
乳腺・内分泌外科 教育プログラム



乳腺・内分泌外科

プログラムの特徴

☑

☑

☑

☑

医局の縛りによるノルマや異動なし・アットホーム

市中病院だからこそ!
診断・手術・緩和ケア・検診などTotalで
患者さんを診察するスキルが身につく

連携施設（聖路加国際病院）への国内留学ができる

若手乳腺外科医の横のつながりが強固!
最新情報もキャッチアップできる
（名大・名市大・愛知県がんセンター・藤田・愛知医大）



年間オペ件数

178例

乳腺･内分泌外科では乳腺症、乳がんなどの乳腺疾患と手術適応のバセドウ病や甲状腺腫瘍など
の甲状腺疾患、副甲状腺疾患、副腎疾患を診療しています。

甲状腺・
副甲状腺疾患

良性22例
悪性 9例

乳腺

良性 27例
悪性131例

乳腺・内分泌外科

症例数



乳腺・内分泌外科

人員体制
指導医が各後期研修医に対し集中的に指導を行います。

乳腺･内分泌外科部⾧:
石黒 清介

乳腺･内分泌外科副部
⾧:
大久保 雄一郎

乳腺･内分泌外科副部
⾧:鈴木 瞳

若
手

指導医・専門医・認定医

日本外科学会外科指導医 5名（院内全体）:

日本乳癌学会乳腺専門医 3名（科内）

日本内分泌外科学会 内分泌・甲状腺外科専門医 1名（科内）

日本外科学会外科専門医 9名（院内全体）



乳腺・内分泌外科

教育体制

☑ 上級医の指導のもとで卒後３年目から実践!

• 外来に担当医として立つ

• 手術の執刀をメインで行う

• 薬物療法や緩和ケアも実践

☑ 学会発表、論文作成、ガイドラインの作成も
サポート!



乳腺・内分泌外科

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

専門分野

一宮西病院

外科専攻医研修
外科

専門医取得

乳腺外科専攻医研修
乳腺外科
専門医取得

各大学入局

一宮西病院

臨床ハイボリュームを目指す

がん特化型を目指す

学位取得を目指す

聖路加国際病院

がんセンター

聖路加
国際病院

マンモグラフィ
読影認定医

乳腺超音波
読影認定医

乳腺・内分泌外科医のキャリアパス（例）

※専門医取得後のキャリアもキャリアセンターが全力でサポート



乳腺・内分泌外科

聖路加国際病院

画像診断、抗がん剤治療、放射線治療、オペなどそれぞれの分野に精通したスタッ
フで業務を細分化。“ブレストセンター”として、乳がん診療に携わるスタッフが集
結し、1人の患者さんをみんなで診ていくというチーム医療の体制がある。メン
バーは抗がん剤治療を行う医師、乳腺外科医、放射線科医、形成外科医、専任看護
師、専門薬剤師、放射線治療医が協力し1人の患者さんを総合的に診療している。
【総手術数】974件
乳がん手術数（775件）／一期的乳房再建（115件）／良性腫瘤切除（60件）

〒104-8560 東京都中央区明石町9-1
病床数／520床
医師人数／乳腺外科スタッフ医師11名＋後期研修医3名

全国 位の症例数

（2021年度実績）
743件

聖路加国際病院について

研修プログラムの特徴

概要

- 米国式の医師臨床教育制度を日本で最初に導入した病院。
- 「屋根瓦方式」教育を行い、若手~ベテランまで何重もの構造で

教える体制が確立。
- キリスト教精神の下に患者の心と身体に寄り添う医療と看護を実践している。



乳腺・内分泌外科

到達目標

針生検やマンモトーム生検、エコーなどの画像スキルを磨くことができる
手術では、執刀医として指導医の監督下で術者経験を積める
学術集会での発表を行うことができる

卒後
3年目

診断・治療・経過観察まで一連の診療に責任を持ちコーディネートできる
読影認定医を生かした検診マンモグラフィ読影の中心を担うことができる
良性疾患の診断とマネージメントができる
検診や市民への疾患理解などの社会的活動の役割を担う
後輩の指導的立場としてアドバイスができる

卒後
4年目

薬物療法の担当医として腫瘍内科領域や緩和ケア領域のマネージメントができる
患者のニーズとEBMに応じた治療マネージメントとICのスキルを身に着けることができる
外来で初診患者を受け持ち、臨床・画像診断からの治療決定ができる
再発症例での⾧期治療や終末期医療の実践ができる
論文作成を行うことができる

卒後
5年目

研修医の指導・監督ができる
病理診断や画像診断の理解ができる。
学会で討論に参加し自分の意見を述べることができる
チーム医療の中心的役割を担うことができる
臨床研究を自ら計画し遂行できる

