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東京女子医科大学小児科後期臨床研修医総合プログラム（東京女子医科大学小児研修プログラム） 

(TWMU Joint Program of Pediatrics)  

 

１. プログラムの概要 

東京女子医科大学（東女医大）病院の小児診療分野は、小児科、新生児医学科、循環器小

児科、腎臓小児科、小児外科、脳外科小児部門、各外科系小児部門とともに、「東女医大小

児総合医療センター」を構築しており、各部門とも、全国規模の学会を主催できるほどの実

力と知名度を誇っている。此の度の専門医制度の改定により、小児科専門医の資格取得要件

が厳しくなり、小児疾患の各分野の診断・治療を万篇なく経験することが求められている。

即ち、小児科を志す初期臨床研修修了者においては、特定の分野に興味があったとしても、

専門医を取得するまでの３年間は小児科のあらゆる分野を一通り経験できる研修コースに

参加する必要がある。さらに東女医大全体の小児診療分野は、「小児総合医療センター」、「八

千代医療センター小児科・新生児科・小児集中治療科」と連携体制を構築している。東女医

大附属 3 病院まで入れると小児系総病床数は、関東近隣の国公立こども病院と比べても遜

色のない規模であることから、この 2 ないし 3 病院全体を包括した研修プログラムを立ち

上げれば、相当充実した研修が可能になるはずである。このような背景から、東女医大小児

診療部門として、本院小児総合医療センターが「研修基幹施設」となり、現在のところ八千

代医療センターを「研修連携施設」とした教育プログラムである「東女医大総合小児研修プ

ログラム」を立ち上げるに至った。このプログラムには、血液腫瘍学を専門に研修する東女

医大関連病院以外の「研修連携施設」と地域医療を研修するための一般病院である「研修協

力施設」における研修も含まれる。八千代医療センターにおいても総合的な小児科医を育成

する独自の後期研修プログラムを動かしており、同センターもまた自身を「研修基幹施設」、

小児総合医療センターを「研修連携施設」として、いわゆる「たすき掛け」の研修プログラ

ムを展開することができる。（現在、研修プログラムとして登録しているものについて） 

 

２. プログラムの特徴 

このネットワークでの小児研修プログラムは、表 1 に示したものを原則とするトータル

3 年間のコース（初期研修期間修了者）であるが、個人の希望により種々のオプションを持

たせる自由度があるのが大きな特徴である。初期研修期間修了者の各部門へのローテーシ

ョンの順番は、参加人数により変わるが、原則として本院小児科から出発して、その後、希

望を聞きながら、個人またはグループ毎にコースを決める。 

なお、初期研修期間修了から数年を経て他医療機関で小児科経験を積んでいる方は、表 1

に示す必修部門へローテーションする必要はないこともあるので、症例経験の少ない分野

を主体としたローテーション・スケジュールを希望に添えるよう決めていくことになる。 

加えて、八千代医療センター小児科の後期研修プログラムを希望される方についても、本

学小児総合医療センターのローテーションを希望されるときは、スムーズに回れるオプシ

ョンを考えるので、遠慮なく相談してください。（東医療センター小児科、新生児科につい

ては、後期研修 4 年目以降） 

 

 



表 1：東京女子医科大学 小児研修プログラムのローテーション例（初期研修期間修了者） 

センター名 診療科 主な内容 
期間 

(ヶ月)

本院小児 

総合医療センター 

（研修基幹施設） 

小児科 小児科全般 3-6 

循環器小児科 小児循環器全般、intensive care  3-6 

新生児医学科 新生児全般、intensive care  3-6 

腎臓小児科 
小児腎疾患全般、intensive care  

小児集中治療全般 

3-6 

3-6 

東女医大の 

研修連携施設 

小児科 

小児血液腫瘍科
小児血液・腫瘍性疾患全般 3-6 

東女医大の 

研修協力施設 

小児科 

新生児科 

小児地域医療 

新生児全般 
6-12 

八千代医療センター 

（研修連携施設） 

小児科 

新生児科 

小児集中治療科

小児科全般、ER 型小児救急 

新生児全般 

小児集中治療（PICU） 

3-6 

 

注：①この表に示すローテーション期間は推奨例であって、各研修医の希望によってアレン

ジ可能（テーラーメード方式）。但し、初期研修期間修了者においては、小児科専門医試験

受験資格に必要な主要疾患は全て経験することを目標としているため、②小児科専門医取

得後は「小児麻酔科」、「小児膠原病科」、「その他の外科系小児部門」への研修オプションも

可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３. 基本研修科概要 

1) 小児科 

診療科責任者 永田 智 (教授・基幹分野長) 

指導医 石垣景子 准教授、衛藤 薫 講師、ほか常勤 10 名 

病床数 9 床 

外来患者数 一般外来 月約 2,200 人＋救急外来 130 人 月約 2,300 人 

対象となる主な

疾患 

小児一般疾患、小児神経・筋疾患、小児成長・発達、小児アレルギー・

膠原病疾患、小児集中治療、小児栄養・消化器疾患、小児内分泌・代

謝疾患、小児救急疾患、遺伝相談、児童精神・心理など 

主な研究領域 ・神経・筋疾患・遺伝子研究：病理、分子遺伝学的解析、新薬・遺伝

子治療などの全国的医師主導型治験など 

・てんかん研究：先進的な臨床・実験てんかん、ケトン食療法の基礎

研究 

・小児免疫・アレルギー研究：食物アレルギーの寛容のメカニズム、

川崎病の病因解明、膠原病・自己炎症症候群の病態解明、早産の病態

解明（産科・新生児科との共同研究） 

・発育・発達研究、ミトコンドリア疾患研究、児童精神研究、代謝・

内分泌研究、障害児医療研究 など 

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て、

小児の救急診療を含むプライマリーケア、主要疾患に関する診療技術

と知識を取得することができる。当科で経験できる疾患は、小児科

common disease 全般から専門的な神経・筋疾患、免疫疾患・膠原病、

代謝疾患に至るまで多岐のものを網羅可能である。日本小児科学会専

門医は勿論、小児神経学会専門医、日本アレルギー学会専門医、臨床

遺伝専門医、日本てんかん学会専門医などの取得が可能である。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) 循環器小児・成人先天性心疾患科 

