
外科 教育プログラム



☑

大学病院や癌専門病院のような、より高いレベルの診療が行える複数名の専門医が在籍。
≪認定されている施設≫
日本外科学会 外科専門医制度修練施設、日本消化器外科学会 専門医制度 修練施設、日本大腸肛門学会 関連施設、
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設B、日本胆道学会認定指導医制度指導施設、日本膵臓学会指導施設

☑

☑

ロボット支援下による直腸・結腸切除術を施行している。
近日、ロボット支援下による胃切除術も導入予定。
従来型よりも操作性・機能性が向上した最新鋭機器『ダヴィンチXi』を設置。

定型的な外科手術に加え、超進行癌の切除、肝胆膵領域の手術など根治性を重視した
高難度拡大手術も実施。

若手から数多くの執刀経験ができる。（開腹・腹腔鏡手術）☑

外科

プログラムの特徴



／全手術件数／尾張西部1位

※（）内の数字は腹腔鏡手術数

外科

症例数

その他、疾患代表例・検査実績
昨対121%胃・十二指腸（良性） 肝臓疾患

胃・十二指腸（悪性） 胆道疾患（良性）
結腸（良性） 胆道疾患（悪性）

昨対146%結腸（悪性） 膵臓疾患 14件

直腸（良性） 肛門疾患 296件

昨対186%直腸（悪性）

昨対122%

鼠径ヘルニア 145件（115）

虫垂 緊急手術 316件

17件（9） 27件（11）
69件（38） 170 件（158）
29件（11） 11件（2）

107件（56）

3件（2）

54件（36）

120件（115）

※ダヴィンチ導入のため、赤字症例数が増加



外科

DATA（後期研修医の経験症例数）

専攻医執刀件数 指導医とのオペ率 専攻医育成実績

150例/年間平均 100％ ６名

数多くの執刀ができることが魅力です。専門医取得までは必ず指導医と
ペアでオペを行うため、安心して学ぶ機会があります。



外科

人員体制

医師人数

医師９名 : 専門医数４名 : 後期研修医数３名

指導医・専門医・認定医

日本外科学会専門医６名: 日本内視鏡外科学会 技術認定取得者 2名

日本外科学会指導医 ２名: 肝胆膵外科高度技能専門医1名

消化器外科学会 専門医４名

がん治療認定医４名

消化器外科学会 指導医３名

日本消化器病学会 消化器病専門医２名

肝臓専門医1名

日本胆道学会 認定指導医２名



外科

卒後年数 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

プログラム

８年目以降
のキャリア

一宮西
病院

外科専攻医研修 外科
専門医取得

消化器外科専攻医研修 消化器外科
専門医取得

がんセンター

外科キャリアパス（例）

連携
病院 一宮西病院

救急・外傷を経験！

臨床ハイボリュームを経験！

がん特化型で経験！

救急・外傷で有力な臨床病院

ハイボリュームセンター

腹腔鏡技術
認定医取得

肝胆膵高度
技能認定医

キャリアセンターが
希望に沿ったキャリアを

全力でサポート

一宮西病院の外科のキャリアは、7年（消化器外科専門医取得）まで



外科

外科研修プログラム

・卒後3年目は、基幹施設（一宮西病院）で、外科サブスペシャリティ領域を3か月ごとにローテーションします
・卒後4年目は、研修連携施設（愛知医科大学、聖路加国際病院、浦添総合病院、手稲渓仁会病院、聖マリア病院）に

