
24 
 

外   科 
 
 

【消化器外科・移植外科（一般外科）】 
 

当科における初期研修について 

本診療科における研修は、一般外科研修として位置付けられる。 

一般外科とは、最も頻度の高い消化器ないしは腹部疾患を対象とする外科を指す。 

（参考；厚生労働省ホームページ、医師臨床研修に関する Q&A）。 

近年、並存疾患の多い高齢者の手術が多いこともあり、術前、術中、術後全身管理を集中的にベッドサ

イド中心に学ぶ。 

研修内容の主要骨子は以下の点である。 

１：基本的外科手技の習得 

 配属された疾患グループとは関係なく緊急および準緊急手術への参加。 

手技の習得機会のない研修医に対しては、希望に従い、ブタを用いた実践的手技の訓練を実施す

る。 

２：外科総論ミニレクチャー（下記参照） 

  １年を通し、プログラムとして行う。討論形式で行う。 

（例）消毒の歴史と今、電気メスの原理、地域における外科医師、外科輸液におけるサードスペース、

外科栄養学、訴訟からみた説明義務、腹腔鏡における CO2 など 

３：専門医による症例から見た外傷外科講義（複数回） 

４：積極的な学会、研究会発表 

旭川、道内にとどまらず、国際学会まで含めた、大きな学会も視野に入れている。 

 

１．基本研修体制 

１） 卒後臨床研修における外科部門は１年目の全研修医を対象とした選択必修課程で、外科で最低限

必要とする基礎知識及び外科周術期管理と基本手技の習得を行う。 

２年目の選択課程時には原則的に将来外科及び、subspeciality (消化器外科)に関連する分野を

目指す研修医のために、これらの手術管理、手術手技を実地で経験できる研修を行う。 

２） 消化器外科・移植外科担当の診療（研修）グループは、以下の２グループに分けられるが、全体

を研修指導責任者である古川博之が統括し、各グループは、以下のような研修指導者が責任を持

って指導にあたる。 

消化管グループ ： 長谷川公治、浅井慶子、庄中達也、谷誓良、宮本正之、大谷将秀 

肝胆膵・移植グループ ：松野直徒、川原敏靖、今井浩二、萩原正弘、髙橋裕之 

３） 選択必修課程の各研修医は別に定める期限までに研修担当責任者に研修したいグループの希望

を提出する。研修責任者は可能な限り希望に沿うよう、グループを振り分けるが、各グループの

最大枠は 2人とし、人数を上回る希望があるときは研修責任担当者間で話し合い決定する。 

４） 選択課程で外科を希望するものは研修センター、および各科の研修担当責任者に別に定める期限

までに、希望するグループと期間（最低１か月）を提出する。また、同様に選択課程での院外研

修で外科を希望するものは研修センターに別に定める期限までに申し出る。 

５） それぞれのグループに所属する時は、グループの属する診療科に所属するとみなし、各科の主治

医の一員とみなされる。 

 

2. 研修目標 

１） 外科疾患に対する基本的な知識と診断・治療能力を身につける。特に腹部救急疾患については手

術適応、周術期管理も含め診断能力を身につける。 

２） 外科治療患者の診察・診療時に全人的に接遇することができる。 

３)  基本的検査・治療手技および外科基本手術手技（消毒、皮膚切開、縫合、結紮、開胸、開腹、小

手術など）を修練する。ブタを用い、全身麻酔下での手技トレーニングも計画している。 

４） 疾患に応じた術前・術中および術後管理の基本的原則を習得する。 

① 正確に病歴、現症をとらえカルテに記載できる。 

② 的確なプレゼンテーションや、退院時サマリーの記載ができる。 

③ 術前の基本的検査 (一般血液生化学検査､心電図､呼吸機能､動脈血ガス分析､血液凝固機能検査､

胸部・腹部 X線写真 ) を実施し解釈ができる。 
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④ 消化管造影、内視鏡、血管造影、超音波検査を経験し結果の解釈ができる。  

