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小児科は多様な病気を持ったお子さんを全人的に診療することを
最大の特徴としており、その研修の中心となるのが卒後3〜5年目に
行う一般小児科研修（後期研修）です。小児科医の基盤形成に重要な
この一般小児科研修を、東北大学病院小児科と宮城県立こども病院
が中心となり、東北地方の主要な小児科研修病院が一致協力して提
供するのが「プログラム� in�MIYAGI」です。このプログラムの原型
は2006年に作られ、その後、プログラムに参加した多くの研修医や
各病院の指導医のご意見を基にカリキュラムを大幅に変更し、2011
年から現在の形に至っています。2017年に我が国の小児科専門医
制度に大きな改革がなされ、日本専門医機構が総括する新しい専門
医制度へと移行し、施設認定制からプログラム制へと移行しました。
「プログラム� in�MIYAGI」は、2011年から既にプログラム制をとっ
ていたため、新制度になってもプログラム内容を変更せずに継続する
ことができました。「プログラム� IN�MIYAGI」は、幸いにも多くの研
修医の支持を頂き、9年間で100名を超す優れた小児科医を育成し
ています。東北地方は基より、様々な施設で活躍するプログラム� IN�
MIYAGIの卒業生に出会う機会もあるかと思います。

「プログラム� in�MIYAGI」の最大の特徴は、後期研修の3年間で、
性格の異なる研修病院を3つ以上経験する点にあります。プログラム
1年目（卒後3研修病院を年目）は中〜大規模の市中病院にて「基盤
研修」、2年目（卒後4年目）は東北大学病院または宮城県立こども病
院にて「特定分野研修」、3年目（卒後5年目）は中規模の市中病院に
て「総合研修」を行います。性格が異なる病院を経験することで、疾
患の偏り、手技の経験数の偏り（静脈・動脈ライン確保、腰椎穿刺、骨
髄穿刺、気管内挿管等）、診療方針の決定経験の偏り、外来診療経
験の偏り、指導医の偏り、など各病院の持つ研修上の欠点を補完する
ように考えられています。最近では、初期研修プログラムの多様化に
より初期研修中に「基盤研修」に相当する研修を経験される方も出て
きました。その場合、プログラム1年目から「特定分野研修」を開始
することができる柔軟性のあるプログラムへと修正されています。

3年間の一般小児科研修を終了し、「小児科専門医」取得後は、サ
ブスペシャリティー研修が用意されています。この時期の研修は、各
医師の希望や事情に合わせて豊富な選択肢から、各人に最も適した
プログラムをオーダーメイドします。宮城県立こども病院や東北大学
病院などにおける特定分野の専門研修、東北大学大学院での研究生
活、海外・内地留学など自由に組み合わせることが可能です。皆さん
の思い描く「理想の小児科医像」に近づく事が出来るよう、「プログ
ラム� in�MIYAGI」参加施設の経験豊富なスタッフがお手伝い致しま
す。

いつでもお気軽にご相談ください。

呉 繁夫
東北大学小児科研修協議会委員長
東北大学小児科教授

はじめに
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プログラム in MIYAGI
研修プログラムの特徴

幅広い研修
ひとつの病院の研修では偏り
がちな内容を補完するために、

病院群で研修します。
一般小児科から各専門分野ま

で幅広く研修できます。

希望に応じます
各人の希望に応じて

研修プログラムを決めること
ができます。短縮プログラム

も準備しました。

病院群
ローテート研修

一般小児科から
専門分野まで

幅広く研修できます。

トップクラスの
医療

各病院はそれぞれ専門
分野を有しており、

日本でもトップクラスの
医療を学べます。

自らの
小児医療を磨く

研修の締めくくりとして、
地域の中核病院で自らの

小児医療を磨きます。

学位取得も可能
診療医を目指すのみならず、
一定期間研究に携わり医学
博士の学位を取得すること

ができます。

小児科専門医
受験資格

3年間の研修が終了すると
（卒後5年終了時以降）
小児科専門医受験資格が

得られます。
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「プログラム in MIYAGI」が描くキャリアプラン01�
卒後

