
選択科目５、外科 (主に一般外科、消化器外科) 

 

１）一般目標 

  一般外科の基本を実践する能力を身につけるため消化器をはじめ、救急医療におよぶ 

  広い範囲に対応できる診療技術を習得する。 

  

２）到達目標 

１、基本的治療・検査・手技 

１）術前管理 ・術前全身状態（栄養・水・電解質異常）を評価し、管理する。

 ・各臓器機能を評価し、計画的術前管理を行う。 

 ・術前診断と手術適応を評価できる。 

 ・各疾患と術式に伴う手術リスクと合併症を評価する。 

 ・併存疾患を持つ患者の手術リスクを評価する。 

 ・術前インフォームド・コンセントを行う。 

 ・緊急手術時の準備と適応を評価できる 

 ・術後感染予防に対する処置を指示し、計画ができる 

２）術後管理 ・バイタルサインの把握と急変時の対処ができる。 

 ・術後の適切な輸液と電解質の管理ができる。 

 ・IVH あるいは経管栄養による栄養管理ができる。 

 ・輸血の適応を理解し、実施できる。 

 ・術後の理学療法による呼吸管理ができる。 

 ・術後の疼痛管理ができる 

 ・創部およびドレーンの管理ができる。 

 ・術後リハビリテーションを計画し、指示を出せる。 

 ・術後感染症の評価と治療ができる。 

 ・人工呼吸器の管理ができる。 

３）基本手術 ・切開排膿 

  手技 ・創傷縫合 

 ・静脈注射法 

 ・清潔・不潔の概念と手技の実施 

 ・中心静脈確保ができる。 

 ・リンパ節生検 

 ・胃管挿入 

 ・イレウス管挿入 

 ・腹腔穿刺 

２、消化管（食道、胃、小腸、大腸） 

１）術前術後 ・病歴聴取・診察の上、消化管疾患に必要な検査が指示できる。

管理 ・消化管疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・消化管疾患の評価と治療計画を立てることができる。 

 ・消化管手術後の合併症を診断し治療計画を立てることができる。

２）検査 ・消化管造影検査の読影・評価ができる。 

 ・消化管造影検査ができる。 

 ・消化管内視鏡検査の結果を評価できる。 

 ・消化管内視鏡検査ができる。 

 ・腹部単純撮影検査の結果を評価できる。 
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 ・腹部 CT 検査の結果を評価できる 

３）手術・手技 ・食道手術 

 ・胃切除術 

 ・結腸手術 

 ・直腸手術 

３、肝・胆・膵 

１）術前術後 ・病歴聴取・診察の上、肝・胆・膵疾患に必要な検査ができる。

管理 ・管理・肝・胆・膵疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・肝・胆・膵疾患の評価と治療計画を立てることができる。 

 ・術前肝機能の評価ができる。 

 ・肝・胆・膵手術後の合併症を診断し治療計画を立てることが

できる。 

２）検査 ・腹部超音波検査を実施して所見を評価できる。 

 ・腹部 CT 検査の結果を評価できる。 

 ・腹部血管造影の結果を評価できる。 

 ・胆道造影、膵管造影の結果を評価できる。 

３）手術・手技 ・胆嚢摘出術 
 ・肝切除術 

 ・膵頭十二指腸切除術 

４、乳腺 

１）術前術後 ・乳腺の触診で腫瘍を鑑別できる。 

 ・病歴聴取・診察の上、乳腺腫瘍に必要な検査が指示できる。 

 ・乳腺疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・乳腺手術後の合併症を診断し治療計画を立てることができる。