⑤ CT、MRI などの画像診断の適応を決定し読影ができる。 

⑥ 中心静脈を含めた補液ルートを確保できる。 

⑦ 薬剤や血液製剤の投与量を計画し処方、指示ができる。 

⑧ 手術内容に応じた術前処置、周術期補液管理を計画し、実施できる 

⑨ 術後の人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、循環管理計画ができる。 

⑩ 外科におけるドレーン管理について理解する。 

⑪ 外科栄養管理について理解する。 

⑫ DIC、MOF、SIRS の診断、治療計画ができる。 

⑬ 消毒、抜糸、ドレーン、カテーテルの固定、抜去、創縫合及び外科小手術を経験し、理解できる。 

不足と感じる部分においては大型動物を用いて習得する。 

⑭ 肝移植の手術術式、免疫抑制療法を含む術前・術後管理を経験し、理解できる。 

⑮ 血液浄化法や、体外循環を理解し、重症術後管理の一貫として理解する。  

⑯ 術後の病理学的検査のための処置、説明ができ、結果を理解できる。 

⑰ 上級医の患者や家族への説明時に同席し内容を理解できる。  

⑱ 上級医の当直のサポートが行える。 

＊知識に関する項目については、理解力向上をはかるため講義形式を予定する 

５） 救命、救急に対処し、心肺蘇生や、急性腹症、出血などに対する迅速・確実な処置の基本的原則を

身につける。また、癌患者様に対する集学的治療に必要な基本的知識、技術を理解し、身につける。 

６） 末期患者様を人間的、心理的理解の上にたった緩和治療を理解し、身につける。 

７） チーム医療の一員として求められる資質を養う。 

８） 医の倫理に配慮した外科診療上の資質を身につけ、インフォームド・コンセントに関する理解を深

める。  

２年目の選択研修 

 上記の目標に加え、外科に関連するより高度な手術手技、術前・術後管理や検査手技に関する研修を行う。 

 

３. 研修スケジュール  

グループに所属して研修するが、科としてのスケジュール（太字）が優先される。 
 

消化管グループ  

 月 火 水 木 金 

午前 

ミニレクチャー 

教授総回診 

病棟回診 

手術 

症例検討会 

病棟回診 

術後透視 

病棟回診 

手術 

症例検討会 

病棟回診 

検査 

抄読会 

術後合併症 

カンファレンス 

病棟回診  手術

午後 
手術 

病棟回診・術後管理 

病棟回診 

疾患・術技レクチャー

手術 

病棟回診・術後管理
病棟回診 

手術 

病棟回診・術後管理

外来  
新患外来、再来 

ストーマ外来 
 新患外来、再来  

 

肝胆膵・移植グループ 

 月 火 水 木 金 

午前 

ミニレクチャー 

教授総回診 

病棟回診  

手術 

症例検討会 

病棟回診 

血管造影 術後透視 

病棟回診 

手術 

症例検討会 

病棟回診  

 検査 

抄読会 

術後合併症 

カンファレンス 

病棟回診 手術 

午後 
手術 

病棟回診 術後管理 

病棟回診 

疾患・術技レクチャー

手術 

病棟回診 術後管理

血管造影 

病棟回診 

手術 

病棟回診 術後管理

外来  新患外来、再来  新患外来、再来  

 

消化器外科・移植外科指導責任者  古川 博之  （教授） 

松野 直徒  （特任教授） 

川原 敏靖  （講師） 

長谷川 公治 （講師） 

今井 浩二  （講師） 

浅井 慶子  （講師（学内）） 
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庄中 達也  （助教） 

萩原 正弘  （助教） 

谷  誓良  （助教） 

宮本 正之  （助教） 

髙橋 裕之  （特任助教）  

大谷 将秀  （特任助教） 指導教員数計：12 名 

 

