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良性疾患：虫垂炎、鼠径ヘルニア、胆石、胆嚢   

ポリープ、イレウス、消化管穿孔

悪性疾患：胃がん、大腸がん、肝がん、膵臓がん、

胆管がん、胆嚢がんなど

良性疾患 ： 脱肛、肛門狭窄、痔瘻、大腸無力症、

直腸型排便障害、IBD、IBS 

悪性疾患：直腸がん、肛門がんなど幅広い分野を

経験することができます。特に、腹腔鏡下手術を

積極的に取り入れ、大腸がんでは約80％を鏡下

手術で行っています。日本大腸肛門病学会認定施

設のため、肛門科の手術も年間300例以上は経験

できます。

A．消化器外科    

B．大腸肛門外科 
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4.
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6.
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8.

9.

消化器外科における診断の基本的知識と手技の習得

消化器外科における治療方針の決定

消化器外科領域における手術手技の習得、合併症対策

消化器外科患者様の栄養管理を術前評価から、退院後の生活まで行う

消化器外科患者様の緩和ケアを病期に関わらず行う

高齢者は高齢者総合機能評価を行い患者様のQOL 向上に努め、

ご家族の負担を軽減させる方略を練る。

 社会人として、医学のプロとして他のスタッフと友好的にチーム

を形成し、リーダーシップをとることを心がける。

患者様及びそのご家族とコミュニケーションをとり、成長し合え

る人間関係をつくる。

日本外科学会専門医取得に必要な学会発表（年間 1 件）や論文執筆

（3年間で1件）

月曜日

朝

午前

午後

夕

術前カンファ

手術

手術

術前カンファ

火曜日

外来研修

病棟

金曜日

手術

手術 /病棟

土曜日（隔週）

病棟 /救急

水曜日

手術

病棟カンファ

木曜日

手術

手術

化学療法カンファ

診療科概要

消化器外科分野の検診啓蒙、診断、治療、術後管理、慢性疾患管理、

そして進行がんの治療では化学療法部と連携しながら集学的治療

を経験する。

外科学会専門医取得に必要な症例経験をする。希望する者は日本

大腸肛門病学会専門医取得に必要な症例を経験できる。

A．

B．

研修目標・方向性

3 年を基本とするが、希望に応じます。

研修期間

消化器外科手術の適切な（時間的、適応）臨床判断、問題解決が

できるようにする。

消化器外科手術を安全に実施できるようにする。

1．

2．

研修目標（一般目標）

研修目標（行動目標）

1．

2．

スタッフとチームを形成し、主治医として患者様、ご家族に責任

を持ち研修目標を達成できるようにする。

主体的に学び、カンファレンスや手術の場を活用しながら指導医

の知識や経験を吸収していく。

方略

週間スケジュール例

日本外科学会研修認定施設 日本大腸肛門病学会認定施設日本消化器学会認定関連施設

学会等認定施設

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認定関連施設
日本大腸肛門病学会認定施設
日本消化器病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会指導施設
日本肝臓学会認定施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
日本緩和医療学会認定研修施設

認定指導医等

日本外科学会指導医
日本外科学会専門医
日本臨床外科学会評議員
日本消化器外科学会指導医
日本消化器病学会専門医
日本静脈経腸栄養学会認定医
日本大腸肛門病学会専門医

日本大腸肛門病学会指導医
日本大腸肛門病学会特別会員
内痔核治療法研究会世話人
手術室看護認定看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師
がん化学療法認定看護師
緩和ケア認定看護師
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専門分野

専門分野

1．
2．
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

消化器内視鏡検査（胃カメラ、大腸ファイバー）
減圧チューブ挿入
外科的胃瘻造設術、腸瘻造設術、ストーマ造設術
（鼠径、大腿、腹壁瘢痕、閉鎖孔）ヘルニアの標準手術
痔核根治術、肛門拡張術、痔瘻根治術、直腸脱根治術
開腹虫垂切除術、開腹胆嚢摘出術、開腹胃切除、胃全摘、及び開
腹結腸切除術
腹腔鏡下虫垂切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下結腸切除術、
腹腔鏡下胃切除術、腹腔鏡下癒着剥離術
肝部分切除、肝区域切除、膵体尾部切除、脾臓摘出
腹膜炎手術、腹腔内膿瘍ドレナージ

