


専門分野 ： 肺高血圧症 
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  間質性肺疾患 
  睡眠時無呼吸症候群 
  呼吸器疾患の漢方医療 
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巽 浩一郎 

わたしたち千葉大学医学部呼吸器内科は千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科（臨床部

門）と千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学（研究部門）とが一体となり、診療と研

究そして教育に励んでいます。若い先生方には、われわれ同門の一員となることにより、

自分自身がより活躍できる場が広がることを期待しております。 

医療、医学は一人ではできません。そこにはHuman Chainの形成が必要と考えていま

す。その輪（和）の中で、一緒に21世紀に羽ばたきましょう。 

広範な呼吸器内科 
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スタッフからのウェルカムボイス 

2014年 千葉大学呼吸器内科 入院契機 

平成24年10月より千葉大学呼吸器内科に赴任し、昨年4月から病棟医長として、

副病棟医長や病棟医の先生方と入院患者さんの対応をしています。 

最近では、入院疾患も多岐にわたり、従来の肺高血圧症関連疾患や肺癌に対する化

学療法に加え、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患、さらには、呼吸器感染症と一般病院

と同じく、多くの呼吸器疾患を経験できます。 

大学病院の良い点は、病態の解明を如何に詰めていき、それを発表できるかにつき

ると思います。一症例を大事に吟味し、大学病院だからこそしていかねばならない検

査をし、さらに、そのような症例を積み重ねて臨床研究なども積極的に推し進めてい

ます。患者数に比べ、病棟医も多く、急性期・重症疾患を受け入れてもいますので、

幅広い知識と確かな技術を習得できます。皆さんも私たちとともに呼吸器臨床に参加

してみませんか。 

千葉大学医学部呼吸器内科講座は、巽浩一郎教授の強い指導力のもと、臨床・研

究・教育の各方面に力を注ぎ、千葉県～関東地域の呼吸器医療に貢献しようと皆で頑

張っています。 

呼吸器疾患は、感染症、腫瘍性疾患、循環器疾患など非常に広範な内科領域と関係

しており、これら呼吸器疾患を適切に診るためには、基盤として広い知識と臨床経験

が必要とされます。そのため当科では、その目標達成のための後期臨床研修プログラ

ムを用意しています。また、博士取得のための大学院進学や海外留学なども積極的に

支援しています。他大学出身の先生や女性医師も数多く、皆で雰囲気良く頑張ってい

ける環境です。当科に興味がある方は、いつでもご連絡お待ちしています。 



教育理念 

肺という臓器は呼吸を通じて外部と接触

しているため，様々な病原体やアレルゲン

などに曝露されるとともに，他の臓器と血

流やリンパ流を介して密接に関わっていま

す。そのため，呼吸器疾患を診療するため

には呼吸器疾患だけではなく，幅広い内科

の知識が必要となります。 

当科では呼吸器疾患を通じて，呼吸器の

スペシャリストであり，ジェネラリストで

ある医師を育成するよう努めています。 

研修プログラム ～ キャリアプラン 

入局後には，まずは関連病院で一般内科，呼吸器内科の知識・経験を積み，大学病院ではより専

門的な呼吸器疾患を経験し，大学院で研究を通じてより知識を深めます。 

大学院卒業後については勤務医，開業医，研究など様々選択肢があります。 



東京都 ： JR東京総合病院、JCHO東京新宿メディカルセンター、東京労災病院、 

日 産 玉 川 病 院 、 多 摩 総 合 医 療 セ ン タ ー 、 聖 路 加 国 際 病 院 、 

がん研有明病院、結核予防会複十字病院 

千葉県 ： 千葉労災病院、千葉医療センター、千葉東病院、千葉市立青葉病院、 

東千葉メディカルセンター、千葉メディカルセンター、千葉県がんセンター、

松戸市立病院、船橋中央病院、船橋医療センター、君津中央病院、 

済生会習志野病院 

神奈川県 ： 聖隷横浜病院 

静岡県 ： 沼津市立病院、浜松医療センター、聖隷浜松病院 

主な関連病院 

入局から後期研修開始までの流れ 



大学院 

大学院生 26名、研究員 5名 （2015年度） 

基本的には大学病院で1年間病棟医を経験した後に入学

します。基礎研究と臨床研究どちらも積極的に行ってお

り，希望を聞きながらどちらに進むか決めます。 

大学院2年目以降は研究に専念することが可能です。大

学院生の間、一度は海外(米国・欧州)の国際学会で発表

することを応援しています。 

様々な分野における基礎研究を行っております。特に、肺高血圧症・間質性肺炎・COPD

など難治性疾患の発症機序と治療に関する研究、また各種呼吸器疾患モデル小動物を用いた

肺再生医学・再生医療に関する研究などをテーマに、主に分子生物学的手法を用いた実験を

行っています。 

基礎研究は、膨大な時間と労力を必要とし、大変なことも多いですが、優れた成果がでた