1-2年

卒後
3-5年

卒後
6-10年

卒3

卒4

卒5

初期研修

後期研修（小児科専門医研修）
プログラム in MIYAGI

ジ
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一般研修病院
（一般研修）

スタンダードコース

基盤小児科研修
（研修連携病院）

特定分野研修
（大学病院、こども病院など）

総合研修
（研修連携病院）

小児科特化コース

自由選択

特定分野研修

総合研修

東北大学病院
（一般研修）

一般研修病院
（小児科コース）

東北大学病院
（小児科プログラム）

サブスペシャリティ研修コース
血液・腫瘍・免疫

内分泌

新生児

神経

アレルギー

感染症

救急

腎臓

先天代謝異常

消化器

循環器

膠原病・リウマチ性疾患

集中治療

大
学
院

資格
臨床（初期）研修終了
（卒後2年）

資格
小児科専門医取得
（卒後6年〜）

資格
サブスペシャリティ
専門医取得
（卒後8〜10年）
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卒後1年から2年目
プログラムに連動した初期研修02�

2004年度より導入された医師臨床研修制度では、2年以上の臨床研修が必修となります。より効率的
に小児科研修ができるよう、初期研修と「プログラム�in�MIYAGI」が連動する二つの研修コースを設定
しました。ご自身のキャリアプランにあわせての選択が可能です。
＊「小児科特化コース」の選択も含め、初期研修に関する相談も随時受け付けております。お気軽に協議会事務局までご相談ください。

スタンダードコース

■2年間の初期研修
■一般研修病院もしくは東北大学病院にマッチングした場合となります。
■研修内容は問わず、研修プログラムは各病院に準じます。

小児科特化コースはこんな方におすすめ！

●小児科医として「早く」働きたい
●大学院に「早く」入りたい（卒後5年目から入学可能）
●特定の専門分野に「早く」進みたい（卒後5年目から研修可能）
●出産や育児の前に「早く」小児科の基礎をマスターしたい

小児科特化コース

■2年間の初期研修
■「東北大学病院小児科プログラム」、もしくは一般研修病院の「小児科コース」にマッチングした場合となります。
■2年目の研修プログラムが、小児科研修を中心とした場合に限られます。
　（選択された研修コースが該当するかわからない場合は、協議会事務局までお問い合わせください）

初期研修2年目に6か月以上小児科を研修した場合

▶卒業3年から「特定分野研修」に繰り上げ編入も可能！
▶卒業5年目は自由選択に！

スタンダードコース
1年目／2年目 3年目 4年目 5年目

初期研修 基盤小児科研修 特定分野研修 総合研修

小児科特化コース

初期研修 特定分野研修 総合研修 自由選択
（サブスぺ研修等）

特徴

07小児科研修  プログラム  in  MIYAGI
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卒後３年から５年目
小児科専門医育成プログラム「プログラム in MIYAGI」の詳細

卒業３年目から小児科専門医育成プログラムである「プログラム�in�MIYAGI」が開始となります。
本プログラムでは、研修テーマ毎に機能や性格の異なる３つの病院でのローテーションを行うことを特徴
としています。

03�

血液・腫瘍・免疫 東北大学病院、宮城県立こども病院

腎臓 東北大学病院、宮城県立こども病院

内分泌 東北大学病院

先天代謝異常 東北大学病院

神経 東北大学病院、宮城県立こども病院

循環器 東北大学病院、宮城県立こども病院

新生児 東北大学病院、宮城県立こども病院、仙台赤十字病院NICU

消化器 宮城県立こども病院

アレルギー 宮城県立こども病院

膠原病・リウマチ性疾患 宮城県立こども病院

感染症 宮城県立こども病院

集中治療 宮城県立こども病院

救急 仙台市立病院

卒後３年目：基盤小児科研修

■�感染症を中心とした小児科疾患の基礎を学びます。
■�研修連携病院での研修になります。
■��小児科特化コースに該当する場合には、希望によりこの過程は終了と見なすことも可能です（卒後３年目から特定分
野研修に繰り上げ編入）。