6ヵ月以上研修を行います
・卒後5年目は、基幹施設で研修を行い、志望する分野にローテーションを行います。不足症例については、各科

をローテします。また外科サブスペシャリティ領域の専門医研修を始めることができます

3年目

4年目

5年目

基幹施設

基幹施設

基幹施設

連携施設

消化器
3か月

呼吸器
3か月

心臓血管外科
3か月

乳腺・内分泌
3か月

基幹施設（一宮西病院）
6か月

研修連携施設
6か月

基幹施設（一宮西病院）
消化器、呼吸器、心臓血管外科、乳腺・内分泌から選択

経験症例200以上
術者30例以上

経験症例350以上
術者100例以上

経験症例数卒後年数 研修内容



外科

到達目標

≪数値目標≫術者4-5件/月 第1助手 7－12件/月

鼠径ヘルニア根治術（腹腔鏡・開腹） 、虫垂切除術（腹腔鏡・開腹）、胆嚢摘出術（腹腔鏡・開
腹）、結腸切除術（腹腔鏡・開腹）、直腸前方切除術（開腹）、幽門側胃切除術（腹腔鏡・開
腹）、胃全摘術（開腹）、小腸部分切除術（腹腔鏡・開腹） 、人工肛門造設術・閉鎖術、イレウ
ス解除術、胃空腸吻合術（腹腔鏡・開腹） 消化管穿孔・腹膜炎に対する緊急手術（腹腔鏡・開
腹） 、CVポート造設術、リンパ節生検など

①手術助手経験を積み、解剖や手術手技、指導医とともに周術期管理を学ぶ。
②良性疾患・悪性疾患の開腹手術・鏡視下手術を執刀経験する。
③初診外来・癌サーベイランス・癌化学療法を理解し、経験する。
（病態を理解し、患者・家族に説明ができる。）
④外傷性疾患を含めた緊急疾患の治療法に対して指導医と相談し、適切な判断・対応ができる。
⑤担当した患者の外来・入院での緩和ケアを指導医とともに経験する。
⑥学会発表・論文執筆を行い、専門医資格取得に向けた準備をする。卒後

5年目

状態

手技



≪数値目標≫術者3-4件/月 第1助手 5－10件/月

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術、腹腔鏡下直腸前方切除術、腹腔鏡下直腸切除術、腹会陰式直
腸切除術、大腸全摘術（腹腔鏡・開腹） 、腹腔鏡下胃全摘術、脾摘出術、胆管空腸吻合術、膵体
尾部切除術（開腹） 、肝部分切除術（開腹） 、総胆管切開切石術（開腹）

外科

到達目標

①鏡視下・開腹下手術で指導医の下、主体性を持った手術ができるようになる。
②緊急疾患や周術期管理について指導の下、主体性を持った管理ができるようになる。
③学術総会やweb seminarでの発表機会を増やし、専門医資格取得に必要な点数を獲得する。

卒後
６年目

状態

手技

資格

外科専門医取得
[必須とされる最低手術経験数]
350例以上の手術手技（うち術者として120例以上の経験）
① 消化管および腹部内臓（50例） ② 乳腺（10例）
③ 呼吸器（10例） ④ 心臓・大血管（10例）
⑤ 末梢血管（頭蓋内血管を除く）（10例）
⑥ 頭頸部・体表・内分泌外科（皮膚，軟部組織，顔面，唾液腺，甲状腺，上皮小体，性腺，副
腎など）（10例） ⑦ 小児外科（10例）
⑧ 外傷の修練（10点）
⑨ 上記①～⑦の各分野における内視鏡手術（腹腔鏡・胸腔鏡を含む）（10例）



外科

到達目標

消化器外科専門医取得
[必須とされる最低手術経験数]執刀300例以上
①食道癌の手術 3例 （すべて助手でも可）
②胃癌の手術 10例 （術者5例以上を含む）
③結腸癌の手術 10例 （術者5例以上を含む）
④直腸癌の手術 5例 （すべて助手でも可）
⑤膵頭十二指腸切除術 5例 （すべて助手でも可）
⑥肝切除術 5例 （すべて助手でも可）
⑦腹腔鏡下胆嚢摘出術 10例 （術者5例以上を含む）
⑧腸閉塞の手術 5例 （術者3例以上を含む）
⑨急性汎発性腹膜炎の手術 5例 （術者3例以上を含む）