ときの感動は何ごとにも代えがたいと思います。  

大学病院での診療を通じて、臨床研究を精力的に行っております。肺循環障害・間質性肺

炎・COPD・睡眠時呼吸障害に対する診断・治療に関する研究、胸部CT画像診断に関する研

究、胸部悪性腫瘍（肺癌・胸膜中皮腫）の診断・治療（遺伝子治療）に関する研究など、幅

広い領域の研究を行っております。実臨床で抱いた疑問を解決するような臨床研究を行える

ようサポートしています。 

留学 

主に米国の大学を中心とした研究施設に留学していま

す。近年ではNIH（ワシントン）、ネブラスカ州立大学

医療センター、コロラド大学、ウィスコンシン大学など

に研究留学をしています。2015年度7月よりカリフォ

ルニア大学ロサンゼルス校に留学を予定しています。 

基礎研究 

臨床研究 



1. 救急疾患からプライマリーケア（緩和を含む）もできる 

ジェネラリストかつ呼吸器スペシャリストの育成を心がけています。 

→  肺炎（感染症）、COPD（呼吸生理）、喘息（アレルギー）、間質性肺炎（免疫）、

肺塞栓症（肺循環）、肺がん（腫瘍）、緩和ケアなど様々な症例を通して、多彩な病

態を学ぶことが出来ます。豊富な臨床経験に裏付けられた医師の育成を目指していま

す。 

3. 常に関連・関連外病院から 

呼吸器内科専門医の派遣要請があります。 
→ 人口の高齢化や生活習慣の変化に伴い、肺炎、COPD、肺がんをはじめとする呼吸疾

患患者が急増しています。プライマリーケアと呼吸管理が出来る呼吸器内科専門医が

ますます必要とされています。 

4. 毎年平均8人くらいの新規入局者がいます。（他大学出身者も多数） 

→ 2015年は6名、2014年は15名、2013年は9名、2012年は6名の入局者を迎え、そ

れぞれ関連病院での研修や大学院での研究に励んでいます。 

5. 本人の希望に合わせた研修・進学・勤務を応援します。 

→ 後期研修先については当科の関連病院から入局者の希望、経験、興味のある疾患に合

わせて紹介できるよう配慮します。 

→ 後期研修後の進路は、当科大学院博士課程を中心として、基礎系博士課程への進学、

あるいは専門性の高い病院、地域中核病院での更なる臨床研修、国内外の研究施設へ

の留学など幅広い選択肢を提供しています。 

6. 仕事と家庭が両立できる職場環境づくりに取り組んでいます。 

→ 結婚、妊娠・出産、子育てを含め、ライフスタイルに合わせた職場環境づくりを応援

しています。 

2. 昭和44年1月から呼吸器内科の単科の教室として独立し、 

以後多くの同門の呼吸器内科医を輩出しています。 

→ 呼吸器内科単科の教室として全国で初めて設立した教室であり、長い歴史とともに多

くの呼吸器内科医師の育成に努めてきました。 

→ 同門の医師も300人に及び、千葉県を中心とした多くの関連病院があります。 



後期研修の実際 

当科では3年目から関連病院での後期研修が始まります。初期研修医と異なり主治医として入院

患者さんを受け持つだけではなく，外来(一般内科外来や呼吸器内科専門外来)，気管支鏡検査，救

急外来などにも積極的に関わることになります。 

病棟業務に携わる時間が長く取れるので、入院患者さんとじっくり向き合うことができます。

日々な経験を通して、いろいろな事ができるようになるのもこの時期です。後期研修で経験した

ことが将来の医師像を決めると言っても過言ではありません。。 

後期研修での一週間のスケジュールの一例 

将来の専門として、悪性腫瘍や感染症・肺
循環・膠原病など幅広い知識を身につけら
れる呼吸器内科を志望し、医局の雰囲気や
関連施設の豊富さから千葉大学呼吸器内科
に入局させて頂きました。 
現在は東京労災病院の先生方に指導を受け
ながら、呼吸器内科医として日々研鑽を積
んでいます。 東京労災病院 後期研修医 

岡谷 匡 先生 
（千葉大学 平成25年卒） 



大学院2年 

松村 茜弥 先生 
（北海道大学 平成21年卒） 

北海道での初期研修終了後、千葉大学呼吸器内科の関連病院である

君津中央病院で後期研修をしていましたところ、お誘いの声をかけて

いただき、入局する運びとなりました。 

出身大学ではないことへの不安もありましたが、温かい雰囲気で迎

えていただき、診療・研究に取り組んでいます。 

現在は主に肺高血圧症の画像解析の研究を行っています。呼吸器内

科と循環器領域は密接な関係があり、千葉大学呼吸器内科で働いてい

ると、実臨床で両方の結びつきを考えて取り組む姿勢が身につくので、

世界が広がると思います。 

大学院1年 

山本 慶子 先生 
（帝京大学 平成21年卒） 

私は一度医学部以外の大学を卒業してから医師になりましたが、慢

性期から急性期まで幅広く診ることができる分野を志望し、呼吸器内

科を選びました。初期研修終了後は３年間関連病院での研修の後、昨

年度は大学で研修させていただきました。今年度からは大学院に入学

し、呼吸器疾患の画像解析を中心とした研究を開始し、研究において

も非常に丁寧に指導してもらっています。 

どの病院でも、知識豊富で前向きで教育熱心な指導者に恵まれ、確

かな知識と技術を学ぶことができ、充実した日々を過ごすことができ

ます。是非一緒に働きましょう。 

千葉大学病院 後期研修医(病棟医) 

