福岡大学病院

消化器外科

卒後臨床研修プログラム

Ⅰ．特 徴
消化器外科では食道・胃・小腸・大腸・肛門・肝・胆・膵・腹壁などを中心とした幅広い臓
器を扱っています。また、内視鏡検査・治療、消化管の腹腔鏡手術、肝胆膵の高難度手術、消
化器癌の化学療法、腹部救急疾患に対する集中管理など診療内容も多彩です。当科の研修では
医師として多くの貴重な経験を積み、幅広い知識・手技が身につけることができると思います。
診療科の雰囲気はアットホームで、若く、熱意のあり面倒見の良いスタッフが指導を行ってい
ます。外科医は楽な仕事ではありませんが、患者さんの体に直接メスを入れ病気を治すやりが
いのある仕事です。この達成感は何物にも代えがたいものです。みなさん、私たちと一緒に働
きましょう！

Ⅱ．診療概要
消化器外科の病床数は 75 床で、年間の手術症例は約 900 例あります。
手術症例は消化管疾患（食道・胃・大腸癌、アカラシア、炎症性腸疾患など）が約 2/3 を占め
ています。主に消化器癌に対する手術を行っており、大部分が腹腔鏡・胸腔鏡下に行なわれて
おります。ロボットも保険適応となり、最新型の da Vinci Xi での手術を行っています。EMR・
ESD や POEM、消化器閉塞に対するステント留置などの内視鏡治療手技も年間 100 例以上行って
います。
肝胆膵疾患（膵臓・胆道・肝臓癌、胆石症、膵石症、慢性膵炎、膵・胆管合流異常症など）が
残りの 1/3 を占め、膵頭十二指腸切除や肝葉切除などの高難度手術症例も年間約 50 例行われ
ています。また逆行性膵胆管造影を中心とした肝胆膵領域の内視鏡検査治療が年間 500 例以上
に施行されており、EST・EBD・PTGBD・PTCD などの手技も広く行なわれています。

Ⅲ．研修目標
当科の研修目標は外科医とて重要な 3 つの力「技術力（臨床力）」
「人間力」
「発信力（科学力）
」
を身につけることを柱としています。
第１に、診断から治療、術後管理にいたるまでエビデンスに基づいたしっかりとした「臨床力」
をつけることが重要です。特に、外科医である以上、手術や処置の技術を磨くことにより患者
さんに貢献できるような外科医になれるようにしっかりとした指導を行います。
第２に、外科医にとって患者さんや先輩・後輩医師、コメディカルなどと良好なコミュニケー
ションをとることは重要なことです。日頃から様々な発表を通じてそのようなスキルを身につ
けてもらいます。そして、逆境にめげず、あきらめない粘り強い胆力を身につけ、「人間力」
の高い、信頼される医師に育てます。
そして最後に、臨床において常に疑問を持ち、情報を収集し、それを実際に検証し、学会や論
文などで発表するという「発信力（科学力）
」を身につけることが福岡大学消化器外科の研修
目標です。

Ⅳ．研修内容
担当医として指導医とともに入院患者を担当します。研修全体を通して消化器外科疾患の診
断・治療に関する知識・手技とともに、全身管理（呼吸、循環、輸液など）の方法を経験・習
得してもらいます。
研修中は、内視鏡・上部消化管・下部消化管・肝胆膵外科の４つのチームをローテートし、各
チームで専門的な知識・技術を段階的に体験・習得します。腹腔鏡手術に関するセミナーや勉
強会、またドライラボ、ウエットラボなども頻繁に行っており、手術技量の習得、向上の補助
になります。
また、経験した症例の学会・論文発表などを通じてプレゼンテーションの方法・情報収集の方
法などを習得してもらいます。
内視鏡チームでは通常の上部・下部内視鏡検査の手技、診断の方法などを学んでもらいます。
早期癌に対する EMR、ESD などの局所切除術やアカラシアに対する POEM 治療などでは全国有数
の症例数と診療レベルを有しており、研修中はそれらの手技を段階的に経験してもらいます。
上部・下部消化管チームでは主に消化器癌に対する腹腔鏡（胸腔鏡）治療を行っています。ま
た、最新型のロボット手術も行なっています。症例も豊富で、全国でもその技術のレベルは高
い評価を得ており、学会の他施設からの見学施設にも選ばれています。また消化管穿孔などの
急性腹症などの症例も豊富にあり、救急診療の診断・治療方針の立て方・集中管理なども学ぶ
ことができます。
肝胆膵チームでは、肝胆膵の悪性腫瘍の診断と治療法を研修します。また、common disease
である胆道結石症例も豊富にあり、若手が指導医の下で腹腔鏡手術を習得する機会を作ってい
ます。ERCP などの胆管・膵管の内視鏡処置も数多く行っております。胆道ドレナージ(経皮：
PTCD,PTGBD や経内視鏡：EST,EBD など)の処置も多く経験することが可能です。