　子育て中のママさんでも消化器外科の研修ができるように、当院で
はチームで医療を展開しています。子育て（ごはんの支度、保育園の
送り迎え、急な発熱、保育園の行事、お風呂入れ、寝かしつけなど）
しながらでも全力で研修し、持てる力を発揮していただければ充実し
た研修ができると確信しています。
　また、子育中は短時間正規雇用制度の活用もできます。

☆研修開始はいつからでも結構です。
☆研修内容はできるだけ希望に添えるようにします。
　（勤務時間、当直免除、緊急手術呼び出し免除など）
☆研修目標は当院の消化器外科研修要項を参考にしてください。
☆研修期間は外科専門医取得までの 3 年を基本にしていますが、5 年
　かかってもマイペースで続けることが重要です。自己評価、指導医
　評価しながら相談の上決定します。

　女性として、母親として、そして消化器外科医として一歩ずつ成長したいというあなた、当院の消化器外科で研修をしてみませんか、
スタッフ一同心よりお待ちしています。

副院長

専門分野
肝・胆・脺外科を中心とした消化器外科一般
日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・認定医
日本臨床外科学会評議員
（内痔核治療研究会　四段階注射法講習会受講終了）

（1972年・京都大学卒）
鈴木  卓

1．
2．

3.
4.

5.

腹腔内臓器の手術解剖、生理を理解する。
腹部エコー、消化管透視、消化器内視鏡、腹部 CT、MRI の読影
と解釈
消化器疾患の病因、病態などの知識
胃がん治療ガイドライン、大腸がん治療ガイドラインをはじめ各
種消化器病のガイドラインを理解し、有効に活用する。また、固
形がん治療効果判定のガイドライン、NST プロジェクトガイドラ
イン、緩和医療学会各種ガイドラインなどを理解し活用できる。
経験した症例をまとめて研究発表し、学会報告する。

定期的に研修目標達成の進捗状況をチェックする。

副院長・消化器外科科長

大腸・肛門病を中心とした消化器外科一般
日本外科学会専門医
（内痔核治療研究会　四段階注射法講習会受講終了）

（1987年・福井大学卒）
川島  市郎

消化器外科医長

専門分野
大腸・肛門・肝を中心とした消化器外科一般
日本外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本静脈経腸栄養学会認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
（内痔核治療研究会　四段階注射法講習会受講終了）

（2002年・滋賀医科大学卒）
岡本  亮

大腸肛門科顧問

肛門科
日本大腸肛門病学会専門医・指導医・特別会員
内痔核治療法研究会世話人

（1967年・東京慈恵医科大学卒）
松田  直樹

母親と妻と消化器外科医といつも輝いていたいあなたに
消化器外科女性医師コース

具体的達成目標

指導医・専門医紹介

チーム医療で患者様、そして医師研修をサポートします

（手技的事項、学術的事項） 学術的事項

評価方法

チーム医療で患者様、そして医師研修をサポートします

手術室（認定看護師） 皮膚排泄ケア（認定看護師） 緩和ケア病棟（認定看護師）

ＮＳＴ（栄養サポートチーム） ＩＣＴ（感染対策チーム）



● 当院の消化器外科では、食道・胃・十二指腸などの上部消化管疾患、肝臓疾患、胆嚢・総胆管などの胆道疾患、膵臓疾患、小腸・大腸（結腸・直腸）・

　肛門などの下部消化管疾患、鼠径ヘルニアや粉瘤などの体表面の疾患、小児ヘルニアなどの小児外科診療など幅広い疾患の診断・治療を行っています。
● 基本的治療方針は、各種がん診療・治療ガイドラインに従って決めております。また、NCCN Guide line にも則っています。
● 外科医・消化器内科医・腫瘍内科医が密に連携をとり、病理医も含めた検討会を行うことで診断・治療の精度向上を図っております。
● 消化器外科の対象疾患としては、「がん」は中心的な位置を占めています。あらゆる進行度のがんに対しても受診・紹介を受け付けます。病状に合

