
 

大阪大学医学部麻酔学講座（大阪大学大学院医学系研究科麻酔集中治療医学講座） 

年表（1965 年開講より 2015 年開講 50 周年まで） 

（敬称略） 

 

1965.10.1 大阪大学医学部麻酔学講座開講 恩地 裕 教授、宮﨑 正夫 助教授、吉川 清 講師、美馬 昂、

土井 康司、小田 武雄、吉矢 生人 計 7 名で発足（恵済

団食堂で記念昼食会） 

インターン拒否運動活発化。国

試ボイコット運動強まる。 

1966 大阪大学医学部麻酔科 高折 益彦 講師 着任（ピッツバーグ大学より） 

小栗 顕二、奥村 福一郎、洪 仁仵着任 

麻酔科外来（ペインクリニッ

ク）開設 

1966 京都府立医科大学麻酔科 宮﨑 正夫教授就任  

1967 大阪大学医学部附属病院特殊救急

部開設 

恩地 裕 部長（兼任）・美馬 昂（兼務）、戸崎 洋子 恩地 裕 ら「高圧酸素療法」出

版 

1967 大阪大学医学部麻酔科 上田 一作 助教授 着任（国立がんセンター麻酔科より）  

1967 大阪逓信病院（現 NTT 西日本大

阪病院）麻酔科 

田中 敏行 部長  

1968.1 ユタ大学医学部麻酔科 上田 一作 助教授 阪大麻酔科より赴任  

1969.4 大阪府立病院（現 大阪府立急性

期・総合医療センター）麻酔科開

設 

美馬 昂、黄 健周 赴任、後に岸 義彦、森 隆比古 

研修医を積極的に受け入れ、多数の麻酔科医を輩出した 

 

1970 大阪府立成人病センター麻酔科 天方 義邦（エール大学より）  

1971.9 川崎医科大学麻酔科開設 高折 益彦 教授就任  

1972.7 星ヶ丘厚生年金病院麻酔科開設 北村 征治 赴任(～1976.7)  

1973.10 京都府立医科大学麻酔科 小栗 顕二 助教授赴任  

1974.4 大阪大学医学部附属病院集中治療

部開設 

吉矢 生人 副部長、島田 康弘（ロサンジェルス小児病院

より）、田中 一彦（第 1 外科より）、戸崎 洋子（麻酔科よ

り出向）の 4 名で 24 時間体制の診療を開始 

 

1975 大手前病院麻酔科開設 天方 義邦部長赴任  

1975 大阪府立成人病センター 麻酔科 美馬 昂 部長就任  

1975.4 西宮市立中央病院麻酔科開設 木内 淳子 赴任  

1976 大阪逓信病院（現 NTT 西日本大

阪病院）麻酔科 

寺島 銀之助 部長  

1977.4 滋賀医科大学麻酔科開講 天方 義邦 教授  

1977 川崎医科大学救急医学講座 小濱 啓次 教授就任  

1977.5 国立循環器病センター（現 国立循

環器病研究センター）麻酔科開設 

岸 義彦（センター開設準備室）  

1977.7 阪南中央病院麻酔科開設 洪 仁仠 赴任  

1977.4 

 

大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科開設 

美馬 昂 部長就任  

1978.4 大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科 

石橋 俊元 部長就任  

1977 大阪大学医学部麻酔科 全 世雄 教授（visiting professor より)  

1978 大阪大学医学部麻酔科 恩地 裕 教授退官  

1978 香川医科大学 恩地 裕 副学長兼病院長就任  

1978-1982  

 

大阪市立小児保健センター麻酔科 木内 恵子（1978.10、ロサンジェルス小児病院より）  

1979 大阪大学医学部麻酔科 吉矢 生人 教授就任  

1979 大阪府立成人病センター 麻酔科 吉川 清 部長就任  

1980.3 滋賀医科大学手術部 北村 征治 助教授 赴任  



1981.9 

 

大阪府立母子保健総合医療センタ

ー麻酔科開設 

岡 憲史赴任 

 

 

1982.1 

 

奈良県立医科大学麻酔科 

 

畔 政和  助教授赴任（国立循環器病センターより）  

 

