
浜松医科大学医学部付属病院小児科研修医（専攻医）プログラム 

1. プログラム統括責任者からのメッセージ 

 

浜松医科大学小児科専門研修プログラムについてご紹

介します。本プログラムの研修は、専門研修基幹施設で

ある浜松医科大学附属病院小児科と、静岡県の二次医

療圏を担う中核施設である専門研修連携施設群（浜松

医療センター、遠州病院、磐田市立総合病院、中東遠

総合医療センター、藤枝市立総合病院、静岡済生会総

合病院、聖隷沼津病院）および研修関連施設（富士宮

市立病院）においてなされます。研修期間は 3 年間で、

基本的に 2 年間が上記研修連携施設、残る１年間が大

学病院における研修期間となります。研修連携施設で

は、小児一般の基本的知識や手技、乳児健康診断や

予防接種、感染症などの common diseases ならびに救

急疾患を主として研修します。また、各専門分野の研修など、各病院や地域の特性に応じた研修

を受けます。大学病院では、新生児、血液・腫瘍、内分泌・代謝、免疫・アレルギー、循環器、神経、

臨床遺伝などの専門分野を主として研修します。このように、本プログラムでは、急性疾患から慢性

疾患、また、ありふれた疾患から希少疾患まで、地域の特性と病院の役割に応じて、すべての領域

の小児医療を経験できる体制となっております。 

 

2. 到達目標 

「小児科専門医の役割」に関する到達目標：日本小児科学会が定めた小児科専門医としての役

割 

役割 

子どもの

総合診療

医 

子どもの総合診療  

 子どもの身体, 心理, 発育に関し、時間的・空間的に全体像を把握できる. 

 子どもの疾病を生物学的,心理社会的背景を含めて診察できる. 

 EBM と Narrative-based Medicine を考慮した診療ができる. 

成育医療 

 小児期だけにとどまらず, 思春期・成人期も見据えた医療を実践できる. 

 次世代まで見据えた医療を実践できる. 

小児救急医療 

 小児救急患者の重症度・緊急度を判断し, 適切な対応ができる 

 小児救急の現場における保護者の不安に配慮ができる. 

地域医療と社会資源の活用  

 地域の一次から二次までの小児医療を担う. 

 小児医療の法律・制度・社会資源に精通し, 適切な地域医療を提供できる. 

 小児保健の地域計画に参加し, 小児科に関わる専門職育成に関与できる. 

患者・家族との信頼関係  



 多様な考えや背景を持つ小児患者と家族に対して信頼関係構築できる. 

 家族全体の心理社会的因子に配慮し, 支援できる. 

育児・健康

支援者 

プライマリ・ケアと育児支援 

 Common diseases など, 日常よくある子どもの健康問題に対応できる. 

 家族の不安を把握し, 適切な育児支援ができる. 

健康支援と予防医療 

 乳幼児・学童・思春期を通して健康支援・予防医療を実践できる. 

子どもの

代弁者 

アドヴォカシー（advocacy） 

 子どもに関する社会的な問題を認識できる. 

 子どもや家族の代弁者として問題解決にあたることができる. 

学識・ 

研究者 

高次医療と病態研究 

 最新の医学情報を常に収集し,現状の医療を検証できる. 

 高次医療を経験し, 病態・診断・治療法の研究に積極的に参画する. 

国際的視野 

 国際的な視野を持って小児医療に関わることができる. 

 国際的な情報発信・国際貢献に積極的に関わる. 

医療のプ

ロフェッ

ショナル 

医の倫理 

 子どもを一つの人格として捉え、年齢・発達段階に合わせた説明・告知と同意を得るこ

とができる. 

 患者のプライバシーに配慮し、小児科医としての社会的・職業的責任と医の倫理に沿っ

て職務を全うできる. 

省察と研鑽 

 他者からの評価を謙虚に受け止め, 生涯自己省察と自己研鑽に努める. 

教育への貢献 

 小児医療に関わるロールモデルとなり, 後進の教育に貢献できる. 

