
東邦大学医療センター大森病院臨床研修プログラム 

心臓血管外科専門研修コース（大森）〈対象：前期研修修了 1 年目以降〉 

※〈対象：前期研修修了予定者〉は外科専門研修プログラムを参照してください。 
 

募集定員                             
最大 5 名（東邦大学医療センター大森病院全体のレジデント応募数により変動） 
 
コースの特徴                           
東邦大学医療センター大森病院心臓血管外科と三郷中央総合病院心臓血管外科において後期研修を行

います。 
 本プログラムは、臨床能力・教育能力・研究能力を有する Academic Surgeon を育成する事を目的と

し、専門医の指導により心臓血管外科学における幅広い知識と技術を習得できます。この後期研修コー

スの特徴は、外科学における虚血性心疾患、心臓弁膜症、先天性心疾患、大動脈疾患、末梢血管に至る

まで、多彩な心臓血管外科領域を経験するプログラムで、疾患の病態や外科治療を実際の診療を通して

習得でき、第一線の実地医療の現場で活躍できる心臓血管外科医を養成するように工夫されています。

本コースは、日本外科学会外科専門医はもちろん、心臓血管外科専門医を取得するための十分な症例数

を経験できるプログラムです。 
 具体的には、2 年間の前期臨床研修修了後、外科医としての総合力を高めるために、心臓血管外科に

加え一般消化器外科および乳腺・内分泌外科 10 か月と呼吸器外科 3 ヶ月の研修を行います。基本的な

外科手技を習得した後、循環器病学・心臓血管外科学の各疾患についての知識、検査手技、手術適応、

術前・術後管理などを広く学びながら、心臓血管外科専門医として必要な知識と手術手技の習得を目標

としています。 
 
研修カリキュラム 
後期研修１～２年目（卒後 3～4 年目：後期研修前期）  
病院名・診療科 
東邦大学医療センター大森病院 
・心臓血管外科 
・呼吸器外科 
・消化器外科/乳腺・内分泌外科 
研修期間 
・１１ヶ月（心臓血管外科） 
・３ヶ月（呼吸器外科） 
・１０ヶ月（消化器外科/乳腺・内分泌外科） 
習得内容 
心臓血管外科医としての基礎となる外科学全般の基礎的知識と基本手技を身につける。 
同時に東邦大学外科学講座(大森)合同・外科専門医取得プログラムに則り、消化器/乳腺・内分泌外科、

呼吸器外科をローテートし、外科専門医取得に必要な臨床経験を得る。 
 
後期研修３～４年目（卒後 5～6 年目：後期研修中期）  

http://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/kouki/files/2017/omori_11_2_2017.pdf


病院名・診療科 
東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科 
三郷中央総合病院 心臓血管外科  
研修期間 
・１２ヶ月（東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科） 
・１２ヶ月（三郷中央総合病院 心臓血管外科）  
習得内容 
大学病院と市中病院での臨床経験を積み、自立した医師として患者の信頼を得、倫理観を持ち、医療事

故防止対策、感染対策、医療経済等にも十分配慮できる心臓血管外科医師となる。 
 
後期研修５～６年目（卒後 7～8 年目：後期研修後期）  
病院名・診療科 
東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科 
三郷中央総合病院 心臓血管外科  
研修期間 
・１２ヶ月（東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科） 
・１２ヶ月（三郷中央総合病院 心臓血管外科）  
習得内容 
診断に基づき、心臓疾患・血管疾患に対する手術法を適切に選択し、安全に実施することができる。 
患者とその関係者に病状と外科治療に関する適応、合併症、予後について十分な説明ができる。新生児、

乳児､高齢者、ハイリスク患者を含む各種の心臓疾患・血管疾患症例を担当医として十分に経験する。  
 
新専門医制度による外科専門医・心臓血管外科専門医 
 
新専門医制度は 2016 年度導入が予定されていましたが、社会的事情により導入が延期となりました。

2017 年の導入が予想されますが、詳細は未定です。東邦大学医療センター大森心臓血管外科は、予定

されている基幹病院の要件を満たしており、継続して専門医の育成が出来る状況にあります。 

 

 
主な診療科における週間予定 
 

 
月 火 水 木 金 土 

8：00～     医局会  

8：10～ 朝回診 
 

8：30～ 

成人心臓・ 
大血管手術 

（小児心臓・ 
大血管手術） 

成人心臓・ 
大血管手術 

小児心臓・ 
大血管手術 

血管外科 
手術 病棟回診 

病棟・検査 

午後 
成人心臓・ 
大血管手術 

（小児心臓・ 
大血管手術） 

成人心臓・ 
大血管手術 

小児心臓・ 
大血管手術 

血管外科 
手術  



病棟・検査 

  
15：00～ 
教授回診 

17：00～ 夕回診 
 

18：00～ 
循環器内科・外科合同 
カンファレンス      

19：00～ 
外科症例検討会 
（成人） 

 
    

19：15～ 
小児循環器合同 
カンファレンス 

     