卒後４年目：特定分野研修

■�市中病院で経験することの少ない、新生児・悪性疾患・神経などから３-６か月ずつローテートします。
■��専門医受験資格要件のひとつである研修基幹施設（東北大学病院）での研修を６か月以上含むようになります。

卒後５年目：総合研修

■自分でDecision�makingをする一般小児科仕上げの時期です。
■研修連携病院での研修となります。

08 小児科研修  プログラム  in  MIYAGI
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新青森

八戸

盛岡

東
北
新
幹
線

仙台

福島

特定分野研修病院
（卒後4年目：特定分野研修）04�

研修連携病院
（卒後3年目：基盤小児科研修・卒後5年目：総合研修）05�

東北大学病院　小児科 宮城県立こども病院

仙台市

柴田郡大河原町

いわき市

石巻市

八戸市

大崎市

盛岡市

山形市

01

01

03

02

02

03

仙台赤十字病院　総合周産期母子医療センター NICU04

04

0506

八戸市立市民病院

岩手県立中央病院

山形県立中央病院

いわき市医療センター

石巻赤十字病院

大崎市民病院

みやぎ県南中核病院

国立病院機構　仙台医療センター

仙台赤十字病院

仙台市立病院

（研修関連病院）
●気仙沼市立病院
●坂総合病院

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 02 03 04

07

08 09 10

仙台市立病院
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東北大学病院 小児科
特定機能病院として各種の高度で専門的な医療を行なっており、東北地区の中心的な役割を果たしてい
ます。

特定分野研修病院　01

Address

〒980-8574　宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号
TELー022-717-7287（小児科医局）　担当ー笹原�洋二（小児科医局長）

小児科ではお子さんの病気すべてが診療対象となるため、基本的な位置づけは「子どもの総合診療科」となります。
東北大学病院小児科ではこの「総合診療科」に7つの専門診療科が加わった形で30名近くの日本小児科学会専門医が
高度医療を提供しています。

01 血液・腫瘍・免疫グループ

02 腎臓グループ

03 内分泌グループ

04 先天性代謝異常グループ

05 神経グループ

06 循環器グループ

07 新生児グループ

10 小児科研修  プログラム  in  MIYAGI

特定分野研修病院



01.血液・腫瘍・免疫グループ
白血病、再生不良性貧血などの血液疾患、固形腫瘍お
よび原発性免疫不全症などを中心に、幅広い疾患の治
療を行なっています。造血幹細胞移植も積極的に行って
おり、固形腫瘍への自己末梢血幹細胞移植の他、骨髄、
同種末梢血幹細胞、臍帯血の移植を実施しております。
また、隔週で関係各科（小児外科、放射線科、整形外科、
脳神経外科）との合同臨床検討会や、月1回県立こども
病院血液腫瘍科との合同カンファを行い、連携強化を
図っています。

02.腎臓グループ
ネフローゼ症候群、糸球体腎炎、腎尿路奇形、膠原病、
ミトコンドリア病、尿細管機能異常症、電解質異常症な
どの腎疾患の診断や治療を行っています。また、保存期
腎不全の治療、末期腎不全患者の腹膜透析管理なども
行っており急性血液浄化療法も行っています。腎疾患の
確定診断に必要な腎生検を年に20件ほど実施していま
す。多種多様な腎疾患を経験でき、腎臓専門医として十
分な研修内容を備えています。

03.内分泌グループ
すべての領域の小児内分泌疾患患者を診療しており、
他施設ではあまり診ることのない1型および2型糖尿病
や各種の骨系統疾患、血液腫瘍疾患治療後に晩期合併
症を来した「小児がん経験者（CCS）」、さらに「成長障
害」を伴うさまざまな奇形症候群の患者さんと出会うこ
とができます。1型糖尿病サマーキャンプも行っています。
当科は日本内分泌学会認定教育施設となっており、3年
間で内分泌学会専門医資格が得られます。