Ⅴ．週間スケジュール
月曜日
7:00～8:00
8:00～8:30

肝胆膵ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾌｧ

病棟ｶﾝﾌｧ

8:30～17:00
16:30

火曜日

水曜日

19:00～20:00

金曜日

上部消化管ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾌｧ

下部消化管ﾛﾎﾞｯﾄ手術

下部消化管病理ｶﾝﾌｧ

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾌｧ、院ｶﾝﾌｧ

病棟ｶﾝﾌｧ（肝胆膵）

病棟ｶﾝﾌｧ（下部消化管）

下部消化管ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾌｧ

病棟ｶﾝﾌｧ（内視鏡）

病棟ｶﾝﾌｧ（上部消化管）

回診・外来・手術・病棟管理
ｱﾝｷﾞｵｶﾝﾌｧ

17:00～18:00
18:00～19:00

木曜日

食道周術期ｶﾝﾌｧ
下部消化管研究ｶﾝﾌｧ

消化管内視鏡ｶﾝﾌｧ

術前ｶﾝﾌｧ

胆膵ｶﾝﾌｧ

内視鏡研究ｶﾝﾌｧ

大腸症例ｶﾝﾌｧ
上部消化管研究ｶﾝﾌｧ

Ⅵ．研修プログラム責任者
長谷川 傑

診療部長（教授）

Ⅶ．指導医一覧
長谷川 傑
日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

消化器がん外科治療認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医

日本内視鏡外科学会ロボット手術 certificate 取得
日本がん治療認定医機構暫定教育指導医・がん治療認定医
Fellow of American College of Surgeons (FACS)
志村 英生
日本外科学会指導医・専門医・認定医

日本消化器外科学会指導医

日本内視鏡外科学会技術認定医

日本がん治療暫定教育指導医

身体障害者福祉法第 15 条指定医
吉田 陽一郎
日本外科学会認定登録医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本がん治療暫定教育指導医

産業医学基本講座ディプロマ

厚生労働省臨床教育指導医

日本再生医療学会再生医療認定医

身体障害者福祉法第 15 条指定医

緩和ケア研修会修了

塩飽 洋生
日本外科学会外科専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医

日本食道学会認定医

厚生労働省認定臨床教育指導医

米国内視鏡学会国際会員

緩和ケア研修会修了

吉村 文博
日本外科学会外科認定医・専門医・指導医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医

日本内視鏡外科学会ロボットプロクター指導医（食道・胃） 日本内視鏡外科学会技術認定医
日本内視鏡外科学会ロボット手術 certificate 取得 日本食道学会食道科認定医・食道外科専門医
日本気管食道科学会気管食道科専門医

日本消化管学会胃腸科認定医・専門医・指導医

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本がん治療認定医機構暫定教育医

消化器がん外科治療認定医

日本乳癌学会認定医

日本ロボット外科学会専門医

緩和ケア研修会修了

梶原 正俊
日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
緩和ケア研修会修了

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
ECFMG certificate（USMLE）取得

山田 哲平
日本外科学会外科専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィー読影認定医
日本再生医療学会再生医療認定医

槇

緩和ケア研修会修了

研二

日本外科学会外科専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本食道学会食道科認定医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

がんリハビリテーション研修・修了医

緩和ケア研修会修了

森本 光昭
日本内科学会認定医、

日本外科学会専門医、

日本消化器外科学会専門医

消化器がん外科治療学会認定医、

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医、

ALTA 講習会修了医

臨床研修指導修了医

緩和ケア研修会修了

日本内視鏡外科学会技術認定医（大腸）

小島 大望
日本外科学会専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

消化器がん外科治療学会認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医（大腸）

身体障害者福祉法第 15 条指定医

緩和ケア研修会修了

石井 文規
日本外科学会外科専門医

日本肝臓学会肝臓専門医、

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
緩和ケア研修会修了

日本静脈経腸学会 TNT 研修会修了

日本胆道学会指導医

日本腹部救急医学会腹部救急認定医

中島 亮
日本外科学会外科専門医

日本内科学会内科認定医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 緩和ケア研修会修了

島岡 秀樹
日本外科学会外科専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

緩和ケア研修会修了

日本腹部救急医学会腹部救急認定医

日本消化管学会胃腸科専門医

日本食道学会食道科認定医

日本消化器病学会消化器病専門医

佐々木 貴英
日本外科学会専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

長野 秀紀
日本外科学会外科専門医

身体障害者福祉法第 15 条指定医

緩和ケア研修会修了

松本 芳子
日本外科学会外科専門医
身体障害者福祉法第 15 条指定医

緩和ケア研修会修了