臓器別診療科長          古川 博之  教授 

 連絡先 TEL 0166-68-2503、FAX 0166－68-2193 

 ｅ－ｍａｉｌ     2ge@asahikawa-med.ac.jp      (消化器病態外科学分野事務) 
 

 

【血管外科】 
１．基本研修体制 

血管外科研修指導責任者（東信良）と４名の研修指導者（古屋敦宏、齊藤幸裕、内田大貴、菊地信

介）の指導、責任のもとで研修が行われます。研修医は上記いずれかの指導者が責任者であるチーム

に所属して、主治医の一人として活躍することになります。いずれのチームに所属しても経験する症

例の種類、内容に差がないように調整されています。チーム内のすべての患者を担当し、手術にも積

極的に参加して、指導医のもとで後述する血管外科診療を研修していただきます。術前、術後回診は

主治医として毎日行うことを原則とします。また、診療科内の症例検討会、循環器内科や麻酔科など

他診療科との合同カンファランスにも指導医とともに出席し、プレゼンテーションを行っていただき

ます。 

研修開始前に到達目標を設定し、研修中間時点で研修指導責任者と面談して進捗状況や問題点を協

議し、必要であれば研修内容の修正をおこなって、到達目標をクリアできるようチーム一丸となって

取り組みます。終了時には研修中に担当した症例の内訳と目標到達度を提出していただきます。 

 

２．研修目標・内容 

血管外科診療の特色・魅力は、①診断から治療までを一貫して扱い、②治療においては、open surgery

と endovascular treatment（血管内治療）の両者を使い分け、③腹部の大血管から四肢末梢血管、さ

らには、頚部や腹部内臓の血管疾患を経験することができる非常にユニークな診療科であります。 

外科治療は血管をいかにうまく処理するかが成否を分けることから、血管外科で血管の剥離や修復

の技術を習うことは、一般の外科医が恐れる血管を身近な存在とすることで、手術の習熟度が一気に

高まることを意味しています。一方、血管疾患やその背景因子の理解も重要な研修課題であります。

高齢化社会がますます顕著化することは、まさに血管病時代が本格化することにほかなりません。患

者の病態を的確に把握し、背景に持つリスクを見抜く力、それをもとに血管疾患の治療戦略を練る力

が養われることを期待しております。 

 

研修内容 

１） 対象疾患 

急性動脈閉塞疾患（四肢、内臓動脈など）、慢性閉塞性動脈疾患（閉塞性動脈硬化症、バージャー病、

血管炎類縁疾患など）、動脈瘤（腹部大動脈、内臓動脈、四肢末梢動脈）、静脈疾患（静脈瘤、深部

静脈血栓症など）、内シャント、血管外傷および医原性血管疾患、リンパ浮腫などを経験する。 

２） 習熟すべき診断、検査 

① 心臓、頚動脈エコー検査、末梢動脈ドップラー検査手技を知り、データについて理解する。 

② 心筋シンチグラフィー、冠動脈造影、CT 検査、MRA 検査が読影できる。 

③ カテーテルを用いた経皮的血管造影検査を単独でも実施できる。 

３） 習熟すべき手術手技と関連事項 

① カテーテルを用いた血管内治療（PTA）ができる。 

② 感染防止と術後感染予測や対処法を知っている。 

③ 動脈や静脈の剥離が的確にできる。 

④ 静脈瘤手術を執刀できる。 

⑤ 大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術の適応、手技、問題が理解できる。 

⑥ 大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術における大腿動脈確保およびグラフト内挿後の大腿

動脈縫合閉鎖を実施できる 

⑦ 人工血管と自家静脈グラフトの特徴を理解できる。 
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⑧ 血行再建術の術式を理解できる。 