1982.8 国立刀根山病院麻酔科開設 松原 陽子 赴任  

1982 済生会中津病院麻酔科開設 根岸 孝明 部長赴任  

1983 香川医科大学麻酔救急医学講座開

設 

小栗 顕二 教授（京都府立医科大学より）  

1983.7 大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科 

小田 武雄 部長就任  

1983.7 大阪警察病院麻酔科開設 安部 和夫 部長赴任  

1984.4 関西労災病院麻酔科開設 天野 勝   部長赴任  

1984.7 箕面市立病院開設 後明 郁男 赴任  

1985 名古屋大学医学部麻酔科 島田 康弘 教授就任  

1985 市立豊中病院麻酔科 澄川 耕二 部長赴任  

1985 西宮市立中央病院麻酔科 稲垣 善三 医長就任  

1987 西宮市立中央病院麻酔科 福井 聖 医長就任  

1987.5 NTT 西日本大阪病院 麻酔科 榎本 晴夫 部長就任  

1988 西宮市立中央病院麻酔科 柴田 政彦 医長就任  

1998.8 市立豊中病院 麻酔科 富 勝治 部長就任  

1988.7 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー麻酔科 

太城 力良 部長就任  

1989 横浜市立大学医学部麻酔科 奥村 福一郎教授就任（国立循環器病センターより）  

1989.8  日生病院麻酔科開設 木内 淳子 部長赴任  

1989.8 阪南中央病院 麻酔科 川口 正朋 部長就任  

1990.7 阪南中央病院 麻酔科 福井 聖 部長就任  

1991 国立大阪病院（現 国立病院機構大

阪医療センター）麻酔科 

竹田 清   部長就任  

1992 長崎大学医学部麻酔科 澄川 耕二 教授就任  

1993 西宮市立中央病院麻酔科 内田 貴久 医長就任  

1993.7 市立堺病院麻酔科開設 青木 基彰 赴任  

1993.7 市立池田病院麻酔科開設 道山 琴美 部長赴任  

1994.1 兵庫医科大学麻酔科 太城 力良 教授就任  

1994 大阪警察病院麻酔科 佐々木 繁太 部長就任  

1994 大阪府立成人病センター 麻酔科 岸 義彦 部長就任  

1994.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー麻酔科 

北村 征治 部長就任  

1995 滋賀医科大学麻酔科 野坂 修一 教授就任  

1995 名古屋大学医学部救急科 武澤 純   教授就任  

1995.5 奈良県立医科大学麻酔科 古家 仁   教授就任  

1995 多根総合病院麻酔科開設 美馬 昂   副院長就任  

1995.7 市立芦屋病院麻酔科 前田 倫  部長赴任  

1995.7 大阪船員保険病院（現大阪みなと

中央病院）麻酔科 

川原 玲子 部長就任  

1997 大阪大学医学部附属病院総合診療

部 

吉矢 生人 教授就任  



1997 市立池田病院 麻酔科 川口 正朋 部長就任  

1998.1 愛染橋病院麻酔科開設 戸崎 洋子 部長赴任  

1998.2 大阪船員保険病院（現大阪みなと

中央病院）麻酔科 

稲垣 喜三 部長就任  

1998.4 大阪府立急性期・総合医療センタ

ー 麻酔科 

森 隆比古 部長就任  

1998.7 阪南中央病院 麻酔科 早助 弓子 部長就任  

1999 大阪大学医学部麻酔科 眞下 節   教授就任  

2000 桜橋渡辺病院麻酔科 安部 和夫 副院長就任  

2001.7 日生病院 麻酔科 川原 玲子 部長就任  

2000.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー麻酔科 

木内 恵子 部長就任  

2000.6 国立病院機構大阪医療センター 

麻酔科 

岡田 俊樹 部長就任  

2000.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー 

北村 征治 副院長就任  

2000.4 近畿中央胸部疾患センター 麻酔

科 

大住 壽俊 部長就任  

2001 国立函館病院（現国立病院機構函

館病院） 

公文 啓二 病院長赴任（国立循環器病センター外科系集

中治療科より） 

 