04.先天性代謝異常グループ
東北大学小児科は先天代謝異常の診断・治療・研究の伝
統があり、国内外から「先天代謝異常症センター病院」
の一つとして認識されています。アミノ酸代謝異常、有
機酸代謝異常、糖原病、ウィルソン病、リソゾーム病な
どの多彩な疾患を診療しています。治療に関しても、従
来の食餌療法、薬物療法に加えて、酵素補充療法（ハン
ター病、ポンペ病など）、移植療法（骨髄移植、肝移植）
などの最新の治療を取り入れ、治療法が無いとされた代
謝異常症の新しい治療法に取り組んでいます。

05.神経グループ
精神遅滞、てんかん、神経筋疾患などの小児神経疾患
一般から、脳炎・脳症などの急性疾患、さらにADHDや
自閉症などの発達障害まで、幅広い神経疾患の診察を
行なっています。特に小児の難治性てんかんに対して外
科治療の適応について、専用ビデオ脳波モニタリング室
での長時間脳波測定、PET、SPECT、脳磁図などを用
いて専門的な評価を行い、てんかん科やてんかん外科と
毎月カンファランスを行なっています。

06.循環器グループ
臨床研修は当科および宮城県立こども病院循環器科の
2施設をローテートする形で行っており、胎児期から成人
期までの幅広い心疾患患者の診察・治療を経験すること
ができます。先天性心疾患のほか、不整脈や川崎病、心
筋炎、心筋症などの診察・治療も行っています。心エコー
や心臓カテーテル検査を用いた診断だけでなく、内科的
治療やカテーテル治療、デバイス治療、補助循環治療な
どを経験することができます。症例数も多く多岐にわた
りますので研修期間中に幅広い知識や技術を身につけ
ることができます。5年間で日本小児循環器学会専門医
資格が得られます。

07.新生児グループ
東北大学病院総合周産期母子医療センター新生児室は
病床数33床（新生児集中治療室　15床）で運営されて
います。新生児科医9名と後期研修医3名、助産師／看
護師53名で診療にあたり、臨床心理士と医療社会福祉
士から積極的な支援を受けています。入院患者数は年
間300名で、超低出生体重児30〜40名、人工呼吸管
理80〜100名、外科手術20〜30名が含まれます。生
育限界児、胎児発育遅延、双胎間輸血症候群、胎児水
腫、染色体異常、骨系統疾患、先天性心疾患、新生児外
科疾患などを診療しています。
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地方独立行政法人 宮城県立こども病院
宮城県立こども病院は「すべてのこどもにいのちの輝きを」を基本理念に、東北地方初の小児総合医療施
設として2003年11月に開院しました。

特定分野研修病院　02

Address

〒989-3126
宮城県仙台市青葉区落合4丁目3-17
TELー022-391-5111（代表）
担当ー虻川�大樹（総合診療科）

27の診療科は大きく内科系（小児内科）、外科系（外
科、脳神経外科など）、総合系（集中治療科、麻酔科など）
に分けられます。各診療科間の連携はたいへんスムーズ
で、小児重症患者に対して複数科の協力のもとに集学的
医療が行われています。2016年春には宮城県拓桃医療
療育センターが移転・統合して一つの病院となり、小児・
周産期の急性期から慢性期に至るまでの高度な医療・療
育サービスを提供しています。2019年にはICUを増床
し、院外重症患者の迎え搬送やヘリ搬送による受け入れ
を拡充して、救急医療・集中治療体制を充実させていま
す。
当院は、病院らしくない病院、入院中のこどもたちが家

庭に近い生活ができる病院を目指して、病棟の個室を多
くし、複数のプレイルームやファミリールーム、こども図
書館、県立拓桃支援学校などの多様な施設を備えるなど、
ハードとソフトの両面からこどもと家族を主役とした医療
を提供しています。
小児科研修プログラム� in�MIYAGIの一環として、下