 社会に対して小児医療に関する啓発的・教育的取り組みができる. 

協働医療 

 小児医療にかかわる多くの専門職と協力してチーム医療を実践できる. 

医療安全 

 小児医療における安全管理・感染管理の適切なマネジメントができる. 

医療経済 

 医療経済・保険制度・社会資源を考慮しつつ, 適切な医療を実践できる. 

 

「経験すべき症候」に関する到達目標：日本小児科学会が定めた経験すべき 33 症候のうち

8割以上 

症候 

体温の異常 

発熱，不明熱，低体温 

疼痛 

頭痛  

胸痛 

腹痛（急性，反復性） 

背・腰痛，四肢痛，関節痛 

全身的症候 

泣き止まない，睡眠の異常  

発熱しやすい，かぜをひきやすい 

だるい，疲れやすい 

めまい，たちくらみ，顔色不良，気持ちが悪い 

ぐったりしている，脱水 

食欲がない，食が細い 

浮腫，黄疸 



成長の異常 

やせ，体重増加不良 

肥満，低身長，性成熟異常 

外表奇形・形態異常 

顔貌の異常，唇・口腔の発生異常，鼠径ヘルニア，臍ヘルニア，股関節の異常 

皮膚，爪の異常 

発疹，湿疹，皮膚のびらん，蕁麻疹，浮腫，母斑，膿瘍，皮下の腫瘤，乳腺の異常，爪の異常，発毛

の異常，紫斑 

頭頸部の異常 

大頭，小頭，大泉門の異常 

頸部の腫脹，耳介周囲の腫脹，リンパ節腫大，耳痛，結膜充血 

消化器症状 

嘔吐（吐血），下痢，下血，血便，便秘，口内のただれ，裂肛 

腹部膨満，肝腫大，腹部腫瘤 

呼吸器症状 

咳，嗄声，喀痰，喘鳴，呼吸困難，陥没呼吸，呼吸不整，多呼吸 

鼻閉，鼻汁，咽頭痛，扁桃肥大，いびき 

循環器症状 

心雑音，脈拍の異常，チアノーゼ，血圧の異常 

血液の異常 

貧血，鼻出血，出血傾向，脾腫 

泌尿生殖器の異常 

排尿痛，頻尿，乏尿，失禁，多飲，多尿，血尿，陰嚢腫大，外性器の異常 

神経・筋症状 

けいれん，意識障害 

歩行異常，不随意運動，麻痺，筋力が弱い，体が柔らかい, floppy infant 

発達の間題 

発達の遅れ，落ち着きがない，言葉が遅い，構音障害（吃音），学習困難 

行動の間題 

夜尿，遺糞 

泣き入りひきつけ，夜泣き，夜驚，指しゃぶり，自慰，チック 

うつ，不登校，虐待，家庭の危機 

事故，傷害 

溺水，管腔異物，誤飲，誤嚥，熱傷，虫刺 

臨死，死 

 臨死、死 

 