≪数値目標≫術者1－2件/月 第1助手 10-15件/月
腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術、残胃全摘術（開腹）、系統的肝切除術（開腹） 膵頭十二指腸切除
術、食道手術（開胸・開腹）

①初期研修医や後期研修医に対して基本的な手術手技を指導できるようになる。
②論文の著者経験があり、専門医資格の2段階目として消化器外科専門医受験ができるようになっ
ている。
③腹腔鏡下・開腹下手術の執刀ができる。指導医の指導の下、ロボット手術の助手（執刀）がで
きる。

卒後
７年目

状態

手技

資格



外科

到達目標

≪数値目標≫術者1－2件/月 第1助手5－10件/月

・肝胆膵外科
膵頭十二指腸切除術、膵体尾部切除術（腹腔鏡・開腹） 腹腔鏡下肝部分切除術、
系統的肝切除術（腹腔鏡・開腹を中心に執刀

・内視鏡外科
定型的手術に加え、技術認定医の取得したい領域を優先的に執刀してもらう

専門医
取得後 手技



育成に関して 今までは
1）“医療人”としての自覚・責任感 、“人間力”としての接遇・コミュニケーション能力をもった医師の育成。
2)多くの手術を執刀し（開腹・腹腔鏡）“手術ができる外科医”の育成。に力を注いできました。

今後は上記に加え
3)各種専門医・認定医資格の早期取得に向け、学会発表・論文作成ができる外科医の育成。
4)内視鏡外科技術認定医取得に向けたシステム構築（ビデオカンファレンス・シュミレーターでの練習・取得

希望手術の割り当て/手術メンバーの固定化）を目標に掲げ、外科医メンバー全員で取り組んでまいります。

専攻医として当院に入職し、現在医師9年目になります。
当院での外科研修・スタッフ経験を通じて予定手術・緊急手術を含む手術手技を中心とし、周術期管理・化
学療法・放射線化学療法・Conversion suregery・緩和ケア に至るまで、主治医として治療の主軸を考え、
治療することができるようになりました。
現在は内視鏡技術認定医取得に向けて大腸手術を中心にその他の臓器手術も執刀・助手経験を重ねています。
ただ自分が執刀医としてのスキルを上昇させ認定医を取得するだけでなく、後輩に技術・知識など全般的に
指導できるようになるのが今の目標です。

診療部⾧ 兼 外科部⾧ 笹本 彰紀

外科

教育体制

教育担当医 岩本 久幸



外科

スケジュール

時間帯 月 火 水 木 金 土

早朝 8:00～
8:30 抄読会

内科外科
合同カンファ

レンス

午前 8:45～
12:00

回診
手術/検査

回診/手術/ 検
査

総回診/手術/
検査

回診/手術/ 検
査

回診/手術/ 検
査

回診/手術/ 検
査

午後 12:00～
16:00

手術
検査/外来

NSTラウンド
手術

検査/ 外来
手術

検査/ 外来
手術

検査/ 外来
NSTラウンド

手術
検査/ 外来 検査/ 外来

夕刻 16:30～ 手術 手術
手術

中央検査
カンファ
(第3水曜)

外科 カンファ 手術



外科

専門医資格一覧

資格名 施設基準 卒後 備考
外科専門医 〇 6年目
消化器外科専門医 〇 7年目~ 3編の論文（うち1本は著者）

内視鏡技術認定医 〇 8年目~
内視鏡手術に関する論文
専門機関によるビデオ審査
内視鏡手術を指導できる

肝胆膵外科高度技能専門医 〇 10年目～ 7年の修練中に50例の肝胆膵手術経験・論文
専門機関によるビデオ審査

日本胆道学会認定指導医 〇
外科指導医 〇 10年目~ 5編の論文（すべて著者）
消化器外科指導医 〇 12年目~ 5編の論文（すべて著者）