⑨ 血管縫合の原則を理解し、末梢血行再建手術に参加して血管縫合を体験できる。 

４） 習熟すべき病棟での周術期管理 

① 血管外科の術前準備（輸血準備、持参薬剤、体位、代用血管の選択と静脈グラフトの質的評価、

術後安静度、透析の必要性、抗凝固療法など）が適確にできる。 

② 術前および術後検査データを理解し、その問題、対処法を指摘できる。 

③ 術後管理を通して、特に呼吸、循環系の変化、尿量、発熱などバイタルサインの変化を読み取

り、その原因を察知し正確に対処できる能力を養う。 

④ 静脈確保、心肺蘇生、気管内挿管、人工呼吸器装着ができる。 

⑤ 創傷治癒の良否が判断できる。 

⑥ 重症虚血肢における潰瘍治癒促進の方策が理解できる。 

⑦ 診療上の問題点を正しくプレゼンテーションできる。 

⑧ 診療記録をタイミングよく正しく記載できる。 

５） 医師としての基本的資質の獲得と修練 

① 患者と全人的に接遇し、正しく病歴のインタビューができる。 

② 看護師、検査技師、臨床工学技師などと臨床面で良好な関係を築くことができる。 

 

３． 研修スケジュール 

 月 火 水 木 金 

午前 
関連施設との症例テレカンファ 

病棟回診 

入院患者検討会

手術 

病棟回診 

抄読会 

血管造影 

病棟回診 

M&M カンファ 

手 術 

病棟回診 

術前症例検討会 

（心臓外科合同） 

血管造影 

病棟回診 

午後 

学生クルズス（研修医も指導

者として参加） 

フットケア回診 

循環器内科合同症例検討会 

手術 

術後管理 

グループ内術前 

症例検討会 

翌週手術申し込み 

手術 

術後管理 

手術 

血流検査 

麻酔科合同術前検討会

外来 
新患外来・再来血管外来 

血流検査外来 
 

新患外来・再来血管外来

リンパ浮腫外来 
 

新患外来・再来 

 

★韓国・アメリカとのインターネットカンファレンス：第４水曜日 7:30～8:30 

 

４． 臓器別診療科長 東  信良 （教授） 

研修指導者 東  信良 （教授） 

古屋 敦宏 （講師） 

齊藤 幸裕 （講師） 

内田 大貴 （助教） 

菊地 信介 （助教） 

 

５．相談窓口 

 研修内容については、研修者の意向・興味を尊重し、また、研修後の進路も鑑みて、カスタムメード

で調整させていただいております。お気軽に相談ください。 

 

連絡先 外科学講座（血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

 TEL 0166-68-2494  FAX 0166-68-2499   

e-mail : akoya@asahikawa-med.ac.jp (血管外科臨床研修担当：古屋敦宏)  

 

 

 

【心臓外科】 
１. 基本研修体制 

心臓外科研修指導責任者（紙谷寛之）および、５名の研修指導者（石川成津矢、中西仙太郎、伊勢

隼人、若林尚宏、田中千陽）の計６名の心臓血管外科専門医の指導、責任のもとで研修が行われる。

研修医は診療チーム（指導者の他外科学講座医員で構成）の一員として全患者を担当し診療を実践す

る。 

心臓血管外科志望者はもちろん、他の外科志望者にとっても外科専門医修得に必要な心臓大血管症

例と、術中、術後管理の経験が可能である。最低でも 3カ月以上の研修が望ましいが、志望する科や
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個人の事情により特定分野を短期間に重点的に担当することも可能である。（循環器内科志望者のペ

ースメーカー手技、等） 

 

２. 研修目標、内容  

先天性及び後天性心疾患、胸部大血管疾患に対する外科的、保存的治療の他、心停止例に対する

PCPS など人工心肺を用いた救急救命処置や手術を経験する。患者さんの信頼を得て、診療を遺漏な

く行うための知識と技量を修得すると同時に、多くのコメディカルに支えられるチーム医療の中心的

役割を担うための態度を身につける事が目標である。 

 