診療科責任者 稲井 慶 准教授 

指導医 石戸美妃子 講師、篠原徳子 助教、竹内大二 助教、豊原啓子 准講師、島

田衣里子 助教、朝貝省史 助教、原田 元 助教、西村智美 助教、佐藤正

規 助教、工藤恵道 助教 

病床数 31 床 

外来患者数 一日約 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 胎児心臓病：胎児心疾患の診断、治療 

新生児心臓病：新生児、乳児心疾患の診断治療 

成人先天性心疾患：成人～中高年までの先天性心疾患の診断・治療 

不整脈：先天性心疾患の不整脈、小児の不整脈の診断・治療、カテー

テルアブレーション 

カテーテル治療：先天性心疾患のカテーテル治療 

基礎研究：心奇形の発生、遺伝、分子生物学 

診療科の特徴 当科は、我が国のこの分野でのリーダー的存在で、多くの患者様が全

国各地から紹介されてくる。診療対象疾患は、専門の教科書に掲載さ

れているものは殆ど網羅し、されに稀な疾患も経験できる。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。更に、当科の特

徴のひとつは心臓血管外科との密接な関係であり、術前術後の患者管

理を学ぶことも出来る。また、母体胎内の心異常をもつ胎児から、成

人期に達した患者まで診療している。心エコー、CT、MRI などの非

侵襲的な診断法から、心臓カテーテル検査、カテーテル治療まで研修

し、循環器小児科専門医として育っていくことができる。 

なお、日本小児科学会の専門医の他、日本小児循環器専門医、日本循

環器学会専門医、日本成人先天性心疾患専門医の取得が可能である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3)母子総合医療センター新生児医学科(NICU) 

診療科責任者 和田雅樹 教授 

指導医 平澤恭子 臨床教授、大野秀子 准講師、細川真一 准講師 

病床数 NICU18 床、GCU21 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 ・新生児蘇生：蘇生法開発、仮死の病態生理、仮死後の治療、臍

帯血移植、呼吸調節、他 

・新生児免疫能・サイトカイン 

・新生児循環：晩期循環不全の病態生理・治療、循環評価 

・プロバイオティクス 

・早産児の発達評価 

・合併症母体と新生児 

・周産期災害医療 

・モニタリングシステムの開発 

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。なお、日本小児科学会専

門医の他、日本周産期・新生児学会新生児専門医の取得が可能で

ある。（www.jspnm.com） 

NICU ホームページ www.twmu.ac.jp/NICU/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)腎臓小児科 

診療科責任者 服部元史 教授 

指導医 三浦健一郎 准教授、石塚喜世伸 助教、白井陽子 助教、安藤太郎 助

教 

病床数 4 床 

外来患者数 年間のべ約 4,800 人、1 日平均 20 人 

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・泌尿器疾患 

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、腎移植 

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 

遺伝性尿細管疾患の遺伝子解析および臨床像の解析 

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、将来小児腎臓疾患

診療への還元が期待される。腎生検数は年間 50～60 件で、腎病理専門

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

約 15 例、2021 年度時点で 443 例行われた。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治療

にあたっている。なお、日本小児科学会専門医の他、日本腎臓学会認

定専門医、日本透析医学会認定医、日本アフェレシス学会認定専門医、

日本臨床腎移植学会腎移植認定医、日本小児泌尿器学会認定医、日本

移植学会認定医、日本急性血液浄化学会認定指導者の取得が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４. 研修評価および経験実績記録システムの整備 

１）後期臨床研修医に対する、指導医およびプログラム責任者による評価の方法 

指導医およびプログラム責任者は、指導者用マニュアルに基づき、基幹施設研修プロ

グラムの定める到達目標を達成できるよう後期臨床研修医の指導を行い、研修期間

中盤と終盤にその達成度について評価し、目標に達していない項目については、後期

臨床研修医の希望をもとに指導方法の見直しを行い、次回の評価時期、内容を立案す

る。最終的に「小児科専門医臨床研修手帳」への記載を指導医およびプログラム責任

者が責任をもって行う。 

２）指導体制等に対する、後期臨床研修医による評価の方法 

上記の指導医との面談の際に、後期臨床研修医による指導体制の評価も合わせて行

う。問題点の抽出が困難と思われた場合は、後期臨床研修医に匿名で指導体制に対す

る評価用紙に記入してもらい指導者委員会で指導体制に対する方針を討議し、その

後の後期臨床研修指導にフィードバックする。 

 

５. 問い合わせ先 

問い合わせは、各診療科で受け付けるが、代表は、 

小児科：〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1  東京女子医科大学小児科 

研修係：石垣景子 

TEL 03-3353-8111（代表；内線 31230）、FAX 03-5269-7338  

東京女子医科大学小児科ホームページ参照 

http://www.twmu.ac.jp/PED/ 