記の各科の研修を3〜6ヶ月間単位で受け入れます。また、
小児科専門医取得後のサブスペシャリティ研修において
は、麻酔科（小児の周術期管理）も受け入れています。

01. 総合診療科：総合診療としての一般・救急疾患の診
療に加えて、下記の4専門領域

　　①�消化器科：小児消化器・肝臓・栄養疾患に対する
内視鏡検査などの専門診療

　　②�アレルギー科：気管支喘息、食物アレルギー、アト
ピー性皮膚炎などに対する専門診療

　　③�腎臓内科：腎不全に対する血液浄化療法などの
専門診療

　　④�リウマチ・感染症科：小児リウマチ性疾患の専門
診療および感染症の診断・治療・管理

02. 新生児科：低出生体重児、先天性心疾患および新
生児外科疾患等に対する総合的医療

03. 血液腫瘍科：白血病などの造血器腫瘍や小児がん
に対する化学療法や骨髄移植、及び貧血、血小板
異常症や血友病など血液疾患に対する専門的治療

04. 循環器科：先天性心疾患をはじめとするあらゆる循環
器疾患（不整脈や川崎病も含む）に対する専門医療

05. 神経科：自閉症から重症心身障害までの発達障害全
般に対する医療・療育、てんかん・中枢神経感染症・
その他神経筋疾患に対する治療

06. 集中治療科：すべての小児重症患者（周術期、救急
を含む）に対する集中治療
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令和2年4月現在、常勤スタッフ10名、レジデント5名と、
初期研修医3〜4名で構成されています。常勤医の内小児科
学会専門医は9名、さらに内分泌学会、救急医学会、小児神
経学会、てんかん学会、小児循環器学会の各専門医を擁し、
専門性の高い診療を行っています。また、本院は小児科学会、
小児神経学会、てんかん学会、救急医学会、腎臓学会の各
専門医研修施設として認められています。
一般病棟は36床で運営され、平成30年の入院患者は

1,948名でした。新設されたNICU（3床）、GCU（6床）には、
低出生体重児、黄疸などの新生児が223名入院しました。
宮城県で唯一小児科単科当直の形で24時間365日体制

を敷き、二次および三次救急医療に対応しています。救命救
急センターにおける小児科受診患者数は3,067名（病院全
体の22％）であり、そのうち1,444名が入院しています（入
院率47％）。救急車での搬送は1,483人（48％）、もっとも
多い疾患群は脳炎、髄膜炎、けいれん重積等のけいれん性
疾患で942人（31％）でした。

【当院の研修の特徴】
小児救急を窓口として、プライマリケアから最重症例ま

で幅広い領域の小児疾患を数多く診療できることです。
主治医としてスタッフ、レジデント、初期研修医がチーム
を組み、2年目が1年目を、3年目が2年目を教える、いわ
ゆる「屋根瓦方式」の指導を実践しています。

【後期研修の概要】
■�小児病棟で急性疾患、感染症を中心にcommon�
diseaseの診療を行い、採血、静脈路確保、動脈穿刺、
輸液管理、超音波検査、導尿、骨髄穿刺、腰椎穿刺、
排尿時膀胱尿管造影等の基本的手技を習得する。

■�救命救急センターでの研修を通して、小児救急患者の
適切なトリアージ・搬送が行え、PALSをベースとする
基本的救命・救急処置が出来る様にする。

■�ICU・小児病棟で重症患者（けいれん重積、呼吸不全、
sepsis等）の診療を行い、気道・呼吸・循環（ABC）に
対する初療を実践する。

■�重症例に対する挿管、骨髄針、中心静脈穿刺、胸腔穿
刺、低体温療法、人工呼吸管理、ショック管理などの手
技を経験する。

■�帝王切開やハイリスク分娩に立ち会い、新生児蘇生法
を習得し、NICUでの研修を通して、低出生体重児の
管理、治療を行う。

■�指導医と共に腎生検を施行し腎病理を学び、腎炎、ネ
フローゼ等の診療を行う。
■�被虐待児サポートチームと共に被虐待児に対応し、「子
どもの虐待を疑うサイン」について理解する。
■�英語論文の抄読会、脳波・ABRの判読会、放射線科と
の合同カンファランスなどの勉強会を行う。

