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研修医時代

1978年6月4日
優美子様と結婚

1976年卒業京都大学医学部婦人科学産科
学教室に入局

邦文原著論文３本（筆頭著者２本）



倉敷中央病院時代

1978年倉敷中央病院
産婦人科に赴任

1980年第15回岡山県病院協会卓球大会にて団体優勝

邦文原著論文８本（筆頭著者４本）
総説論文１本



大学院時代

1981年4月京都大学大学院に入学

子宮平滑筋の発生、子宮筋腫を中心とする婦人科腫瘍に関する研究
英文原著論文６本（筆頭著者３本）、邦文原著論文３本、総説論文２本



医員・助手時代

1986年病棟医長時代 1987年日本癌治療学会にて北海道へ

＊1985年4月〜1986年10月 京都大学医学部附属病院 医員
＊1986年10月〜1991年12月
京都大学 婦人科学産科学教室 助手
婦人科病棟医長、副医長、産科病棟医長、副医長

英文著書２本、邦文著書２本、英文原著論文３７本（筆頭著者７本）、
邦文原著論文４６本（筆頭著者１１本）、総説論文１５本（筆頭著者５本）



アーカンソー医科大学留学時代

寮にてランチパーティー



講師時代

腫瘍研チーフとなり卵巣癌研究を推進

1993年1月〜1998年12月 京都大学 婦人科学産科学教室 講師

英文著書１本（筆頭著者１本）、邦文著書１６本（筆頭著者１４本）、英文原著論文４９
本（筆頭著者５本）、邦文原著論文２９本（筆頭著者６本）, 総説論文２０本（筆頭著者
１３本）



信州大学教授時代
1999年1月〜2007年9月

2005年日本産科婦人科学会
関東連合地方部会 会長

英文著書１０本（筆頭著者２本）、和文著書３６本（筆頭著
者２５本）、英文原著論文８５本（筆頭著者２本）、邦文原著
論文４６本（筆頭著者２本）
総説論文９８本（筆頭著者２７本）
学位指導１３名

長野県産科婦人科医会会長（1999年1月～2007年10月）

＊日本産科婦人科学会 代議員
＊日本婦人科腫瘍学会 評議員・代議員、
理事（2002年4月～） 、常務理事 （2002年8月～）
＊日本産婦人科手術学会 理事（2003年12月～）、
＊日本胎盤学会 評議員（2000年8月～）、理事（2002年2月
～）
＊日本臨床分子形態学会 評議員（2005年5月～）
＊Japanese Society for the Advancement of Women’s Imaging 
(JSAWI) 世話人（2000年6月～）



京都大学教授時代
2007年10月〜2016年3月

学会主催

2010年 第31回日本エンドメトリオーシス学会
2010年 第11回日獨産婦人科シンポジウム
2011年 第122回近畿産科婦人科学会
2012年 第9回日本婦人科がん分子標的研究会
2012年 第35回日本産婦人科手術学会
2013年 第2回アジア婦人科腫瘍学会ASGOワー
クショップ
2012年 第3回アジア婦人科腫瘍学会ASGO
2013年 第55回日本婦人科腫瘍学会
2014年 第22回日本胎盤学会
2014年 第32回日本絨毛性疾患研究会
2015年 第53回日本癌治療学会
2015年 第3回アジア臨床腫瘍学会FACO

2015年 第53回日本癌治療学会

会長講演「卵巣がん治療のゲノム個
別化を目指して」



研究業績

英文著書４本（筆頭著者２本）
和文著書４７本（筆頭著者２６本）
英文原著論文１７７本（筆頭著者１本）
邦文原著論文４１本（筆頭著者１本）
総説論文１４３本（筆頭著者３３本）

学位指導２２名
三瀬裕子、山口建、濵西潤三、高尾由美、近藤英治、最上晴太、堀内由佳、
藤井治子、藤井剛、姜賢淑、藤田浩平、山村省吾、吉岡弓子、堀江昭史、
安彦郁、千種義継、岡本尊子、Budiman Kharma 、奈倉道和、Jin Peng 、天野
泰彰、村上隆介