2001.6 東宝塚さとう病院 高折 益彦 名誉院長就任  

2001.7 大阪船員保険病院（現大阪みなと

中央病院）麻酔科 

木内 淳子 部長就任  

2002 星ヶ丘厚生年金病院（現 星ヶ丘医

療センター） 

吉矢 生人 教授退任後就任（病院長）  

2002.4 大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科 

萩平 哲 部長就任  

2002.7 藤田保健衛生大学麻酔科 竹田 清   教授就任  

2003.7 大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科 

岡田 俊樹 部長就任  

2003.1 大阪中央病院麻酔科 堺 登志子 部長赴任  

2003 宝塚市立病院集中治療救急室 妙中 信之 副院長赴任（後に病院長、病院事業管理者）  

2003.7 国立病院機構大阪医療センター 

麻酔科 

平田 隆彦 部長就任  

2003.7 宮城県立こども病院麻酔集中治療

科 

谷口 晃啓 部長就任   

2004.1 徳島大学医学部救急集中治療部 西村 匡司 教授就任 2004.4 医師臨床研修制度改定 

2004.4 愛染橋病院 麻酔科 福光 一夫 部長就任  

2004.4 NTT 西日本大阪病院 麻酔科 瀬川 良雄 部長就任  

2005 西宮市立中央病院麻酔科 前田 倫 医長就任  

2005 箕面市立病院 麻酔科 富 勝治 部長就任  

2005.1 鳥取大学医学部麻酔科 稲垣 喜三 教授就任  

2005.4 済生会中津病院 麻酔科 辻本 三郎 部長就任  

2005.7 市立芦屋病院 麻酔科 柴田 政彦 部長就任  

2005.7 市立豊中病院 麻酔科 高田 幸治 部長就任  

2006.7 大阪府立羽曳野病院（現 大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター）

麻酔科 

高内 祐司 部長就任  

2007 大阪大学大学院医学系研究科疼痛

医学寄附講座 

柴田 政彦 教授就任  



 

 

2007.4 市立芦屋病院 麻酔科 多田 仁彦 部長就任  

2007.4 近畿中央胸部疾患センター 麻酔

科 

山崎 登自 部長就任  

2007.7 関西労災病院麻酔科 上山 博史 部長就任  

2008 名古屋大学医学部麻酔科 島田 康弘 教授退任  

2008 市立池田病院 麻酔科 橋本 典夫 部長就任  

2008.4 国立病院機構大阪医療センター 

麻酔科 

岡田 俊樹 部長就任  

2008.4 済生会中津病院 麻酔科 岩倉 健夫 部長就任  

2009 箕面市立病院 麻酔科 西原 留奈 部長就任  

2009 大阪府立成人病センター 麻酔科 谷上 博信 部長就任  

2009.4 阪南中央病院 麻酔科 岸 義彦 部長就任  

2009.7 大阪船員保険病院（現大阪みなと

中央病院）麻酔科 

川口 正明 部長就任  

2010.4 近畿大学医学部奈良病院救命救急

科・救命救急センター 

公文 啓二 教授就任  

2010.4 徳島大学病院ER･災害医療診療部 今中 秀光 教授就任  

2010.1 大阪府立急性期・総合医療センタ

ー 麻酔科 

西村 信哉 部長就任  

2010.1 大阪府立急性期・総合医療センタ

ー 医療情報部 

森 隆比古 部長就任  

2010 多根総合病院 麻酔科 棚橋 識生 部長就任  

2011 市立池田病院 麻酔科 小野 まゆ 部長就任  

2011.4 大阪船員保険病院（現大阪みなと

中央病院）麻酔科 

久利 通興 部長就任  

2011 滋慶医療科学大学院大学 木内 淳子 教授就任  

2011 三重大学医学部分子病態学 島岡 要   教授就任  

2012 国立大阪南医療センター 竹田 清   教授退任後就任（副院長、１年後病院長）  

2012 市立豊中病院 眞下 節   教授退任後就任（総長、1 年後病院長兼任）  

2013.3 大阪大学医学部麻酔科 藤野 裕士 教授就任  

2013 済生会長崎病院 澄川 耕二 教授退任後就任（病院長）  

2013 箕面市立病院 麻酔科 橋本 典夫 部長就任  

2013.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー 集中治療科 開設 

竹内 宗之 部長赴任  

2013.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー 麻酔科 

谷口 晃啓 部長就任  

2013.4 大阪府立母子保健総合医療センタ

ー 

木内 恵子 副院長就任  

2013.4 国立大阪南医療センター 麻酔科 林 英明 部長就任  

2014 兵庫医科大学 太城 力良 教授退任後就任（副理事長、病院事業管理者）  

2014 森之宮医療大学 野坂 修一 教授退任後就任（教授）  

2014 桜橋渡辺病院 麻酔科 林 行雄 副院長就任  

2015 箕面市立病院 麻酔科 岡田 俊樹 部長就任  

2015.4 公立八鹿病院組合 富 勝治  組合管理者就任  

2015.4 吹田徳洲会病院麻酔科 西田 朋代 部長就任  

2015 大阪警察病院麻酔科 北 貴志 部長就任  

2015 佐世保市立総合病院 澄川 耕二 病院事業管理者件病院長就任  

2015 星ヶ丘医療センター 緩和ケア科 川原 玲子 部長就任   

2015.4 国立病院機構大阪医療センター 

麻酔科 

渋谷 博美 部長就任  