■�関連学会で症例報告、臨床研究の発表を行い、論文を
作成する。

仙台市立病院
宮城県内で唯一小児科単科当直の形で24時間365日体制を敷き、二次および三次救急医療に対応して
います。

特定分野研修病院　03

研修連携病院　10

Address

〒982-8502
宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目1-1
TELー022-308-7111（代表）
担当ー藤原�幾磨（小児科部長）
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仙台赤十字病院NICUは、重症のハイリスク妊婦や異
常新生児（早産低出生体重児、呼吸障害児、重症仮死児
など）を積極的に受け入れ、宮城県の周産期医療と教育
の中心的な施設の一つとして、他の周産期専門施設と協
力して活動してきました。
病床数は産科としてMFICUが6床、一般産婦人科病床

として39床（計45床）、NICUが35床、院内出生軽症例
収容病床（産科病棟内にあり）として5床（計40床）です。
NICUのスタッフは常勤医6名と1-2名の小児科後期研
修医で構成されています。
最近は産科的には年間約1000件の分娩が有り、180
例のハイリスク妊婦（内120例前後は母体搬送例、70組
前後の多胎症例）を、NICUでは年間約400例の入院児
（約30例の超低出生体重児、40例前後の極低出生体重
児、120例前後の多胎症例、90例前後の人工換気症例）
を診療しています。

【当院での研修の概要】
当院NICU入院児の診療を、常勤スタッフの指導のも

とで主治医として行います。小児科医として必要な新生
児の一般的な診察・基本手技に加え、早産児・病的新生児
に対する蘇生術や、極低出生体重児の管理が的確に出来
るようになることを研修目標としています。当施設は症例
数が豊富であるため多数の症例を経験することができ、

新生児を専攻希望の研修医はもちろんのこと、小児科専
門医として研修終了後も、実践可能な新生児学の幅広い
知識・技術を学ぶ事が出来ます。

特定分野研修病院　04

仙台赤十字病院　総合周産期母子医療センターNICU
私たちの施設は1982年4月14日の当院の新築移転に伴って、時代に先駆けて東北地方で初めての周
産期センターとして開設されました。

Address

〒982-0801
宮城県仙台市太白区八木山本町2丁目43-3
TELー022-243-1111（代表）
担当ー加賀�麻衣子（新生児科部長）
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八戸市立市民病院は、八戸市のほぼ中央の閑静な住宅
地に位置し、すぐ近くを市民の憩いの場である新井田川が
流れています。医療圏としては八戸市および近郊の三沢
市、十和田市はもちろん、岩手県北部も含まれ、病院とし
ても救急医療と周産期医療を最重点課題としてとりあげ
ています。また、八戸地区における小児医療の拠点整備
のため、大学間の垣根を超えて当院が地域の小児医療の
拠点病院として役割を果たしていくことが期待され、集約
化が進行中です。
当院の病床数は608床で青森県内では比較的規模の
大きな病院です。医師数は研修医を含めると140名程度
で、東北大学、弘前大学、秋田大学が主な派遣元となって
います。研修医はフルマッチだと18名で、年によって差
はありますが過去10年間で定数割れは数えるほどでした。
数年前に院内保育園も整備され、女性医師や病院職員に
も大変好評です。小児科常勤は現在8名で毎年、約半数
の入れ替えがあります。現在は残念ながら東北大学からの
常勤医派遣は一時的に途絶えてしまっていますが、週末
には東北大学から応援医師を派遣していただき、何とか
小児科医師の24時間当直待機態勢を維持しています。
当科の朝は8時からNICU＋産科との申し送りで始まり、

その後、一般小児科の朝カンファを時間をかけて行ってい
ます。朝カンファは若い先生方のプレゼンの練習の場で
もあり、立場の上下関係なく意見を言いあえる状況を目標

にしています。朝カンファが終わるとそれぞれの業務に散っ
ていきますが、当科の特徴の一つに新生児関連の業務の
多さがあります。当院は県南地方の新生児関連の唯一の
拠点病院となっており、年間出生数は1300件を超えてい
ます。集約化と重症例の集中により帝王切開例も多く、予
定帝王切開なのに時間外というのが日常化しているのが
悩みの種となっています。新生児専門医を中心に若い先
生方みなさんで新生児診療を行っていますが、マンパワー
が足りないのも事実です。一般小児科に関しては、小児
疾患の各領域に対応できる状況ですが、比較的手薄であ
る小児神経と内分泌疾患に関しては東北大学より定期的
に専門の先生を派遣していただいています。その他、令
和元年度より、1-3か月という短期間ではありますが国立
成育医療研究センターとの交換研修が開始され、地域に
閉じこもりがちだった若い小児科医の励みになっています。
研修協力病院としては他の施設より距離的には遠いの