日本産科婦人科学会 理事長

学会活動

＊日本産科婦人科学会 代議員（～2009年3月）、
常務理事（2009年4月～2011年6月）、理事長（2011
年6月～2015年6月）、監事（2015年6月～）
＊日本癌治療学会 評議員（2007年7月～）、代議員
（2009年8月～）、理事（2007年10月～2013年9月）
＊日本癌学会 評議員（2008年1月～）
＊日本婦人科腫瘍学会 評議員・代議員、理事（2002年
4月～） 、常務理事 （2002年8月～2010年4月）、副理事長
（2010年5月～2011年4月）
＊日本産婦人科手術学会 理事、常務理事（2008年2月～）
＊日本産科婦人科遺伝診療学会 常任理事（2015年10月～）
＊日本周産期・新生児医学会 評議員（2010年7月～）
＊日本胎盤学会 評議員、理事
＊日本臨床分子形態学会 評議員、理事（2008年10月～）
＊Japanese Society for the Advancement of Women’s Imaging (JSAWI)
世話人、代表世話人（2010年9月～）

＊Asian Society of Gynecologic Oncology President Elect（2013年～2015年）
＊ International Gynecological Cancer Society Scientific Program Committee （2008年
〜2012年）、Finance Committee (2014年〜2018年)



2014年第18回松本賞を受賞 2014年ひまわり褒章個人部門賞を受賞
野田聖子会長から授与

受賞

名誉会員
Honorary Fellow, Korean Society of Gynecologic Oncology (2013)
Honorary Fellow, Korean Society of Obstetrics and Gynecology (2014)
Honorary Fellow, Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology (2015)

社会活動

＊日本医学会連合 理事（2015年5月～）
＊日本専門医機構 理事（日本専門医制評価・認定機構 2012年4月～）、副理事長
（2014年5月～）
＊日本がん治療認定医機構 理事（2012年6月～）

2016年 日本産科婦人科学会栄誉賞



2016年4月から
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 病院長

病院経営、社会活動、臨床、研究



小西教授に育てて頂いた京大産科婦人科 医局員たち
＊医員、修練医
2007年度 芦原 隆仁、浮田 真沙世、江本 郁子、松家 まどか、丸山 俊輔
2008年度 種田 健司、佐竹 由美子、川原村 加奈子、冨田 裕之、川口 浩実、山西 優紀夫
2009年度 安堂 有希子、上田匡、滝 真奈、高井 浩志、三瀬 有香、隅野 朋子、亀井 沙織、佐
藤 浩、山西 惠
2010年度 上田 優輔、寒河江 悠介、福岡 操、赤木 佳奈、松原 慕慶、山口 綾香、原田 文
2011年度 上村 のぞみ、中木 絢子、川村 洋介、小林 史昌、高松 士朗、多賀 敦子、水津 愛、
野溝 万吏、古田 希、安本 晃司、山ノ井 康二、村上 隆介
2012年度 家村 阿紗子、川田 悦子、仲野 明緒、中妻 杏子、高倉 賢人、森部 絢子、李 泰文、
前田 万里紗、堀川 直城、清川 晶
2013年度 藤井 温子、栄 智恵子、植田 彰彦、小林 弘尚、安田 枝里子、日野 麻世、中北 麦、
水野 林、今井 更衣子、浮田 真吾
2014年度 伊藤 拓馬、小原 勉、、神崎 優、鈴木 悠、東山 希実、平山 貴裕、渡辺 美恵、奥宮
明日香、北村 幸子、吉水 美嶺、佐藤 麻衣
2015年度 中川 江里子、井上 彩美、大須賀 拓真、小椋 淳平、菅 智美、上林 翔大、高 華、西
岡 咲輝、増田 望穂、松尾 恵利

＊准教授 松村 謙臣、＊講師 馬場 長、近藤 英治、越山 雅文、＊助教 濱西 潤三、吉岡 弓
子、堀江 昭史、山口 建、安彦 郁、杉並 興、江川 美保、伊尾紳吾、伊藤美幸