「経験すべき疾患」に関する到達目標：日本小児科学会が定めた経験すべき 109 疾患のう

ち、8 割以上 

新生児疾患，先天異常 感染症 循環器疾患 精神・行動・心身医学 

 低出生体重児  麻疹, 風疹  先天性心疾患  心身症，心身医学的問題 

 新生児黄疸  単純ヘルペス感染症  川崎病の冠動脈障害  夜尿 

 呼吸窮迫症候群  水痘・帯状疱疹  房室ブロック  心因性頻尿 

 新生児仮死  伝染性単核球症  頻拍発作  発達遅滞，言語発達遅滞 

 新生児の感染症  突発性発疹 血液，腫瘍  自閉症スペクトラム 

 マス・スクリーニング  伝染性紅斑  鉄欠乏性貧血  AD/HD 

 先天異常，染色体異常症  手足口病、ヘルパンギーナ  血小板減少 救急 

先天代謝，代謝性疾患  インフルエンザ  白血病，リンパ腫  けいれん発作 

 先天代謝異常症  アデノウイルス感染症  小児がん  喘息発作 

 代謝性疾患  溶連菌感染症 腎・泌尿器  ショック 

内分泌  感染性胃腸炎  急性糸球体腎炎  急性心不全 

 低身長，成長障害  血便を呈する細菌性腸炎  ネフローゼ症候群  脱水症 

 単純性肥満，症候性肥満  尿路感染症  慢性腎炎  急性腹症 

 性早熟症，思春期早発症  皮膚感染症  尿細管機能異常症  急性腎不全 



 糖尿病  マイコプラズマ感染症  尿路奇形  虐待，ネグレクト 

生体防御，免疫  クラミジア感染症 生殖器  乳児突然死症候群 

 免疫不全症  百日咳  亀頭包皮炎  来院時心肺停止 

 免疫異常症  ＲＳウイルス感染症  外陰膣炎  溺水，外傷，熱傷 

膠原病，リウマチ性疾患  肺炎  陰嚢水腫，精索水腫  異物誤飲・誤嚥，中毒 

 若年性特発性関節炎  急性中耳炎  停留精巣 思春期 

 SLE  髄膜炎（化膿性，無菌性）  包茎  過敏性腸症候群 

 川崎病  敗血症，菌血症 神経・筋疾患  起立性調節障害 

 血管性紫斑病  真菌感染症  熱性けいれん  性感染，性感染症 

 多型滲出性紅斑症候群 呼吸器  てんかん  月経の異常 

アレルギー疾患  クループ症候群  顔面神経麻痺 関連領域 

 気管支喘息  細気管支炎  脳炎，脳症  虫垂炎 

 アレルギー性鼻炎・結膜炎  気道異物  脳性麻痺  鼠径ヘルニア 

 アトピー性皮膚炎 消化器  高次脳機能障害  肘内障 

 蕁麻疹，血管性浮腫  腸重積  筋ジストロフィー  先天性股関節脱臼 

 食物アレルギー  反復性腹痛   母斑，血管腫 

 アナフィラキシー  肝機能障害   扁桃，アデノイド肥大 

    鼻出血 

 

「習得すべき診療技能と手技」に関する到達目標：日本小児科学会が定めた経験すべき 54

技能のうち、8 割以上 

身体計測 採 尿 けいれん重積の処置と治療 

皮脂厚測定 導 尿 末梢血液検査 

バイタルサイン 腰椎穿刺 尿一般検査、生化学検査、蓄尿 

小奇形・形態異常の評価 骨髄穿刺 便一般検査 

前弯試験 浣 腸 髄液一般検査 

透光試験（陰嚢，脳室） 高圧浣腸（腸重積整復術） 細菌培養検査、塗抹染色 

眼底検査 エアゾール吸入 血液ガス分析 

鼓膜検査 酸素吸入 血糖・ビリルビン簡易測定 

鼻腔検査 臍肉芽の処置 心電図検査（手技） 

注射法 静脈内注射 鼠径ヘルニアの還納 Ｘ線単純撮影 

筋肉内注射 小外科，膿瘍の外科処置 消化管造影 

皮下注射 肘内障の整復 静脈性尿路腎盂造影 

皮内注射 輸血 ＣＴ検査 

採血法 毛細管採血 胃 洗 浄 腹部超音波検査 

静脈血採血 経管栄養法 排泄性膀胱尿道造影 

動脈血採血 簡易静脈圧測定 腹部超音波検査 

静脈路 

確保 

新生児 光線療法  

乳児 心肺蘇生  

幼児 消毒・滅菌法  

 

 

 

3. プログラムの特徴 

豊富な指導医 

本プログラムは指導医となる 42 名の小児科専門医を擁し、小児科専門医を目指す若手医師に十

分な指導を行える環境にあります。また、各専門分野の指導医も充実しており、小児科専門医取

得以降の自らの将来像を描くことができます。 

 