　わせた最も適切な治療へ迅速に取り掛かれる様に各科の密な連携をとり、薬物・内視鏡治療から手術、または疼痛緩和までサポートいたします。
● 治療を受けられる方には高齢者や他の合併疾患をお持ちの方も多くおられます。腹腔鏡手術やジオン注など低侵襲手術を積極的に導入し早期の回復

　をサポートいたします。
● 最新鋭の腹腔鏡機器・止血機能の高いデバイスを導入することでハード面での安全性も高めるよう努めています。
● 麻酔科常勤医師を迎え外科の体制も強化し、緊急手術に対応可能となりました。

● 手術室
● 超音波エコー
● 64 列ＭＤCT
● 1.5 テスラMRI　最新機種が 2011年導入されました

● ハイビジョン・細径 (5mm) 腹腔鏡システム（2012年モデル）
● 超音波凝固切開装置
● 血管シーリング装置
● 高周波手術装置（VIOシステム）

＜診療内容＞
● 食道がん、胃がん、十二指腸がん、GIST、肉腫
● 食道裂孔ヘルニア、食道穿孔
● 胃・十二指腸潰瘍穿孔

● 胃がんでは術前・術後に抗がん剤治療を行う場合があります。
● 切除不能な胃がんに対して残された時間の食事摂取を可能とするた

　めのバイパス手術、胃瘻・腸瘻手術も行います。
● 特に高齢者にとって胃切除術は術後の食事摂取などに大きな影響を

　与える可能性があります。術前・術後にリハビリ（理学療法・作業

　療法・言語聴覚士による）を積極的に行うことで早期回復に努めて

　います。

＜特色＞
● 胃・十二指腸潰瘍穿孔など緊急手術に対応しています。
● 進行度が早期の胃がん・GIST手術では腹腔鏡下手術を行っています。

単孔式手術後１か月の創

＜診療内容＞
● 肝臓がん・転移性肝がん ― 肝切除手術、術中ラジオ波治療
● 胆道がん ― 肝切除・胆管切除手術、膵頭十二指腸切除術
● 膵臓がん ― 膵頭十二指腸切除術を含めた膵切除手術
● 胆嚢結石・胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫症 ― 腹腔鏡下手術
● 脾機能亢進・脾腫、胃食道静脈瘤 ― 脾臓摘出術などの腹腔鏡下手術
● 急性胆嚢炎 ― 緊急胆嚢摘出手術に対応

＜特徴＞
● 肝臓がんでは何より肝臓（肝硬変など）の病状、全身状態が大きく

　手術成績に関わります。術前術後とも診療に関わり長期の健康をサ

　ポートします。
● 当院化学療法科との連携により切除可能となった転移性肝腫瘍に対

　しては積極的な切除を行います。
● 腹腔鏡下胆嚢摘出術には手術創がほとんど残らない単孔式腹腔鏡下

　手術を行っています。入院期間は 4.5 日程度です。
● 総胆管結石に対しては、消化器内視鏡チームにより内視鏡的な結石

　除去を行った上で腹腔鏡下での胆嚢摘出術を行います。

治療方針・特色

設備

上部消化管（食道・胃・十二指腸）外科

肝・胆・膵・脾臓　外科

2012年　主な手術件数

上部消化管
（胃切除）

肝・胆・膵・脾臓
（肝切除）
（胆のう摘出）

29例
20例

9例
79例

58例

大腸・小腸 106 例
（大腸切除） 58例
（虫垂切除） 22例

肛門手術 276 例

ソケイヘルニア 49 例



当院大腸肛門病センターでは毎日の肛門専門外来を行っています。
年間300例（2012年）程度の肛門手術を行っています。

＜診療内容＞
● 鼠径ヘルニア ― 2 泊 3日の入院診療
● 腹壁瘢痕ヘルニア・ストーマヘルニア　
● 粉瘤（アテロームほか） ― 外来手術
● 爪疾患（陥入爪ほか） ― 外来手術
● 小児ヘルニア・虫垂炎・消化管潰瘍など ― 短期の入院診療

＜治療法の特色＞
　内痔核に対して痛みの非常に少ない硬化注射法（ALTA 注射）や、
程度に応じて、裂肛や痔瘻の治療を行います。
　その他、肛門括約筋障害や排便障害、また常に肛門が気になったり、
長年続く頑固な肛門～直腸痛に対して、肛門括約筋内圧検査、超音波
による肛門内括約筋計測、肛門直径・括約筋張力・伸展力測定など各
種の検査と診断、治療を行います。