卒後
6･7年目



乳腺・内分泌外科

6年目到達目標（乳腺外科専門医取得）

疾患
病態

①悪性疾患として, 初発乳癌, 進行再発乳癌, Paget 病, 悪性葉状腫瘍につい
て, 診断から手術, 薬物療法, oncologic emergency への対応などの一連の
病態を経験あるいは理解し,治療方針の立案ができる。

② 良性乳腺疾患として, 乳腺症, 線維腺腫, 女性化乳房症, 思春期早発症,
副乳, 乳管拡張症, 乳汁漏出症, 周期性乳房痛（月経依存性）, 乳瘤, 急性乳
腺炎, 産褥乳腺炎, 乳輪下膿瘍, 乳管内乳頭腫, 乳頭部腺腫, 腺腫, 良性葉状
腫瘍を片寄りなく経験あるいは理解し,治療方針の立案ができる。

③ 遺伝性乳癌に関する遺伝カウンセリングを経験する必要がある。研修施設
でカウンセリングを実施していない場合は, 実施施設での研修(見学)を経験す
る必要がある。

診察
検査

①マンモグラムの読影 100 例
②乳房超音波の実施と読影 100 例
③乳房 MRI または CT の読影 20 例
④細胞診（穿刺吸引、擦過、分泌物等）あるいは 30 例

針生検（または吸引式組織生検）の実施
⑤病理組織診断の解釈 40 例
⑥遺伝カウンセリングの研修 2 例

乳腺外科
専門医



乳腺・内分泌外科

6年目到達目標（乳腺外科専門医取得）

乳腺外科
専門医

治療
処置

①乳腺疾患の診療に関するインフォームド・コンセント 30 例
②乳癌の内分泌療法 20 例
③乳癌の化学療法 20 例
④乳癌の分子標的療法 20 例
⑤乳癌の放射線治療の説明 10 例
⑥緩和医療 10 例
⑦Oncologic emergency の管理 5 例
⑧手術 100 例以上

Ⅰ乳腺腫瘍摘出術 術者または助手として 5 例以上
Ⅱ 乳腺膿瘍の切開排膿術 術者または助手として 1 例以上
Ⅲ 乳腺(乳房)部分切除術 術者として 20 例以上
Ⅳ 乳腺(乳房)全切除術 術者として 10 例以上
Ⅴ センチネルリンパ節生検術 術者として 20 例以上
Ⅵ 腋窩リンパ節郭清術 術者として 10 例以上
Ⅶ 乳房再建術 助手として 5 例以上



乳腺・内分泌外科

週間スケジュール

☑ 多職種カンファ 金曜日 16:00～
その週の新患、初発・再発例の治療方針について抄読会、学会発表の予行等

☑ 検診マンモグラフィ読影
ほぼ毎日10-30例（担当者と時間を合わせて行う）

月 火 水 木 金

早
朝

抄読会
検診マンモグラ
フィ読影
回診

回診 回診 回診 回診

午
前 外来 外来 外来 外来 外来

午
後 手術 手術 手術 手術 手術

夕
刻 多職種カンファ



乳腺・内分泌外科

乳腺・内分泌外科医の一日

外来診察
自覚症状での当日受診
当院or他院の検診要精査
乳癌診断後の紹介
他院からの精査
他科コンサルト
基本的には午前外来
メディカルアシスタントと看護師が付きます
画像:MG（トモシンセシスあり）US、CT、MRI、骨シンチ



乳腺・内分泌外科

手術

• 火曜PM、水曜AM/PM、木曜PM
• 執刀がどんどんできる!
• 乳腺、甲状腺、再建、良性手術
• 手術件数は右肩上がり



乳腺・内分泌外科

多職種カンファレンス

患者さんの治療スケジュールなど、
こまめに各部署のスペシャリストと
やり取りしながら決めていきます。

抗がん剤治療、放射線治療、緩和ケアなど
一人ひとりに寄り添って方針を決めていきます。
チーム医療について学べます。
患者会にも参加しています。



乳腺・内分泌外科

学会発表・論文作成・ガイドラインの作成

 キャリアアップのためでなく、学会発表すること、論文発表することが、
目の前の患者さん、そして未来の患者さんを救うことになる。

 医療全体を変えるチャンスにつながる。
 研究や論文に費やす時間が持てる
 発表まで優しく指導します
【発表経歴】
:乳癌学会、外科学会、臨床外科学会、

オンコプラスティックサージャリー学会、
ESMO、GBCC、SABCS

【論文】
:臨床外科学会雑誌、Breast Cancer誌、Cancers



乳腺・内分泌外科

一宮西病院の施設認定基準

分野 資格名 一宮西病院で施設認定 備考

乳腺 乳腺外科専門医 〇 最短３年間で取得

内分泌･甲状腺 内分泌･甲状腺外科専門医 × 単独取得不可



乳腺・内分泌外科

今後のビジョン

☑ 症例をさらに増やし、教育の機会を増やす

☑ 乳腺外科専門プログラムを充実させていきたい


