
キャリアとして考える- 乳腺専門医
Breast specialist as your professional track



現在、国を挙げて取り組んでいる課題の一つが、男女共同
参画社会の実現です。その骨子は、男女が、互いにその人
権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参
画社会を築くことであります。
　日本医学会に加盟するあらゆる学会でも、この問題に熱
心に取り組んでいますが、その分科会の一つである日本乳
癌学会は、新たな専門医制度の枠組みの中で、この問題へ
も積極的に取り組んでいく所存です。その活動の一端を本
誌にまとめましたので、是非ご一読の上、個人のキャリア
プランの実現、さらには、乳癌診療のなお一層の質向上に
お役立て頂ければ幸いです。

理事長挨拶

日本乳癌学会理事長
昭和大学医学部　乳腺外科　教授
中村清吾
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Breast specialist as your professional track

　今年、日本乳癌学会に男女共同参画委員会が設立されま
した。現在、学会員の約 1/3 は女性医師であり、とくに 20
～ 30 歳台では女性医師が過半数を占めています。これは、
次世代の乳癌診療の発展には女性医師の力が欠かせないこ
とを示しています。女性医師が働き続けるためには、ワー
クライフバランスの実現が重要、とよく言われますが、そ
のような環境は、男性医師にとっても働きやすい環境であ
るといえます。
乳腺専門医になる、そして、診療や臨床研究の実績を積み
重ねて指導的立場にたつまでのキャリアパスは、必ずしも
一様ではありません。地域において求められる診療内容、
所属する施設の医療の中での役割、指導者との出会い、個々
人の生活など、各々がおかれた環境によって選択肢は多岐
にわたり、迷うことも多いのではないでしょうか。今回、
男女共同参画委員会では、キャリアデベロップメントセミ
ナーを開催し、乳癌診療の第一線で活躍する諸先輩に自ら
のキャリアパスを語り情報共有することで、一人でも多く
の医師がより良い乳腺専門医になるために努力し続ける糧
になればと希望するものです。
本企画開催にあたり多大なご支援ご尽力いただいた方々に
厚く御礼申し上げます。

キャリアデベロップメントセミナー開催にあたって

男女共同参画委員会委員長
日本大学
腫瘍病理学　教授
増田しのぶ

男女共同参画委員会委員長挨拶
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　この冊子を手にとっていただいたということは将来、乳
癌診療に関わることに興味を持ってくれているということ
で大変嬉しく思います。
　乳癌診療の魅力は、乳腺という単一臓器の疾患でありな
がら、検診・診断・治療など診療の範囲が幅広く、治療も
手術・薬物療法・緩和ケアなど、まさにトータルなケア、
全人的ケアに関われることにあると思います。したがって、
患者さんとのおつきあいも深く、やりがいがあり、診療を
通じて人として成長できると感じます。また、患者さんの
数も多くニーズも高いことから、新しい薬剤開発など、診断・
治療の進歩を実感できるところも楽しいところです。
　でも、まずは何事も飛び込んでみることが大切です。「人
間万事塞翁が馬」とも言います。あなたの能力を持ってす
れば成就しないことはありません。インスピレーションを
感じたら、さあ、ようこそ。

乳癌診療の世界へようこそ

聖マリアンナ医科大学　
外科学　乳腺・内分泌外科　教授
津川浩一郎

関東地方会会長挨拶
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Breast specialist as your professional track

　若い頃は日々の業務に追われて先のことを考えないまま
漫然と時間ばかりが過ぎていきがちですが、若い時こそ将
来をよく考えて夢を持つべきです。今が生涯の うちで一
番時間がある時です。自分が将来何をしたいのか、５年後
１０年後どうなっていたいか考える時間をぜひ取ってくだ
さい。そしてその将来像はあなたに とって魅力的なもので
ある必要があります。夢を実現するために良い相談相手を
持つことは大事です。

　自分がやりたいと思っていることが固まったら、次に実
現するために行動を起こしましょう。どんな素晴らしい夢
も自分の中でとどめているだけでは絵に描いた 餅で終わっ
てしまうでしょう。自分が考えていることを周りに理解し
てもらい協力を得ることで、一人では難しいこともずっと
実現しやすくなります。