研修内容と到達目標 

① 日々の診療および、手術施行時の感染防御を修得、実践し、学生を指導できる。 

② 指導医の Informed Consent (IC)に立ち会い、学習するとともに、自身で検査や小手術の IC

を行い同意書を得ることができる。 

③ 各症例のカルテを記載し、カンファレンスでは中心的な役割を担って、関連診療科や、他科へ

のプレゼンテーションを施行し、また学生を指導して施行させることができる。 

④ 術前、術後に必要な検査をオーダーし、その結果を十分に理解し、学生に説明することができ

る。 

⑤ カンファレンスなどを通して、詳細な患者病歴や、検査結果、内服状況などの術前状態、詳細

な術式を把握して手術に臨み、学生やコメディカルに説明することができる。 

⑥ 皮膚切開や縫合、糸縛りなど手術基本的手技を研鑚し実施できる。各種カテーテルや、ドレー

ンの挿入、ブラッドアクセスの作成ができる。 

⑦ 手術助手として手術の進行状況を把握し、術者や、麻酔科医、人工心肺の操作技師、直接、間

接介助の看護師に必要、適切な助言、指示を行うことができる。 

⑧ 術後の呼吸、循環状態を把握し、呼吸・循環管理ができる。指導医の指示により、呼吸器の設

定、ＢＦや喀痰吸引、胸腔ドレーン挿入、気管内チューブの抜去、中心静脈の挿入、輸血、輸

液、循環期作動薬の投与を行える。必要な抗菌薬を投与できる。 

⑨ 術後の合併症や検査結果を把握し必要な指示、処置を行い、内服薬や飲水、食事、内服薬やリ

ハビリテーションを指示できる。 

⑩ 退院時に必要な指示を行い、退院時要約を記載できる。 

⑪ 症例をまとめ学会で発表し、論文として投稿する。 

 

３．研修スケジュール  心臓外科（外科学講座） 

 月 火 水 木 金 

朝 
ICU 申し送り 

心臓血管外科入院患者検討会 

抄読会 

ICU 申し送り
ICU 申し送り

ICU 申し送り 

医局連絡会 

心臓血管外科手術検討会 

ICU 申し送り 

午前 
病棟回診 

(手術) 
病棟回診手術 病棟回診 

病棟回診 

手術 
病棟回診 

午後 

病棟管理 

（手術） 

循内合同検討会 

科内患者検討 

小循検討会（１回／月） 

手術 

術後管理 

病棟管理 

学生指導 

科内手術患

者検討 

手術 

術後管理 

病棟管理 

（手術） 

麻酔科合同手術検討会

★M&M カンファランス（合併症カンファランス）：第２月曜日 15:30～16:30 

 

４． 臓器別診療科長 紙谷 寛之 （教授） 

研修指導者 紙谷 寛之 （教授） 

石川 成津矢 （助教） 

中西 仙太郎 （助教） 

伊勢 隼人 （助教） 

若林 尚宏 （助教） 

田中 千陽 （助教） 

 

連絡先 外科学講座 （心臓大血管外科学分野）  

TEL 0166-68-2494, FAX 0166-68-2499  

e-mail  kamiya@asahikawa-med.ac.jp  紙谷寛之 
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【小児外科】 
１，基本研修体制 

小児外科の研修は小児外科研修指導主任（宮本和俊）ならびに研修指導者（平澤雅敏）の指導責任

のもとで研修が行われる。朝回診から夕回診カンファレンスまでマンツーマン指導を行う。術前、術

中、術後、外来、往診、救急のすべてにかかわり積極的に参加する研修となる。カンファレンスでの

プレゼンテーション以外にも学会発表を行う。研修開始時には面接を行い、個々の希望を聞き目標の

設定を行う。一月ごとに達成の確認と評価を行う。最後に指導者、研修医相互に総括評価を行う。 

 

