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１． はじめに	 

	 

	 東京女子医科大学病院には小児科・循環器小児科・母子総合医療センター

新生児部門(NICU)・腎臓小児科の４科の小児診療科があり、互いに協力しな

がらプライマリ・ケア、地域医療、救急から専門領域の高度医療の実践と研

究・教育を行っています。さらに大学病院には小児科および外科系のさまざ

まな小児医療部門があり、小児医療全般にわたる包括的な医療を	 提供して

います。大学病院は高度先進医療と地域医療を提供する日本最大規模の病院

として世界に名前を知られ、その豊富な医療資源を活用し病めるこどもに最

適の医療を提供しています。豊富なスタッフと医療資源を活用できる東京女

子医科大学病院は、小児医療の研修を行う最適な環境です。	 

	 東京女子医科大学は社会的ニーズに応える小児総合医療センターを発足

させました。小児総合医療センターは大学病院の中の小児病院として小児科

系・外科系・精神/心理系のあらゆる部門が共同して一人の病めるこどもを

一つの所で診ていく理想の診療体系を目指します。後期研修に入る先生方に

も、この医療センターでの診療の一角を担っていただくことになります。	 

	 さらに、後期臨床研修、専門医取得のための研修、そして専門医取得後の

専門領域の臨床研修ならびに研究を行う医師のために、平成１８年度から	 

新たに東京女子医科大学病院小児科医療練士総合プログラムを、小児診療科

が協力してスタートさせました。このプログラムでは小児専門医となるため

の基礎研修から、専門医を取得した後の専門領域での研修・研究、あるいは

開業に向けての実践的な研修の機会を提供します。総数 110 名を超える小児

診療科群のスタッフは、臨床・研究・教育のエキスパートとして研修をサポー

トし、個人のニーズに応じた充実したプログラムを提供します。さらに医療

練士制度と大学院制度のドッキングプログラムも設定され、臨床を学びなが

ら研究を行う機会も提供します。	 

	 

	 われわれは大学の理念である「至誠と愛」に基づくハートのある小児医療

を実践しながら、充実した研修・研究機会を提供することが出来るプログラ

ムを準備して、先生方の応募をお待ちしています。	 

	 

２． 大学病院概要	 

	 

	 東京女子医科大学病院は首都圏の中心に位置する高度先進医療を提供

する病院で、各領域の専門家が日々の診療を行っています。病床数は 1,430

床、1 日外来患者約 4.500 人の国内最大規模の病院です。外来は平成１５

年に完成した総合外来センターに全科が集約して診療を行っており、患者



 

のアメニティーに配慮した諸設備、電子診療録、オーダリングシステムな

どを多くの先進的な機能をもち、国外からの見学も多数あります。病棟は、

センター毎に分かれておりそれぞれで専門の看護スタッフと協力した医療

が行われています。小児科病棟は 2006 年 8 月に東病棟に移転し最新の病棟

に生まれ変わりました。	 

	 東京女子医大病院総計 35 の診療科のうち 4科が小児診療科で、そのうち

の３科は臓器系に分かれたセンターに属しています。小児科は独立した	 

診療科でプライマリー・ケア、小児科救急を含め小児医療全般を担当しま

す。循環器小児科は心臓病センターに、新生児部門(NICU)は母子総合医療

センターに、そして腎臓小児科は腎臓病総合医療センターに所属します。

各小児診療科間および小児外科さらに他の部門との連携も行われ、患者様

にとって最適な医療を提供する組織が作られています。	 

	 

３． 東京女子医科大学小児科医療練士総合プログラムの目的	 

	 

１） 小児医療全般の知識・技能を備え、患者・家族と社会を考えることので
きる小児科専門医を育成する。	 

２） 小児科領域の臨床、研究および教育能力を持った医師を育成する。	 
３） 初期臨床研修修了者だけでなく、小児科専門医取得を目指す医師、専門
医取得後に各領域のエキスパートを目指す医師のそれぞれのニーズに応

じた研修を行う。	 

	 

４． プログラムの特徴	 

	 

１） 小児科・循環器小児科・母子総合医療センター新生児部門(NICU)・腎臓
小児科の４科のどれかを選択し、入局して研修する。ただし、医療練士研

修終了時には、再度専門領域を選択することができる。	 

２） それまでの研修履歴に応じて３つのレベルを設定し、それぞれに適した
プログラムを提供する。	 

 レベル A:初期臨床研修修了者（卒後３年目）	 
 レベル B:卒後３年以上で専門医未取得者	 
 レベル C:専門医取得者	 

３） 研修期間は、レベル Aは５年間とするが、レベル Bおよび Cはそれぞれ
の履歴に応じて決定する。	 

４） 研修は小児診療科各科および関連部門、付属病院（東京女子医科大学病
院東医療センター、八千代医療センターを含む）など幅広い小児診療科で

行うことが出来る。レベル Aおよび Bでは専門医資格取得のために始めに



 

