
東邦大学医療センター佐倉病院臨床研修プログラム 

病理専門研修プログラム 

 

募集定員                             

基幹施設の大橋病院１名および大森病院 2名に含まれる。 

 

コースの特徴                           

病理専門医の育成のみならず、一般臨床科を希望する後期研修医の短期研修も対象に、幅広い分野での

病理組織診断学や細胞診断学を自ら経験することにより、検体の処理を含む基本的な診断手技、診断に

至る思考過程の修得を目的とします。加えて、病理専門医を目指す後期研修医（専攻医）には本コース

の最重要課題の 1 つとして、日本病理学会病理専門医ならびに日本臨床細胞学会細胞診専門医(指導医)

の資格取得に必要かつ充分な症例を経験できるプログラムを設定しています。また、付属３病院病理診

断科間および医学部病理学講座などとの協力関係により、疾患をさらに広く、深く学ぶ環境が整えられ

ています。当院では臨床各科との連携が密接で、患者を充分に把握することにより的確な病理診断と治

療評価が可能です。平成 29 年度は日本専門医機構の「病理専門研修プログラム」に準拠した研修が病

理学会主体で実施されます。 

 

研修カリキュラム 

東邦大学医療センター大橋病院・大森病院病理診断科を基幹施設とする２つ専門研修プログラムの連携

施設となっていますが、当院を主体とした研修パターンも用意されています。 

プログラムの詳細は日本病理学会のホームページ http://pathology.or.jp/senmoni/post.html で公開さ

れています。 

東邦大学医療センター大橋病院病理専門研修プログラム： 

http://pathology.or.jp/senmoni/13_20_341tohodaioohashi.pdf 

東邦大学医療センター大森病院病理専門研修プログラム： 

http://pathology.or.jp/senmoni/13_21_330tohodaioomori.pdf  

 

《参考》 

病理専門医専攻医マニュアル：http://pathology.or.jp/senmoni/3_senkoui_manual.pdf 

病理専門医研修手帳：http://pathology.or.jp/gakuken/pdf/trainingnote_model_2013.pdf 

 

《概要》 

１年目 

病院名・診療科 

東邦大学医療センター佐倉病院・大橋病院・大森病院病理診断科 

研修期間 

1 年 

習得内容 

病理組織学的診断や病理解剖の基礎的な手技と考え方を習得する。 1）生検材料について臨床的背景を

充分に把握し、適切な病理組織学的診断を行う。 2）外科切除検体について詳細な肉眼所見を取り、組

http://pathology.or.jp/gakuken/pdf/trainingnote_model_2013.pdf


織学的診断に適する切り出しを習得する。 3）術中迅速診断の検体の扱い、切り出しを適切に行う。 4）

指導医の下での病理組織学的診断よび病理解剖を行う。  

 

２年目 

病院名・診療科 

東邦大学医療センター佐倉病院・大橋病院・大森病院病理診断科 

研修期間 

1 年 

習得内容 

これまでに習得した技能や知識を活用し、主体性を持って日常の診療に従事する。典型例や稀少例につ

いてより深い考察を行い、積極的に臨床各科や指導医と討論することが出来る。 1）細胞診の判定を習

得する。 2）術中の迅速診断を適切に行う。 3）的確な病理学的鑑別診断と重症度の評価を行うととも

に、稀な症例について適切な検索をする。 4）剖検例について病態・病理を把握し、包括的に考察でき

る。 5) 重要な症例について学会など、公の場所で発表、討論を行う。 （遅くとも 2 年目に死体解剖

保存法に基づく死体解剖資格の認定申請が可能） 

 

