉子、水野隼登、渡部茉耶、水野麻紀 

大学院生 栁瀬哲至、平郡真記子、菅 崇暢、髙坂卓馬、横林ひとみ、 

非常勤医師 鍋島裕紀子、戸田さゆり、入福令子、静川寛子 

  



 5 

(4) 教室の特色 

 常に新しいものを見つけてゆく、それを全国に、さらには世界に発信する医局でありたい

と願っている。そのためには苦労もあるはずだが、その後の達成感を喜びとできる雰囲気と

なるようにしている。仕事の時間配分は各自のペースに任せている。したがって必ずしも夜

遅くまで強制的に残させることはしていない。医局員の多くは比較的遅くまで仕事をしてい

る傾向にあるが、あくまで自主的にやるべきことをこなしている結果である。医局員の人数

は決して多くはなく、年代の開きも少ないので、上下関係は厳しくはないが、お互いを尊重

して礼節は失わないようにとの注意はしている。レクリエーションや飲み会などの雰囲気を

みると仲の良さが保たれているようである。 

 

(5) 最近の教室入局者数 

 合計 広大卒(男） 広大卒(女） 他大卒(男) 他大卒(女) 

平成 21年度 ６名 ０名 ２名 ２名 ２名 

平成 22年度 ３名 ０名 ０名 ２名 １名 

平成 23年度 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 

平成 24年度 ４名 1名 ０名 ０名 ３名 

平成 25年度 5名 ０名 ０名 １名 ４名 

 

(6) 大学院への最近の進学状況 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

１名 ０名 ２名 １名 ２名 ０名 

 

(7) 大学院在学中の収入（年収） 
約４０万円／月×１２ （アルバイト等）   

 

(8) 大学院生の卒後の進路について 
 大学病院医科診療医、助教、関連病院医師として採用される。希望に応じて、また、

能力に応じて国内外の留学が可能である。 

 

(9) 教室の今後の展望 
 当教室は、特に皮膚アレルギーの領域でわが国をリードしてきた歴史と実績を持ち、

蕁麻疹・アトピー性皮膚炎では近隣地域のみならず、九州、四国、近畿地方以遠から

も受診があります。また、広島大学病院は、西日本地域の緊急被ばく医療ネットワー

クの拠点病院として位置づけられており、重症熱傷の治療は皮膚科医の大きな役割の

一つです。さらに、熱傷の他、近年増加しつつある糖尿病性壊疽などの虚血性皮膚疾

患のためにも、再生・創傷治癒への取り組みを新しい課題をしてとらえ、そのための

研究も行っています。将来的には、これらの分野のすべて、あるいはそれを越えて医

学に貢献する、大きな研究成果を生み出すことを目指しています。 

 このように多くの可能性を持つ教室ですが、ほとんどの教室出身者は定年前に開業

することもあって、関連病院を含めて人事は固定していません。また多くの病院から

医師派遣（推薦）の要望があり、まだまだ多くの新しい人材を必要としています。 
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(10) 教授等プロフィール 

秀 道広（ひで みちひろ）、56歳 

経歴： 

昭和 59 年広島大学医学部卒 

昭和 63 年同大学院卒後、米国NIH 留学 

平成 2 年～英国ロンドン大学 St Thomas’s Hospital 

平成 5 年～厚生連尾道総合病院皮膚科部長 

平成 8 年～広島大学医学部皮膚科助手 

平成 11～13 年 同 講師 

平成 12～13 年(財)ひろしま産業振興機構「組織再生プロジェクト」新技術エージェント（兼任） 

平成 13 年～現職 

平成 14 年～19 年 文部科学省知的クラスター広島バイオクラスター創生事業研究代表者 

平成 18 年～平成 20 年 広島大学医学部副学部長 

平成 20 年～ 広島大学医学部学部長補佐 

（～平成 25 年 3 月医学科教務委員長、平成 25 年 4 月～カリキュラム改革担当） 

平成 21 年～ 広島大学医学部ナノデバイス・バイオ融合科学研究所副所長（兼任） 

平成 22 年～ 広島大学医学部 卒後研修委員会副委員長 

 

専門： 

アレルギー性皮膚疾患（蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、ほか）。 

マスト細胞の活性化機序の解析。IgE 産生機序の解析と制御。バイオセンサー。創傷治癒・再生

医療。 

 

 

連絡先： 

連絡責任者：信藤 肇（医局長） 

連絡先 Tel： 082-257-5238 E-mail:  shindoh@hiroshima-u.ac.jp 

 Fax： 082-257-5237 URL: http://hiroshima-dermatology.jp/  

 