夢を持とう

昭和大学病院
乳腺外科　助教
森美樹

キャリアについて
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　私が乳腺専門医を取得したのは医師 11 年目で、比較的遅
い取得となった。理由は医師 3 年目で大学院を選択し、4
年目から東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターに
国内留学したのが大きい。約 2 年半の国内留学であったが、
研究室のルールは厳しく、睡眠時間も３、４時間の生活で
あった。その期間は研究漬けの毎日で、全く臨床に携わる
ことは無かった。しかし医師としての勉強方法はそこで身
についた。外科ローテーションは大学院を卒業した医師 7
年目からの再開となった。大学の同期が病棟で指導医とし
て後輩たちを指導している環境で働かなくてはならず、多
少切ない思いもした。外科専門医取得は大学院卒業後とな
り、元来だらしない性格ということもあり、乳腺専門医の
試験を受けたのが、学年が 4 つ下の妻と同時期になってし
まった。私は同じ医局の後輩である妻と結婚したが、妻は
学生時代から首席で卒業するような成績優秀者であり、私
は大学の成績は卒業もギリギリな下位打線であった。その
妻と同時期に受験をするというプレッシャーの中、背水の
陣で臨んだ乳腺専門医取得の道のりであった。

研究を先行した乳腺専門医取得

聖マリアンナ医科大学　
乳腺・内分泌外科
志茂新
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Breast specialist as your professional track

　私は卒業後心臓外科を含めた幅広い研修を行った後、母校の大
学院で血管内皮を研究しました。その後アメリカ研究留学の機会
が与えられました。その際臨床の見学を希望したところ、ECFMG
の資格取得を勧められ、大急ぎで取得。しかし、結婚のため帰国、
外科に戻り出産。間もなく、同じ所から臨床留学のお話をいただ
き、長男が 9 か月の時に再留学しました。毎日オンコール状態の中、
一緒に研究留学した主人の助けもあり、外科だけでなく予防医学・
放射線診断・腫瘍内科・病理・放射線治療含め数多くの経験を積
むことが出来ました。外科としていえば手術の根底にある外科一
般の手技や考え方を持っていた方が良く、乳腺診療に関して言え
ば外科なら手術だけでなく他科の診療のやり方を実際に経験して
おくと役に立つと思います。やりたいことをたくさん経験しまし
たが、資格や業績など、できるだけ面倒くさがらずにまとめてお
くと後に役立ちます。私がやっておけばよかったと思うことはこ
の点です。乳腺診療を行う一員として、私の経験と思いを述べさ
せていただきました。参考にしていただければ幸いです。

乳腺専門医としてのキャリアを考える

東京慈恵会医科大学
外科　講師
川瀬和美
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　乳腺診療の魅力ってなんだろう？　日々刻々と進化する
検査・治療の学問的な面白さ。外科だけでなく、腫瘍内科、
病理、放射線、またセンター病院、大学病院・乳腺クリニッ
クと様々な切り口からライフステージにあわせた働き方で
乳癌診療に関われること。様々な治療の選択枝の中からそ
の患者さんにあう納得の治療を見つけ出すこと。治る確率
の高い疾患であり、治療の充実感があることなど様々にあ
ると思います。
　私自身を振り返ると駆け出しの頃、センター病院で手術
三昧の日々を送り、腕を磨けたことは自分のキャリア形成
の大きな財産となっています。
　現在、診療と研究と教育と双子の育児と、目まぐるしい
毎日ですが、「先生に手術をしてもらってよかった！」この
一言が、私にとっての乳癌診療の魅力であり、活力源です。

乳腺診療の魅力と私

昭和大学　
乳腺外科 准教授
明石定子
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Breast specialist as your professional track

　患者数、診療内容、いずれの視点からも極めて社会的ニー
ズが高い乳癌という疾患の診療を担当する乳腺診療科にお
いては、その担当者達に要求される重要な技量として、専
門性の高さと多職種とのリベラルな連携が挙げられる。前
者には、個々の職種や診療部門の狭く深い追求のみならず、
診断学から集学的各種治療学、予防医学、疫学、分子生物
学に至るまで、関連する領域の広い知識や心得も要求され、
後者には、各専門職が互いの職能を尊重し、議論を尽くす
ことなく、全ての職能が活かされる医療は展開できないと
いう認識を共有することが求められる。
　従って、乳腺診療におけるキャリア習得には、単一臓器
に端を発する疾患の診療でありながら、職種や男女を問わ
ず、上記の認識を共有することがその基本姿勢として重要
であると考え、新専門医制度の再検討がなされているとこ
ろである。