＜肛門救急＞
　急激な『肛門痛』、『出血』、『便詰まり』、『脱出』などで、疾患とし
ては嵌頓痔核、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍、直腸便秘、直腸脱など

＜啓蒙活動＞
　お尻のスキンケア、便秘対策、排便指導、大腸がん検診など

＜低侵襲治療＞
　脱肛では日帰り注射治療（ALTA注射）大腸では腹腔鏡などの内視鏡
治療

＜認知症の方に多い大腸肛門疾患＞
　『便秘』、『失禁』、『脱肛』、『直腸脱』の治療に積極的にとりくんで
います。

＜特徴＞
● 鼠径ヘルニアでは術後の疼痛が少ないとされる最新素材のメッシュ
　シートを用いたテンションフリー手術を行います。
● 体表面の腫瘤（できもの）に対しては主に外来手術を行い、外来通
　院にて創部のケアを行います。

腹腔鏡下部直腸癌手術

膣後壁

骨盤内でも腹腔鏡下では非常に良好な視野で手術可能

直腸

＜診療内容＞

体表系（鼠径ヘルニア・皮下腫瘤など）外科・小児外科

肛門科

下部消化管（小腸・大腸）外科

● 結腸がん・直腸がん ― 腹腔鏡下手術
● 下部直腸がん ― 腹腔鏡下肛門温存手術
● 腸閉塞（腸捻転・癒着性など）・大腸憩室炎 ― 病状により腹腔鏡
　下手術・緊急対応
● 急性虫垂炎、慢性虫垂炎 ― 単孔式腹腔鏡下手術
● 痔核・痔瘻・裂肛・直腸脱などの良性疾患 ― 入院・日帰り手術

＜特徴＞
● 積極的に腹腔鏡手術にて治療を行います。2012 年 4 月以降では大
　腸がんの 80％、直腸がん 93％で腹腔鏡手術を行いました。
　創部は最大臍 4-6ｃｍであり、術後の疼痛軽減・早期離床が見られ
　ています。高齢者も多い当院の患者様ですが多くの方が術後7-14 日
　程度で退院されています。
● 特に直腸がんでは、肛門に近い腫瘍に対しても、同様に腹腔鏡下手
　術にて積極的な自然肛門温存を行っています。腫瘍の部位・進行度
　により、他施設と連携し術前に放射線治療を行うこともあります。　
　（大腸がんの集学的治療）
▶大腸がん肝転移に対しては切除不能な状態であっても当院化学療 
　法科腫瘍内科医師により、患者様の腫瘍の特徴（遺伝解析）により
　薬剤を選択し積極的な腫瘍縮小を図ります。切除が可能となった段
　階で根治的な肝切除も積極的に行っています。

▶同様に大腸がん肺転移に対しても集学的治療の上で当院呼吸器外 
　科医師による切除手術も可能です。
● 他、良性疾患に対しても緊急手術も含めた対応が可能です。これら
　についてもより低侵襲な腹腔鏡手術を積極的に行っています。
● 人工肛門が必要となる患者様に対しては当院排泄・皮膚ケア認定看
　護師（２名）が対応し、また患者会などの活動も積極的に行ってい
　ます。

高齢の方、合併疾患の多くお持ちの方、認知症、精神疾患などをお持
ちの方についても、各科の連携によりスムーズな診療が可能となるよ
う調整いたしますので一度ご相談ください。

〒604-8453 京都市中京区西ノ京春日町 16-1
Tel 075-822-2777（代表）　　http://kyoto-min-iren-c-hp.jp
e-Mail:kmchikyk@zeus.eonet.ne.jp　　応募窓口 医局事務課（田中、西田）

公益社団法人京都保健会

京都民医連中央病院

　たくさん経験でき、研修医の希望が受け入れられ、キャリアアップもできる奇跡の研修施設と言われるように
努力したいと思います。女性研修医、ママさん研修医も大歓迎いたします。研修医の先生の若さとやる気が私た
ち指導医を育ててくれます。一緒に学び、成長していきましょう。

指導医からの

Message