充実した研修連携病院 

本プログラムに参加する 7 つの専門研修連携施設群（浜松医療センター、遠州病院、磐田市立総

合病院、中東遠総合医療センター、藤枝市立総合病院、静岡済生会総合病院、聖隷沼津病院）

全て 5-10 名の小児科医師を有する地域中核施設です。多数の症例を同年代の仲間と共に研

修できることで、楽しくかつ充実した研修医生活を送ることができます。また、研修関連

施設（富士宮市立病院）もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種研修会、講習会への参加 

全国規模の学会や地方会、研究会などでの発表、大学をおよび研修施設内のカンファレンス、

小児救急講習会（PALS, BLS）を含む国内研修会・研究会への参加機会に恵まれ、多くの経験を

積むことができます。 

 

国内有数の研究業績 

浜松医科大学小児科は、毎年20編以上の英文論文発表や複数の国内外の学会招待講演を行っ

ている稀有の施設です。そして、近年では若手医師が学会各賞を多数受賞しています。このような

環境で研修医時代を過ごすことは極めて有意義です。 

 

研修後の将来像への道：サブスペシャリティ専門医・学位取得 

医師としての長い人生を考えると、小児科専門医を取得した後、どのようにキャリアアップを図るか

が極めて重要です。浜松医科大学小児科では、国内外の研修派遣を積極的に行っており、サブ

スペシャリティ専門医への道が用意されています。このキャリアアップを推進するため、「未来開拓

セミナー」を毎年実施し、様々な施設の概要を紹介していただく機会を設けています。現在、約 10



名の若手医師が国内外の有力施設において研修中であり、このような後期研修後にサブスペシャ

リティ専門医研修の道が用意されていることが本プログラムの最大のメリットであり、大学を基盤とす

る本プログラムの特長です。さらに、臨床研究・基礎研究でキャリアアップを図ることも容易で、上記

のように研究活動は極めて盛んであり、大学院や他施設で研究することが可能です。 

 

 

 

4. 研修方法 

小児科研修は新制度においても従来のものと何ら変わりません。これは小児科の大きな特徴で

あり、従来から、小児科が「子どもの総合医かつ専門医」であることを目指していたことの正しさを

示します。なお、研修医時代に複数の病院を経験することは、いろんな病院の特徴を理解し、バラ

ンスのとれた医師となる上でとても重要です。また、この時期以外に複数の病院を経験することは

できません。個人の希望を聞きながら、よい研修ができるように配慮します。 

ローテーションの例を示します。このほかに相談に応じて様々な対応をします。 

 

 

 

 

 

 

5. 学術活動 

3 年間の研修期間中に、学会発表ならびに少なくとも 1編の論文発表を行います。 

 

 



6. 採用スケジュール 

・ 採用予定数: 10人 

 

・ プログラム公表（2016 年8 月1 日） 

http://www2.hama-med.ac.jp/w1b/pediatr/index.htmlに公開しました。見学や問い合わせは

大歓迎です。 

・ 一次募集（2016 年8 月中旬〜9 月末日） 

同時に1 つのプログラムにしか応募できません。 

・ 一次採用試験（2016 年10 月1 日〜10 月中旬） 

面接を行います。日時は10月8-10日のいずれかを予定しています。 

・ 一次募集の採用決定と通知（2016 年10 月末日） 

10 月末日までに一次審査の結果を送付します。 

・ 専攻医の二次募集と三次募集 

二次募集（〜2016 年11 月30日必着） 

(三次募集は行わない予定ですが、必要な場合は個別に連絡下さい) 

・ 研修開始登録 

日本小児科学会に登録します。具体的な登録方法は後日連絡します。 

 

7. 問合せ先 

プログラム責任者: 小児科 教授        緒方 勤 

プログラム担当者: 小児科准教授       福田 冬季子  

            周産母子センター講師  石川 貴充 

            研修医担当            夏目 統 

 

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目 20番 1号 浜松医科大学小児科事務局 

TEL: 053-435-2312 

FAX: 053-435-2312 

E-Mail: info-ped@hama-med.ac.jp 

 