 
教育関連病院・施設 
東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科 
 統轄指導責任者  渡邉 善則 教授 
東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科 
 指導医      塩野 則次 准教授 
東邦大学医療センター大森病院 成人後天性心臓血管外科 
 指導医      藤井 毅郎 准教授 
東邦大学医療センター大森病院 先天性（小児）心臓血管外科 
 指導医      小澤  司  准教授 
東邦大学医療センター大森病院 血管外科 
 指導医      益原 大志 講師 
三郷中央総合病院 心臓血管外科 
 指導責任者    徳弘 圭一 客員教授 

指導医      川崎 宗泰 客員教授 
 
コースの実績（学位及び専門医等の取得状況等） 
教育スタッフとして医学教育に携わる場合、学位は必須の資格となります。講師以上の職位では全員が

学位を取得しており、本プログラムで研修する医師は、卒後 8～10 年で学位を取得出来るよう計画され

ています。 
 専門医資格は医師の臨床能力を表す資格で、心臓血管外科では初めに外科専門医を取得する必要があ

り、外科専門医を取得者に心臓血管外科専門医の受験資格が得られます。心臓血管外科専門医の取得が、

本プログラムの最終目標となります。また、本プログラムでは、日本循環器学会専門医や日本脈管学会

認定脈管専門医、ステントグラフト施行医資格等も取得でき、将来の進路に幅広い選択肢が得られます。 
東邦大学医療センター大森病院および三郷中央総合病院心臓血管外科所属 16 名の学位・専門医の取得

状況を示します。 
  学位：博士（医学）取得者     8 名 
  心臓血管外科習練指導者      6 名 

心臓血管外科専門医        11 名 



  日本外科学会指導医        6 名 
  日本外科学会外科専門医      11 名 
  日本胸部外科学会指導医      5 名 
  植込み型除細動器認定医      1 名 
  ペーシングによる心不全治療認定医 1 名 
  日本循環器学会専門医       2 名 
  日本脈管学会認定脈管専門医    6 名 
 
コースの指導状況 
 医療センター大森病院心臓血管外科は、臨床部門として循環器センター心臓血管外科、大動脈センタ

ー、小児医療センター小児心臓血管外科で構成され、循環器センター内科、救命救急センターと連携し、

新生児から高齢者に至るまでのあらゆる心臓血管疾患の手術適応の決定、手術治療、術後の集中治療、

循環呼吸管理が施行できる、オールラウンダーな外科医を多数養成しています。 
 心臓血管外科の臨床技術の取得に加え、学会発表や論文執筆も必須の研修実績となっています。当科

では研修者個々に指導医が直接対応し、学術発表については地方会での発表から始まり、総会での発表

が出来るまで指導します。論文については、症例報告から始め、研修者に与えられた研究課題が学術雑

誌に掲載されるまで指導します。本プログラム終了時には、十分な臨床能力に加え、大学の教育スタッ

フとしての能力も備わっています。 
 
学位・大学院と海外留学について 
 大学院医学研究科代謝機能制御系心臓血管外科学では、以下の研究課題を大学院生に用意しています

が、他の課題にも対応可能です。研究達成時には、博士（医学）の学位が取得できます。 
研究課題 

1. 人工血管感染機序の解明と感染抵抗性人工血管の開発に関する研究 
2. 動脈硬化病変進行・大動脈瘤増大のメカニズムと歯周囲疾患の関与に関する研究 
3. 小児心臓外科周術期における脈波伝搬時間（PWTT）の臨床的意義の解明に関する研究 
4. 左室形成手術における左室形態の心機能に及ぼす影響に関する研究 
5. 静脈グラフトを用いた冠血行再建術における長期予後に関する研究 
6. 僧帽弁形成手術による左室リモデリング効果に関する研究 

 当科には海外留学経験者が 4 名、国内留学者が 2 名在籍しており、研修者の臨床および研究の進捗状

況に合わせ、個別に対応します。 
 
評価及び修了認定 
指導医は各医師の研修プログラムの進捗状況を随時把握・評価し、研修終了まで責任を持って指導しま

す。研修者は年 2 回の研究報告会で進捗状況を自ら報告し、臨床・研究等の活動状況について教授の評

価・指導を受け、外科専門医・心臓血管外科専門医・学位の取得を以って研修終了となります。 
 
 
 
 



認定医・専門医の取得等 
 

会等名 
３学会合同心臓血管外科専門医認定機構：日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学

会、および日本血管外科学会の以上 3 学会 

資格名 心臓血管外科専門医 

資格要件 

後期研修における臨床技術目標と臨床経験評価法 
1. 術者として最少 50 例以上の手術を行う。 
2. 第 1 助手としては、50 例以上を行うこととする。 
3. 総点数を 500 点以上とする。その点数加算方法は以下の通りとする。 

 
手術 

 
A B C 

術者 3 4 5 

第 1 助手 1.5 2 2.5 

第 2 助手以下 0.3 0.4 0.5 
 

 
大森病院心臓血管外科研修プログラム資料 

 