大学病院小児診療科各科（基本研修科）をローテーションし、専門医取得

に必要な疾患を経験し、小児科全般の基本的医療が行えるようにする。	 

５） それぞれのレベルで、臨床系大学院とのドッキングプログラムを選択す
ることが出来る。院生は臨床研修をしながら大学院の講義・実習を履修し、

臨床研究を行い所定の単位を修得すれば博士号を修得できる。	 

６） 医療練士にも適宜研究の機会が与えられ、７年間の研究歴（研修医・医
療練士期間を含む）終了後研究業績によって博士号を申請できる。	 

	 

５． プログラム概要	 

	 

(１) 基本研修科：小児科・循環器小児科・母子総合医療センター新生児部
門(NICU)・腎臓小児科	 

 研修者はこのひとつに所属しながら、各科を少なくとも１単位（３ヶ
月）ローテーションする	 

 それぞれの基本診療科には関連病院がありそこに出向することもある	 
(２) オプション研修科：遺伝子医療センター、小児外科、循環器小児外科

を含む大学病院各診療科、東京女子医科大学付属八千代医療センター

（平成 18 年 12 月開院）	 

 それぞれが特徴ある医療を実践しており、研修期間中に希望に応じて
ローテーションすることが出来る。	 

	 

６． プログラム概要	 

	 

１） レベル A：初期臨床研修修了者（卒後３年目の入局）	 
① １年目：原則として小児科にて一年間臨床を研修し、小児科特有の急
性疾患の季節的変動とそれへの対処を体得する。	 

また、小児外科指導医・専門医との連携も密で、新生児期から学童期

までの小児の外科的疾患に対し外科医が行う「こどもの未熟性、成長、

発達を考慮した内視鏡下手術を含む治療法実践」についても学べます。	 

② ２年目：基本研修科を１単位ずつローテーションし、専門医取得に必
要な臨床経験を積むとともに、小児科の基本的診療技能を修得する。	 

③ ３年目：専門医資格を取るための研修を修了する。本人の希望を考慮
しながら３単位までのオプション研修科での研修が行える。但し所属

する小児診療科の当該年次の医療練士数により調整することがある。	 

④ 専門医取得後：所属診療科の方針と６年目以降に自分の進む領域を考
えながら本人の希望にあわせた研修を基本、オプション研修科および

所属科の関連病院で行なう。	 



 

２） レベル B：卒後３年以後、あるいは他の後期研修中で専門医未取得者	 
① １年目：原則として基本研修科を１単位ずつローテーションし、専門
医取得に必要な臨床経験を積むとともに、小児科の基本的診療技能を

修得する。	 

② ２から３年目：専門医資格を取るための研修を修了する。本人の希望
を考慮しながら３単位までのオプション研修科での研修が行える。	 

但し所属する小児診療科の当該年次の医療練士数により調整すること

がある。	 

③ 専門医取得後：所属診療科の方針と６年目以降に自分の進む領域を考
えながら本人の希望にあわせた研修を基本、オプション研修科および

所属科の関連病院で行なう。	 

３） レベル C：専門医取得後の医療練士制度	 
① 小児科医としての深い能力開発の研修とするために、応募時に所属診
療科の責任者と相談して研修期間を決定し、基本、オプション研修科

および所属科の関連病院で研修する。	 

② 基本研修科は必ず１単位研修する。	 
③ 研修期間は最大５年間で６単位までのオプション研修科での研修を認
める。	 

	 

４） 臨床系大学院とのドッキングプログラム	 
① 各レベルで臨床大学院に入学しての研修を認める。	 
② １年目：専門医未取得者は初期臨床研修修了者と同様に基本研修科を
ローテーションし小児科医としての基本を研修する。同時に、大学院

として必要な単位をとる講義・実習等にも参加する。専門医取得者は

以下の２年目のコースから開始する。	 

③ ２から３年目：専門医未取得者は専門医取得のための研修を行う。	 	 
同時に、大学院として必要な単位をとる講義・実習等にも参加する。	 	 	 

３年目終了時には専門医資格を取るための研修を修了する。所属科以

外の基本研修科およびオプション研修科へのローテーションは行わな

い。	 

④ ４から５年目：指導教官の指導下に研究テーマを決定し、研究を行い
ながら臨床研修を行う。大学院での研究の進行により最短 4 年間で、

医療練士終了時には学位審査を受けることができる。所属科以外の基

本研修科およびオプション研修科への研修は原則として行わない。	 

	 

	 

	 



 

７． 基本研修科（医療練士の所属となる小児診療科）概要	 

１） 小児科	 
 
 
 
 
 
 
 