２，研修目標・内容 

＊一般目標 

  小児外科領域の疾患とその特性を認識し、手術を含めた診療を経験することで、初療ならびに小児

外科専門施設への転送ができるようにする。 

＊個別目標 

  Ⅰ 知識 ①想記：頻度の多い小児外科疾患につき説明することができる 

           鑑別診断を列挙することができる 

           ECMO につき説明することができる 

       ②解釈：小児の輸液を病態に応じ分析計算する 

       ③問題解決：小児の輸液プランを立てることができる 

  Ⅱ 技術 ①用手結紮ができる 

       ②腹腔鏡下の縫合結紮ができる 

       ③代表的手術でのシミュレーション手術ができる 

       ④ヘルニア手術の執刀と、マイナー手術の第 1助手ができる 

  Ⅲ 態度 ①子供とコミュニケーションをとることが重要であると認識する 

       ②介護者とコミュニケーションをとることが重要であると認識する 

 ＊評価     ①初回面接 

            ②形成的評価：一月ごと集団面接 

           ③総括的評価：研修最終週に集団面接 

＊ 小児外科に特異的な方略 

Ⅰ ミニレクチャー（20分＋討議 10 分程度）動画も可能 

      終了後に相互評価と感想を文書で残す 

      宮本担当①小児の輸液：総論 

          ②小児の輸液：症例別 

          ③小児のストーマ：（臍ストーマを除く） 

          ④急性虫垂炎手術 

          ⑤Hirschsprung’s disease 術式の変遷 

          ⑥女児鼡径部腫脹の鑑別診断 

          ⑦児童虐待と小児外科 

      平澤担当①ナビゲーション手術 

          ②臍ストーマ：適応・術式・合併症 

          ③腹腔鏡下噴門形成術の術式について 

          ④ECMO の理論と実際  

   Ⅱ スキルアッププログラム 終了後に相互評価と感想を文書で残す 

      宮本担当①糸結紮法、特に機械結紮について 

          ②手術シミュレーション：肥厚性幽門狭窄症 

       平澤担当①腹腔鏡下の縫合・結紮手技 

          ②手術シミュレーション：鼠径ヘルニア 

          ③手術シミュレーション：臍ヘルニア 
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３,週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 

午前 

朝回診 

外来 

（初診再来） 

入院手続き 

検査 

術前検討会 

朝回診 

手術 

術後管理 

朝回診 

外来 

（初診再来） 

入院手続き 

検査 

術前検討会 

朝回診 

手術 

術後管理 

朝回診 

外来 

（初診再来） 

 

午後 

諸検査 

夕回診 

スタッフミーティング 

手術 

術後管理 

夕回診 

諸検査 

夕回診 

手術 

術後管理 

夕回診 

往診診療 

術後検討会 

夕回診 

備考 抄読会 
スキルアップ 

プログラム 
ミニレクチャー 

スキルアップ 

プログラム 
ミニレクチャー 

 

４． 臓器別診療科長  宮本 和俊 （教授（病院）） 

研修指導者 宮本 和俊 （教授（病院）） 

平澤 雅敏 （講師（学内）） 

 

連絡先 外科学講座（血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

TEL  0166-68-2494  FAX 0166-68-2499 

        e-mail  miyamoto@asahikawa-med.ac.jp  （小児外科 宮本和俊） 

 

 

 

【呼吸器外科】 
１． 基本研修体制 

研修医は、担当医の一人として積極的に、日常診療、手術、術後管理に参加し、呼吸器外科として

の基本を身につける。また、診療科内の症例検討会、呼吸器センターにおける呼吸器内科との合同カン

ファランスに指導医とともに出席し、プレゼンテーションを行う。研修終了時には、外科専門医取得の

際にも必要となる担当症例の簡潔な要約を提出する。 

 