鈴木 優毅 先生 
（岐阜大学 平成22年卒） 

千葉県内の呼吸器内科診療に貢献したいと考え、千葉大学へ入局し

ました。3年間市中病院でcommon diseaseを学び、現在は呼吸器内

科4年目として病棟医を勤めています。 

千葉大学呼吸器内科は皆さん非常に仲がよく、明るい雰囲気で日々

診療を行っています。肺高血圧症など肺循環疾患を通じて専門の先輩

医師のアドバイスを受けながら循環動態と肺機能の関わりを深く学び、

間質性肺疾患、難治性気管支喘息、悪性腫瘍、睡眠時無呼吸症候群な

ども多く診療しています。 

また病棟医を監督する病棟医長・チームリーダーとも非常に相談し

やすい環境です。ここでしか学べないものが必ずあります。興味のあ

る方は是非一度見学にいらして下さい。 

先輩たちからのメッセージ 



呼吸器内科設立当初から肺循環領域に

力を入れており、現在は田邉教授を中心

に肺高血圧症の診療・研究を積極的に

行っています。 

その臨床・研究成果は国内外の学会で

発表されており、肺高血圧症の診療・研

究では常にリーダーシップをとってきま

した。 

関連病院だけではなく、関連外病院で

研修している医師でも肺循環に興味を持

ち、当科を訪れています。 

千葉大学大学院 
先端肺高血圧症医療学寄附講座教授 

田邉 信宏  

助教 

杉浦 寿彦 先生 
（千葉大学医学部 平成15年卒） 

肺循環 

2014年10月、巽教授を

学会長として第2回日本肺

高血圧学会学術集会を主催

しました。 

「市民公開講座」を組み

入れ、患者さんからの声を

臨床に活かす努力もしてい

ます。 

第2回日本肺高血圧学会学術集会 

〈肺循環チーム〉 〈右心カテーテル検査〉 



以下のような希少疾患についても診療・研究を行っています。 

オスラー病（遺伝性出血性毛細血管拡張症） 

オスラー病（遺伝性出血性毛細血管拡張症）の診療および治療につ

いての拠点病院となっています。 

肺胞蛋白症に対するGM-CSF吸入療法、全肺洗浄の拠点病院と

なっています。 

肺胞蛋白症 

血管内治療 

昨年度は肺動静脈瘻に対するコイル塞栓（10例）、喀血に対する

気管支動脈塞栓（10例）、下大静脈フィルター挿入抜去（20例）、

経皮的肺動脈形成術（2例）など、血管内治療についても豊富な経

験を持っています。 

〈肺動静脈瘻に対するコイル塞栓術〉 

稀少疾患 

当院は肺移植施設として2014年から実際に肺移植が行われてい

ることもあり、呼吸器外科と連携しながら、移植適応評価、移植後

のフォローアップ、肺移植後の検体を用いた研究を行っています。 

肺移植 

治療後 治療前 

治療後 治療前 

〈喀血に対する気管支動脈塞栓術〉 



カンファレンスでは診断・治療に難渋する症

例に対して、教授をはじめ各専門の先生方から

多くのアドバイスをきくことができます。 

若手医師も積極的に意見を述べています。 

気管支鏡検査以外にも右心カテーテル検査、

心エコー、呼吸抵抗検査などの各種検査を

行っており、指導医から丁寧な指導を受け、

確かな技術を習得することができます。 

気管支鏡検査は週3回に加え、緊急でも

行っています。EBUSや気道狭窄に対するス

テント留置など多くの経験を積むことがで

きます。 

千葉大学呼吸器内科の診療・研究の一部をご紹介します。 

興味を持ったら身近な医局員にお気軽に声をかけてみて下さい。 



臨床と並行して、基礎研究にも力を入れて

おり、指導医とともに大学院生が日々実験に

励んでいます。 

国内の学会にとどまらず、American 

Thoracic SocietyやEuropean Respiratory 

Societyなど国際学会への参加も積極的に

行っており、グローバルに活躍できる医師を

育成していきます。 

 

女性医師も多く、結婚や育児などそれぞれ

のライフスタイルに合わせて診療や研究が可

能です。 

European Respiratory Society Munich 2014 

指導医をはじめとした呼吸器内科のスタッ

フだけでなく、ともに医療現場を支える看

護・薬学・リハビリのスタッフとも懇親会や

忘年会を通じて、親睦を深めています。 

 



千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 

医局説明会案内は呼吸器内科のホームページに掲載します。 

質問や見学なども常時受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。 

研修プログラム責任者・連絡先 

科長 巽 浩一郎 tatsumi@faculty.chiba-u.jp 

医局長 寺田 二郎 jirotera@chiba-u.jp 

TEL : 043-222-7171 内線 5471、5472、5473 

呼吸器内科医局
2F 

呼吸器内科外来 
2F 

http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/respir/ 