診療科責任者 大澤	 真木子	 主任教授 
指導医 小国弘量教授、林	 北見准教授（兼）、永木	 茂准教授、 

平澤恭子准教授、舟塚	 真准教授、坂内優子准教授、伊藤	 康

講師、石垣景子講師、今井薫准講師、	 他常勤 7名 
病床数 29床  
外来患者数 一般外来月約 3,000人＋救急外来月約 250人 
対象となる主

な疾患など 
小児の成長発達、小児神経筋疾患、小児痙攣性疾患、小児呼吸

器疾患、小児アレルギ‐疾患、感染症、消化器疾患、内分泌・

代謝疾患、児童精神・心理的問題、小児血液疾患、小児救急疾

患、	 育児支援、遺伝相談、障害児医療 
主な研究領域 発育／発達グループ 

神経筋疾患の臨床、病理グループ 
分子遺伝学的解析を中心とする神経筋疾患・遺伝子グル‐プ、 
臨床・実験てんかんグル‐プ、 
ミトコンドリア疾患グル‐プ、 
児童精神グループ、 
免疫アレルギーグル‐プ、 
小児救急グループ 
内分泌グループ 

診療科の特徴 日本小児科学会認定小児科専門医制度研修カリキュラムに準

拠した救急診療を含むプライマリ・ケア、主要疾患だけでなく、

神経筋、免疫、内分泌・代謝、消化器、呼吸器、血液、精神、

遺伝性疾患など専門医として知るべき特殊な疾患まで広い範

囲の疾患に関する診療技術と知識を学べる。新しい病棟と外来

で、働きやすい環境が整っている。	 

取得可能な資

格 (専門医等) 
小児科専門医、小児神経専門医、てんかん学会認定医、アレル

ギー専門医、臨床遺伝専門医、PALS	 



 

URL http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/department/d01-Pediatrics.html 
２） 循環器小児科 
診療科責任者 中西敏雄教授 
指導医 中西敏雄教授、稲井	 慶講師、杉山	 央講師、石井徹子講師、

富松宏文助教、篠原徳子助教、竹内大二助教、清水美妃子助教、

豊原啓子助教、島田衣里子助教、園田幸司助教、他常勤 11名 
病床数 一般床 30床、ICU病床 6床、その他小児循環器外科の 11床 
外来患者数 一日平均約 60人 
対象となる主

な疾患 
先天性心疾患、不整脈（基礎心疾患のないものも含む）、川崎

病、心筋疾患などの心臓病 
主な研究領域 先天性心疾患の発生、遺伝、病態生理、治療に関する研究 
診療科の特徴 当科は、発足以来、先天性心疾患ではわが国のこの分野での

リーダー的存在であり、多くの患者様が全国各地から受診され

る。診療対象疾患は専門の教科書に掲載されているものはほと

んど網羅し、さらに当科から世界に向けて発信した疾患や症候

群もある。多岐にわたる疾患について形態診断、病態生理診断、

予後診断などの診断学、薬物治療およびカテーテル治療などの

内科系治療学を研修できる。さらに、当科の特徴の一つは心臓

外科との密接な関係であり、術前術後の患者管理を学ぶことも

できる。また母体胎内の心異常をもつ胎児から成人期に達した

患者様を診療しており、小児科で定義される年齢を超えた幅広

い年齢層が対象となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
３） 母子総合医療センター 
	 	 	 	 	 	 	 新生児部門(NICU) 
 
 
 
 

 
 

センター長 楠田	 聡	 教授 
診療科責任者 楠田	 聡	 教授 
指導医 内山	 温准教授、中西秀彦講師、戸津五月准講師、増本健一助

教、鷲尾洋介助教、首里京子助教 
病床数 NICU 15床、GCU24床 
外来患者数 ハイリスク児フォローアップ外来	 40例／週 
対象となる主

な疾患 
早産児、病的新生児、先天異常を合併する新生児 
 

主な研究領域 新生児の免疫機能、早産児の内分泌機能、新生児の神経障害	 	 

発生機序、新生児の薬物代謝、新生児の呼吸調節機能、プロバ

イオティクス、等に関する研究 
早産児の発達機能に関する研究 
周産期ネットワークデータベースに関する研究 

診療科の特徴 当センターは高度の周産期医療を提供する総合周産期母子医

療センターに指定されている。そのため、東京都の周産期医療

の中核施設として機能し、ハイリスク妊婦、新生児を東京都の

みならず、都外からも広く受け入れている。また、種々の疾患

を合併した妊婦（糖尿病、心疾患、腎疾患、膠原病、内分泌疾

患）から出生した新生児の割合が多いのも特徴である。 
取得可能な資

格（専門医） 
新生児専門医 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
４） 腎臓小児科 
診療科責任者 服部	 元史	 教授 
指導医 秋岡祐子講師、近本裕子准講師、久野正貴助教、石塚喜世伸助