３年目 

病院名・診療科 

東邦大学医療センター佐倉病院・大橋病院・大森病院病理診断科 

研修期間 

1 年 

習得内容 

研修状況により、Subspeciality を意識し、個人の希望や資質にあったプログラムを設定する。前期研

修医・学生実習に対して指導的立場で診療・教育に従事する。病理・細胞診断を行うと同時に術中診断

やカンファレンス等で担当症例の呈示責任者としての参加が望まれる。また、専門医取得への準備の他、

稀少例の詳細な形態解析や遺伝子解析や自らの研究課題に取り組み、より専門的な知識や手技の習得を

目標とする。経験症例・知識が十分であると判断された場合はプログラム外施設での研修も考慮する。 

 

専門医の取得（3年修了後に病理専門医、細胞診専門医の受検資格） 

 

週間予定 

佐倉病院における週間予定 

   午前 午後 

月 

M4－6 病理実習学生指導 

組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日） 

手術材料切り出し 

細胞診断 

毎週 17:30～ 呼吸器カンファレンス 

2・5・7・10 月第 3 週 佐倉病院 CPC 

毎月 1 回 20:00～ 消化器カンファレンス 

火 
組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日） 

手術材料切り出し 

細胞診断 

M4－6 病理実習学生指導 



水 

組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日） 

手術材料切り出し 

毎週 7：30～ 呼吸器カンファレンス 

第 2･4 週 病院病理部会議 

細胞診断 

毎月 1 回 18:00～ 婦人科カンファレンス 

木 

組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日） 

手術材料切り出し 

M4－6 病理実習学生指導 

細胞診断 

1・3・6・9・11 月第 4 週 佐倉病院 CPC 

2・6・10 月第 3 週 臨床検査診断センター懇話会 

金 

組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日） 

手術材料切り出し 

M4－6 病理実習学生指導 

細胞診断 

第 2 週病理部勉強会 

土 
組織診断（生検、手術材料）・細胞診断 

剖検例切り出し・検鏡  

 平日の組織診断（生検、手術材料）・迅速診断（終日）、手術材料切り出しおよび細胞診断は、外勤・

研究を考慮しローテーションを組んで行っており、1～2 年目は週 3～4 日を担当する。後期研修医は当

番専門医・指導医から直接指導を受ける形式で行う。3 年目以降は研究内容を考慮して担当を決める。 

 剖検は月～土の終日で、1～2 年目はほぼ全例を主・副執刀医として担当。解剖資格（病理）取得後を

目安として、3 年目以降は経験症例数を考慮しながら当番制とする。剖検例の切り出し・検鏡は土曜の

ほか、平日に適宜行う。 

 通常業務とともに分子生物学的手技の習得、分子病理診断を行う。 

 2 年目以降は教育（医学科 M2・M4 病理実習・M5 臨床実習、佐倉看護専門学校・理学部講義）を分

担する。  

 

教育関連病院・施設 

東邦大学医療センター大森病院     渋谷 和俊 

東邦大学医療センター大橋病院     高橋 啓 

日本赤十字社成田赤十字病院      河上  牧夫 

がん研究会がん研究所・有明病院    石川 雄一 

 

コースの実績（学位及び専門医等の取得状況等） 

基幹・連携施設を合わせて、専攻医（後期研修医）ならびに大学院生医師が在局し、最短期間で専門医

受験予定である。また、本学大学院医学研究科において本コースに関連した研究課題により学位が授与

されている。 

 

コースの指導状況 

専門医取得のための病理診断一般について、佐倉病院においては病理専門医研修指導医 3 名があたる。

また、基幹・連携施設のローテーションに対し多数の指導医が研修に従事するほか、分野によって高度

な専門内容については、大森・大橋病院での専門医の指導を受ける。 

 

学位・大学院と海外留学について 



当施設では、付属 3 病院病理で構成される病院病理学講座（教育責任者：渋谷和俊）として、大学院生

の入学も積極的に受け入れており、卒後3年目以降、どの時期からでも入学が可能なプログラムのほか、

社会人大学院の枠を設けている。また、海外留学についても希望者に対しては、専門医取得後に積極的

な対応を行う。現在、病院病理学講座で行われている大学院生を対象とした研究課題を以下に記す。  

1. 腫瘍の分子生物学と表現形の解析  

2. 分子標的治療に関する遺伝子解析  

3. 深在性真菌症の病態解析と遺伝子診断  

4. 骨・軟部腫瘍の診断と遺伝子解析  

5. 潰瘍性大腸炎・Crohn 病に関する病理組織学的・分子病理学的研究 

  