２． 研修目標、内容 

肺癌、転移性肺腫瘍、悪性胸膜中皮腫を中心とした悪性疾患と、自然気胸を中心とした肺嚢胞性疾

患や気管支拡張症、急性、慢性膿胸などの良性疾患、さらに縦隔腫瘍、胸壁、横隔膜腫瘍の症例を担当

している。特に近年、肺癌は罹患者数が増加の一途であり、呼吸器外科医の果たすべき役割が増大して

いる。また、胸腔鏡手術も積極的に取り入れている反面、気管支形成、肺動脈形成や胸膜肺摘除術等の

拡大手術も施行している。 

 研修目標としては 

1) 呼吸器疾患を経験し手術適応が判断できる。耐術能力の評価や術式を決定できる。 

2) 開胸、閉胸が可能となり、胸腔鏡の操作ができる 

3) 手術手技を学び、転移性肺腫瘍や気胸などの肺部分切除、胸膜、肺生検などの手術を執刀し、肺癌

手術の肺葉切除や肺区域切除の第一助手が可能となる。 

  4)  肺動静脈の処理、気管支閉鎖または気管支形成法を知っている。 

5) 術後管理で最も重要なドレーン管理（吸引圧の調節や抜去時期の決定）ができる。 

6) 遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）をはじめ、家族性腫瘍に対する知識を学ぶ。 

7) 感染防止と術後感染予測や対処法を知っている。 

8) 診療記録と退院時サマリーを的確に記載できる。 

 

３．研修スケジュール 

 月 火 水 木 金 

朝 病棟回診 病棟回診 病棟回診 
術前検討会 

病棟回診 
病棟回診 

午前 外来業務 手術 外来業務 手術 外来業務 

午後 手術 手術 手術 手術 手術 
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４． 臓器別診療科長 北田 正博 （教授（病院））  

指導責任者 北田 正博 （教授（病院）） （呼吸器外科専門医、指導医） 

研修指導者 石橋  佳 （助教） 

岡崎  智 （医員） 

 

連絡先 Tel 0166-69-3290  Fax 0166-69-3299 e-mail: k1111@asahikawa-med.ac.jp 

                                                 （呼吸器センター 北田正博） 

 

 

 

【乳腺外科】 
１． 基本研修体制 

 研修医は、担当医の一人として積極的に、日常診療、手術、術後管理に参加し、乳腺腫瘍外科として

の基本を身につける。また、診療科内の症例検討会、マンモグラフイー読影会でプレゼンテーションを

行う。研修終了時には、外科専門医取得の際にも必要となる担当症例の簡潔な要約を提出する。 

 

２． 研修目標、内容 

 乳癌を中心とした診療である。乳癌は罹患者数が女性がんのトップであり、乳腺外科医の果たすべき

役割が増大している。マンモグラフイー検診を含めた診断、手術、術後薬物療法まで広い範囲を担当す

ることとなる。 

 研修目標としては 

1) 視触診、マンモグラフイーの読影や超音波診断により、病状診断ができる。 

2) 超音波下穿刺細胞診や、Core Needle Biopsy、画像ガイド下乳腺組織生検（マンモトーム生検） 

等の確定診断手技を学び、施行できる。 

3) 乳房温存手術の適応診断ができ、術前全身治療の必要性や適応を判断できる。 

4) 整容性を考慮した乳房の手術やセンチネルリンパ節生検を執刀医として実施できる。 

5) 病理診断を基に、術後薬物療法を計画できる。 

6) 感染防止と術後感染予測や対処法を知っている。 

7) 診療記録と退院時サマリーを的確に記載できる。 

 

３．研修スケジュール 

 月 火 水 木 金 

朝 病棟回診 
病棟回診 

病理カンファランス 
病棟回診 

術前検討会 

病棟回診 
病棟回診 

午前 外来業務 手術 外来業務 手術 外来業務 

午後 手術 手術 手術 手術 手術 

 

４． 臓器別診療科長 北田 正博 （教授（病院）） 

指導責任者 北田 正博 （教授（病院））（乳腺専門医、乳腺指導医） 

研修指導者 平田  哲 （手術部教授、病院長）（乳腺専門医）  

石橋  佳 （助教）（乳腺専門医） 

岡崎  智 （助教） 

 

連絡先  Tel 0166-69-3290  Fax 0166-69-3299 e-mail: k1111@asahikawa-med.ac.jp 

                                                （乳腺疾患センター 北田正博） 

 

 