教、菅原典子助教、西山慶助教、浅野達雄医療練士	 

病床数 東 5階	 小児外科系病棟内に 10 床	 

外来患者数 年間のべ 6,548人、うち初診患者 248人（平成 23年度） 
対象となる主

な疾患 
新生児期から思春期・青年期のすべての小児腎疾患 
学校検尿の事後措置、腎炎・ネフローゼ、先天性腎尿路疾患、	 

遺伝性腎疾患、急性腎不全、慢性腎不全 
主な研究領域 難治性ネフローゼ症候群治療研究 

難治性ネフローゼ症候群、巣状糸球体硬化症の遺伝子解析およ

び血管透過性因子解析 
腎移植後の免疫抑制治療効果研究 

診療科の特徴	 腎臓病総合医療センター内で泌尿器科、腎臓外科、腎臓内科、

血液浄化療法科と連携し、腎疾患の正確な診断と最善の治療が

提供できるよう努力している。また、2010 年にオープンした

小児外科系病棟では、小児の術前術後の輸液管理に携わってい

る。研究テーマは臨床に則した内容が多く、常に臨床への

フィードバックを心がけており、将来小児腎疾患診療への還元

が期待される。腎生検数は年間 50-60 件で、腎病理医を交えた

病理カンファレンスによる診断から治療まで一貫して診療可

能である。特に、慢性腎不全治療には腎移植、血液透析、腹膜

透析と幅広く対応しており、全国からの紹介症例も多い。小児

腎移植は年間 15 例、2009 年末時点で 290 例に行われた。また

学内の小児科各科とも密接に連携し、複数臓器障害児や急性血

液浄化を要する疾患の診療にあたっている。なお、日本小児科

学会専門医の他、日本腎臓病学会認定専門医、日本透析医学会

認定医、日本アフェレーシス学会認定専門医、日本臨床腎移植

学会腎移植認定医、日本小児泌尿器科学会認定医の所得が可能

である。	 

	 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
８． 主なオプション研修科、部門 
 １）遺伝子医療センター 

診療科責任者 齋藤	 加代子	 教授 
指導医 川目	 裕客員教授、菅野仁准教授、岩崎直子准教授、松尾真理

講師他、遺伝子医療センター関連スタッフ 
病床数 なし 
外来患者数 年間のべ 2,000人 
対象となる主

な疾患 
新生児期から成人期のすべての遺伝性疾患 
神経筋疾患、遺伝性血液疾患、家族性腫瘍などの単一遺伝子病、

染色体異常症、多因子遺伝病、ファーマコゲノミクス 
主な研究領域 １）筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症の遺伝子解析と治療法

の開発 
２）遺伝性疾患をもつ患者家族への心理的支援 
３）遺伝性血液疾患の遺伝子解析研究 

４）薬理遺伝学的研究 
診療科の特徴 遺伝医学の進歩を適切に医療に応用することを目指す診療科。 

日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会の臨床遺伝専

門医制度の認定施設である。臨床遺伝専門医の資格取得が可

能。遺伝性疾患の診療、患者と家族の支援、倫理問題の検討な

ど、遺伝カウンセリングを含む包括的な遺伝子医療を実施して

いる。遺伝専門の臨床心理士、認定遺伝カウンセラーとともに

診療を実施している。 
取得可能な資

格（専門医） 
臨床遺伝専門医 

URL http://www.twmu.ac.jp/IMG/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
９． 医療練士の評価	 

	 研修者はそれぞれが到達目標を定め、その達成を随時フィードバックによ

り評価します。専門医を修得するものは、専門医手帳（小児科学会から配

布される予定）の内容に沿って達成度を評価します。 
	 到達目標はさらに、各小児科診療科によっても定められ、評価を受けます。 
 
１０．医療練士の身分と処遇	 

	 	 	 研修期間は大学職員として採用され、診療科に属する。身分と待遇は、

本学の「医療練士研修生についての規定」および「医療練士研修生就業規

則」に則ります。 
	 	 	 宿舎はありません。健康保険はあります。夏季休暇、正月休暇はありま

す。 
 
11．応募資格、定員、申込期日、選抜 
	   応募資格は初期臨床研修修了予定者、その他専門医取得希望者、小児科の
専門領域研修希望者、小児科開業に向けての長期研修希望者です。（レベル

A、B、  および C） 
定員は１学年	 15名程度。 

	   入局の願書提出の締め切りは 10月 31日 
	   選抜は 11月に面接試験で決定します。 
	   後日若干名再募集することがあります。 
	  
12．医療練士研修申込み先	 

 
〒162-8666  
東京都新宿区河田町 8番 1号 

	 	 	 東京女子医科大学病院	 業務管理課 
    TEL 03(3353)8111 内線	 31106~31107	 



 

 

    
 


