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 外科後期臨床研修プログラム 
 
１．研修期間  ３ 年 間 
 
２．研修コースについて  

（１） 目的 
医の倫理を体得し、診断、手術および術前後の管理・処置・ケアなど、一般外科医療に

関する標準的な知識と技量を習得すること。 
 
（２）到達目標（目標、長期目標､一般目標、取得手技、コンセプト等） 

   外科診療に必要な局所解剖、病理学、腫瘍学、病態生理、輸液・輸血、栄養・代謝学、

感染症、免疫学、創傷治癒、周術期管理、麻酔学、集中治療、救命・救急医療に関する

基礎知識を習熟し、臨床応用できる。 
   外科診療に必要な検査・処置・麻酔手技に習熟し、臨床応用ができる。 
   一定レベルの手術を適切に実施できる能力を習得し、その臨床応用ができる。具体的

には 350 例以上の手術手技を経験（うち 120 例以上は術者として）し、外科専門医受験

に必要な修練を積む。 
 
ア 研修１年目 術者として経験する手術 

 胃瘻造設術、胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合閉鎖術、虫垂切除術、人工肛門造設術、腸管癒

着剥離術、痔核切除術、直腸周囲膿瘍切開術、腹部ヘルニア・鼠径ヘルニア手術、乳腺

膿瘍切開、乳腺腫瘤摘出術、ＣＶポート埋め込み術、体表リンパ節摘除術など 
イ 研修２年目 術者として経験する手術 

 胃腸吻合、胃切除術、小腸部分切除術、結腸部分切除術・Ｓ状結腸切除術、肝嚢胞切開

術、腹腔鏡下胆嚢摘出術、下肢静脈瘤ストリッピング、甲状腺部分切除術、停留精巣根

治術、乳房切除術、乳房部分切除術、腋窩リンパ節郭清など 
ウ 研修３年目 術者として経験する手術 

 胃全摘術、直腸高位前方切除術、直腸低位前方切除術、直腸切断術、肝外側区域切除術、

脾摘術、肺切除術など 
 
     基本的には研修 1 年間で消化器外科 6 ヶ月、乳腺内分泌外科 6 ヶ月、研修 2 年目で呼

吸器外科 3 か月、心臓血管外科 3 か月＋αの研修を行う。後期研修期間中に適宜小児外

科症例の診療、手術を経験し小児外科の研修とする。希望により外科的な救命救急医療

を経験するため救急部研修、麻酔科研修なども可能である。（救急部研修を選択しなくて

も日当直などで救急救命医療は経験する。） 
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（３）赤十字としての特色 
・救急医療 
 ３次救命救急センターを有し、年間約 1 万 7 千例の救急患者を診察している。 
・災害医療 

    DMAT 隊３隊と救護班５班を編成しており、災害発生時に迅速に対応している。また、

災害救護訓練を定期的に実施している。 
・国際救援 

   日本赤十字社等の主催する語学研修、ERU（緊急対応ユニット）基礎・専門研修、国際

救援・開発協力要員養成のための研修会に参加可能である。 
 
３．研修コース責任者  

外科部長 袖山 治嗣 
 
４．診療科の指導体制  

（１）医師数  合計 16 名 
常勤  16 名、非常勤  0 名 

  うち、研修の指導にあたる医師数  16 名 
（２）指導責任者 

主として研修指導にあたる医師の職・氏名、診療科経験年数 
外科部長 袖山 治嗣 
診療科経験年数    32 年 

 
５．募集人数  若干名 

 
６．取得可能資格等 

学 会 名 取得可能資格 学会の研修施設等指定・認定状況 
日本外科学会 日本外科学会専門医 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 日本消化器外科学会専門医取得準

備 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本胸部外科学会 
心臓血管外科専門医 

取得準備 
心臓血管外科専門医認定修練施設 日本心臓血管外科学会 

日本血管外科学会 

呼吸器外科専門医合同委員会 呼吸器外科専門医取得準備 呼吸器外科専門医合同委員会関連施設 

日本乳癌学会 日本乳癌学会乳腺専門医取得準備 日本乳癌学会認定施設 
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７．研修期間中に経験する症例等について 
（１）症例数 

主 要 疾 患 名 症例数 
経験目標 
症例数 

主 要 疾 患 名 症例数 
経験目標 
症例数 

食道癌 30 5 膵臓癌 40 5 
胃癌 180 20 鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア 420 40 
胃潰瘍 30 3 乳癌 480 30 
十二指腸潰瘍 15 3 肺癌 150 20 
急性虫垂炎 200 40 気胸 50 10 
腸閉塞症 100 20 弁膜症（弁障害含） 83 10 
結腸癌 240 30 大動脈瘤 127 10 
直腸癌 100 10 静脈瘤 149 5 
肝癌 70 5 甲状腺腫 150 20 
胆石症 150 30 小児のヘルニア 240 10 

 
（２）手術又は手技等件数 

手術又は手技等 
手術又は 
手技等件数 

経験目標 
件数 

手術又は手技等 
手術又は 
手技等件数 

経験目標 
件数 

食道癌手術 12 3 ヘルニア根治術（成人） 420 40 
胃切除・胃全摘術 180 30 ヘルニア根治術（小児） 100 10 
胃十二指腸潰瘍穿孔手術 30 5 乳癌手術 480 30 
虫垂切除術（成人） 150 30 肺癌手術 150 10 
虫垂切除術（小児） 40 5 肺部分切除術 40 5 
結腸癌手術 240 30 先天性心疾患手術 3 2 
直腸癌手術 100 10 弁置換術 20 10 
肝切除術 90 10 ＣＡＢＧ 20 10 
腹腔鏡下胆嚢摘出術 150 30 大動脈置換術 30 15 
幽門輪温存膵頭十二指腸切

除術 
30 5    
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（３）赤十字医療施設としてのプログラム 
ア救急医療について  

主要疾患名又は手技等 
症例数又は 
手技等件数 

経験目標症 
例数又は件数 

主要疾患名又は手技等 
症例数又は 
手技等件数 

経験目標症 
例数又は件数 

胃・十二指腸潰瘍穿孔 30 5 多発外傷 50 10 
腸閉塞症 40 10 意識障害 30 5 
急性虫垂炎 200 40 心不全 30 5 
腹腔内出血 10 3 脳梗塞 30 5 
急性薬物中毒 20 5 熱性痙攣（小児） 10 2 

 
イ 災害医療について 
  常設の救護班に登録し、災害発生時の救援に備える。 
ウ 国際救援について 
  希望者は日本赤十字社等の主催する語学研修、ERU（緊急対応ユニット）基礎・専門研

修、国際救援・開発協力要員養成のための研修会に参加可能である。 
エ 資格認定試験等への対応について 
  ・外科学会専門医 
    5 年以上の修練後、受験資格が得られる。 
  ・消化器外科学会専門医 
    外科専門医であり、指定修練施設で 5 年以上の修練後、受験資格が得られる。 
  ・心臓血管外科専門医 
    外科専門医であり、指定修練施設で 3 年以上の修練後、受験資格が得られる。 
  ・呼吸器外科専門医 
    外科専門医であり、卒後修練期間 7 年以上、指定修練施設で 3 年以上の修練後、受

験資格が得られる。 
 
  上記資格取得のための症例や手術を経験でき、学会発表、論文の投稿、教育集会への参

加、学会参加を行っている。 
 

８．その他 
学術活動 

    年 1 回の学会発表と 3 年間の研修中に 1 編の論文発表を目標とする。 
 