評価及び修了認定 

プログラムの全過程において、年度毎に経験症例の要約と学術活動の報告が求められる。各施設の複数

の担当指導医が 1名の専攻医を受け持ち、専攻医の知識・技能の習得状況や研修態度を把握・評価する。

半年ごとに開催される専攻医評価会議では、担当指導医はその他各指導医から専攻医に対する評価を集

約し、統括責任者は研修状況の把握をする。研修プログラム管理委員会において、各施設での知識、技

能、態度それぞれについて評価を行い、総合的に修了判定を可とすべきか否かを判定し、プログラム統

括責任者の名前で修了証を発行する。 

 

認定医・専門医の取得等 

 

学会等名 日本病理学会 

資格名 病理専門医 

資格要件 

死体解剖資格の取得、日本病理学会会員 3 年以上、臨床研修を終了後、日本病理学

会の認定する研修施設において、3 年以上人体病理学を実践した経験を有し、病理

解剖（剖検）30 例以上、生検ならびに手術切除検体の病理組織学的診断 5000 例以

上（50 例以上の術中迅速診断を含む）、細胞診症例数 1000 件以上(スクリーニン

グ・陰性例を含む)を経験、日本病理学会等の主催する病理組織診断や細胞診など

に関する講習を受講、CPC を 2 例以上担当、解剖例の病理標本作製を 2 例以上な

ど。 

専門資格の概要 

日本病理学会が実施する専門医試験（筆記試験、実技試験）に合格し、日本病理学会専門医制度運営委

員会で審議、認定された医師。資格取得後、5 年毎の更新が必要で、更新を 1 回以上行うと、病理専門

医研修指導医の資格を取得することが出来る。資格の取得により、対外的にも単独での診療・病理診断

業務が認められる。病理専門医は病院医療の質の向上のために必要かつ欠かすことのできない存在とな

っているにもかかわらず、全国に病理専門医は 2292 名(2016 年 4 月 1 日現在、実働は 2000 名程度)の

みで、日米比で約 1/4(人口補正値)と、まだまだ不足状態であるどころか、今後しばらくは減少する見込

みである。表面化していないが、小児科・産婦人科・麻酔科以上に病理医の不足状況は深刻である。一

方で、今後 10 年で癌領域だけをとっても、その診断件数が 1.7 倍になるといわれている。さらに、病

理医の業務は組織型診断のみならず、治療指針や効果判定、医療関連死・事故に対する対応など、ます



ます重要性や役割が増しており、担い手が必要とされている。日本専門医機構の基本 19 領域に含まれ

ており、平成 29 年度は「病理専門研修プログラム」に準拠した研修が病理学会主体で実施される。 

 

学会等名 日本臨床細胞学会 

資格名 細胞診専門医・指導医 

資格要件 
病理専門医取得後の場合、会員歴２年以上、医師免許取得後５年以上、細胞診断学

の研修を５年以上、細胞診断学ならびに細胞病理学に関する論文３編以上。 

専門資格の概要 

受験資格審査合格後、細胞像試験（カラープリント）および検鏡試験が行われる。合格後、細胞診専門

医資格認定試験小委員会を経て、理事長により認定された医師。病理診断の一翼を担う細胞診断は組織

診に比べて侵襲の少ない検査法で、特に癌診断において重要な役割を果たしている。専門の臨床検査技

師である細胞検査士（日本臨床細胞学会認）を育成し、共同で診断。病理専門医取得後であれば、資格

要件が緩和される一方で、病理専門医試験にも必要な知識である。 

 