乳腺診療におけるキャリアディベロップメント

順天堂大学
乳腺・内分泌外科　教授
齊藤光江
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　「乳癌と診断された女性は傷ついた羽で懸命に飛行を続けようとする
蝶のようだ。その飛行を耐えぬき、女性たちは美しい薔薇に生まれ変わ
る。私は、その女性たちと共にがんと闘うこと、勤勉に努力を重ねて行
くことを決意する。」これは私がアメリカで乳癌診療を教わったメンター
から、日本に帰国する際に、美しい蝶と薔薇のクリスタルグラスの置物
とともに託された詩の一部です。
　私自身、聖路加国際病院で初めての女性外科研修医として採用してい
ただきました。外科にいる女性として、その当時、乳腺診療の専門科を
目指していた中村清吾先生と乳腺を中心に診療を行ないだしていた矢
先に、アメリカに留学が決まり、１５年間アメリカにて研究と臨床を行
なって、2009 年４月に聖路加ブレストセンターへもどりました。その間、
外科集中治療や外傷外科に魅力を感じた局面などもありましたが、現在、
医師として、女性として、母として、人間として、乳癌と診断された蝶
や薔薇に寄り添うことができる日々に、使命を感じるとともに感謝して
います。一度、私たちチームとともに、あなたも蝶と薔薇に寄り添う日々
を経験しに乳腺診療の現場へ見学にいらしてみませんか？

蝶や薔薇に寄り添える日々

聖路加国際病院ブレストセンター　
山内英子
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Breast specialist as your professional track

　日本乳癌学会（以下 JBCS）では、1997 年に専門医制度
を発足させ、現在までに約 1400 人の乳腺専門医が誕生して
おります。現行の専門医は、手術療法（外科）、薬物療法（内
科）、画像診断（放射線科、外科、産婦人科）、放射線治療

（放射線科）の 4 つの分野から成り立っていますが、外科を
基盤とした専門医が、全体の 95% を占めます。
　一方、これまで各領域の学会では学会独自の基準で専門
医を認定しておりましたが、乱立する専門医の質を保つ目
的で、2014 年 5 月に日本専門医機構（以下、機構）が発足
いたしました。機構は 19 領域の基本領域専門医と、それら
の基盤学会の上に 29 のサブスペシャリティ領域専門医を承
認しましたが、乳腺専門医はそれらのどれにも属さない「未
承認の学会」として分類されてしまいました。その理由は、
基盤学会との関連について乳腺専門医の立ち位置が不明瞭
と判断されたことです。
　これを受けて、JBCS 理事会および専門医制度委員会では、
乳腺専門医は「乳癌の診断と治療について標準的かつ包括
的な診療を提供できる医師である。」として定義し、機構が
認定するサブスペシャリティ専門医への移行を目指してい
ます。会員からのパブリックコメントを踏まえて、 ① 新規
乳腺専門医は「外科専門医」もしくは「総合内科専門医」
を基盤とすること、② 機構が承認するサブスペシャリティ
のプログラム研修を修了していること、③ 更新においては

新しい乳腺専門医制度について

専門医制度委員長
熊本大学
乳腺・内分泌外科　教授
岩瀬弘敬

症例経験、研修・研究業績が必要であることなどが決定さ
れています。
　2015 年 10 月には機構のヒアリングを終えましたが、乳腺
専門医に対する理解は十分得られたものと考えられ、近未
来にサブスペシャリティとして承認されることは確実です。
現在、基盤学会の整備と共に、新しい乳腺専門医制度にお
ける研修プログラムを作成中であります。なお、基盤学会
である外科専門医は 3 年のプログラムが、サブスペシャリ
ティとしての乳腺専門医プログラムも 3 年（外科系と内科
系に分かれます）と計画しておりますが、現実的には 1 年
を重ならせて、合わせて 5 年間（初期研修後）で取得でき
ないか検討中です。
　専門医制度に対してのご意見を是非 JBCS 事務局宛にお
送りいただけましたら幸いです。

専門医制度委員長挨拶
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主催：日本乳癌学会
共催：日本医師会