２）検査 ・乳腺マンモグラフィーの結果を評価できる。 

 ・乳腺エコーを施行し、腫瘍性病変を診断できる。 

３）手術・手技 ・乳癌手術 

 ・乳腺良性腫瘍摘出術 

５、その他 

１）術前術後 ・急性虫垂炎の診断に必要な検査が指示できる。 

管理 ・急性虫垂炎の治療計画を立てることができる。 

 ・急性虫垂炎の術後合併症を診断し治療計画を立てることができる。

 ・鼡径ヘルニアの診断に必要な検査が指示できる。 

 ・鼡径ヘルニアの治療計画を立てることができる。 

 ・痔核の診断に必要な検査が指示できる。 

 ・痔核の治療計画を立てることができる。 

２）検査 ・肛門鏡を施行し、結果を評価できる。 

３）手術・手技 ・急性虫垂炎手術 
 ・鼡径ヘルニア手術 

 ・痔核手術 
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外科（山陰労災病院） 研修形態 

 

１) 週間予定  

 

午前 午後 
 

8:00   8:30 17:00 

月 
カンファ

レンス 

外来診察 

手 術 
手 術  

火 
カンファ

レンス 
外来診察 検 査  

水  
外来診察 

手 術 
手 術  

木 
カンファ 

レンス 
外来診察     検 査 

カンファ

レンス 

金  
外来診察 

手 術 
手 術 

 

 

２)卒後教育プログラム  

ａ）外来診察､手術､検査等を週間予定に従って、積極的に参加し、指導を受ける。  

ｂ）勤務時間外においても急患対応など指導医と行動をともに指導を受ける。  

ｃ）外来診療を中心に病棟診療も含めて外科疾患の診断プロセス、検査手技、治療  

針策定を理解し、切開、縫合などの小外科手術を学ぶ。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者 副院長（外科部長） 谷田 理  （指導医・専門医） 

指導医責任者 消化器外科部長  鎌迫 陽   （指導医・専門医） 

指導医 第二外科部長  竹林 正孝 （指導医・専門医） 

 第二消化器外科部長 若月 俊郎 （指導医・専門医） 

 第三外科部長 野坂 仁愛 （指導医・専門医） 

 第四外科部長 豊田 暢彦 （指導医・専門医） 
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外科（米子医療センター） 研修形態 

 

１）週間予定  

 

午 前 午 後 
 

8:15  8:30   9:00   9:15  13:00       16:30  

月 ＊   外来診察・回診・手術 検査・手術  

火 ＊  外来診察・手術 手 術  

水         外来診察・回診 
検査・標本切り出

し 
 

木 ＊   外来診察・手術 手 術  

金 ＊   外来診察・回診･手 術 検査・手術 CANCER BOARD

       ＊ カンファレンス 

２)卒後教育プログラム  

ａ）外来診察､手術､検査等に積極的に参加し、指導を受ける。  

ｂ）外来・病棟診察において、外科疾患の診断プロセス、検査手技、治療針策定を 

理解し、切開、縫合などの小外科手術を学ぶ。   

ｃ）勤務時間外においても、急患対応などに対し指導医と行動をともにし指導を受 

ける。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者  院長 濱副 隆一 （指導医・専門医） 

指導医責任者 臨床研修部長 木村 修 （指導医・専門医） 

指導医 外科医長 山根成之 （指導医・専門医） 

 外科医師 久光和則  (専門医) 

 外科医師 山本 修 （認定医） 
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外科（済生会境港総合病院） 研修形態  

 

１）週間予定   

 

 午 前 午 後 

月 外来 病棟回診 検査、手術、病棟カンファレンス 

火 手術 検査、手術 

水 外来 病棟回診 検査、手術 

木 外来 病棟回診 検査、手術 

金 外来 病棟回診 
検査、手術、NST・褥瘡ラウンド、 

カンファレンス 

 

２）卒後教育プログラム 

 指導医と共に各手術、検査、外来診療、病棟回診、カンファレンスに参加する。 

  

３）指導体制 

 

指導責任者 副院長 丸山 茂樹 （指導医） 

指導医 麻酔科部長 辻本 実 （専門医） 

 外科医長 玉井 伸幸 （指導医） 

 外科副医長 白谷 卓 （専門医） 
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