ですが、仙台から新幹線で80分程度ですので、お気軽に
お越しいただければ幸いです。

八戸市立市民病院
八戸や周辺の三沢市、十和田市、岩手県北部の一部を医療圏とした小児拠点病院として診療にあたってい
ます。

研修連携病院　01

Address

〒031-8555
青森県八戸市田向3丁目1-1
TELー0178-72-5111（代表）
担当ー金城�学（第二小児科部長）
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仙台から新幹線で40分、盛岡は山と緑に囲まれた自然
豊かな暮らしやすい街です。教室の多くの先輩たちがこの
街で楽しくも充実した時間をおくってきました。早春の高
松の池で野鳥のさえずりを探し求め、盛夏の北上川を水し
ぶきをあげて川下りし、天高き初秋に岩手山に登ったOB
たち。冬の安比高原や雫石で白銀の世界に戯れた先生も
いました。
岩手県立中央病院は救急医療と臨床研修に力をいれて

おり、全国で数少ない第2群DPC病院に認定され、急性
期病院としての総合力は申し分ありません。救急車は断ら
ない方針で、救急搬送受け入れ年間7400件（2019年）
は県内トップです。研修医は救急医療現場の主力であり、
屋根瓦式研修体制がしっかり構築されています。病院見
学に来た学生は、忙しく生き生きと診療する先輩研修医の
姿をみて、自分もここで働きたいと思うでしょう。研修医
だけでなくスタッフの研修・教育の充実も病院の方針です。
小児科研修が目的の貴方にとっても、病院全体のアクティ
ビティはとても大切なので、その点でも当院はおすすめで
す。
小児科は、年間入院患者数1068人、救急からの入院

が約50％、紹介率は約61％で、平均在院日数は5.8日と
感染症を中心に急性疾患が多いです。（2019年）何の前
触れもなく昼夜を問わず突然やってくる急性脳炎・脳症、
髄膜炎、呼吸不全など重症患者にも対応しています。ま

た最近では食物アレルギーの患者さんの食物経口負荷試
験も増えています。小児科のプライマリー研修として必要
十分な症例を経験できるでしょう。
新生児は在胎30週以上を受け入れています。年間分
娩数は約600例、帝王切開は230例です。
Program� in�MIYAGIの総合研修として着任すると初

期研修医やレジデントを指導する立場に立ち、よい勉強と
なるでしょう。協調性、勤勉性、謙虚さを兼ね備えた意欲
的な貴方を待っています。

研修連携病院　02

岩手県立中央病院
小児内科全般に広く応じ、地域総合周産期センターにも指定されています。入院は感染症、急性期疾患を
中心に様々な疾患に対応しています。

Address

〒020-0066
岩手県盛岡市上田1丁目4-1
TELー019-653-1151（代表）
担当ー三上�仁（小児科長）
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当科は山形県の小児医療を担って小児の各種疾患の診
断治療、新生児医療、小児救急医療、小児保健活動など
を行っており、2020年度の常勤スタッフは小児科グルー
プが6人（専攻医を2人含む）、新生児内科グループが6人
（専攻位1人を含む）、小児科専門医7名です。カンファレ
ンスなどは合同でなっていますが、それぞれ、専門性を持
ち、新生児内科と小児科は独立して診療にあたっています。
手術が必要な外科系各科との協力体制も整っており、東
北大学、宮城県立こども病院、山形大学などと協力して
各医師の専門分野のレベルアップを図り、小児医療の質
の向上に努めています。
小児科は、外来患者数は1日40〜60人です。一般小

児の病床は17床で、年間入院数は1100〜1200人。肺
炎・気管支炎が約30％、上気道感染症が約15％、消化器
感染症が約7％。川崎病は全国傾向と同様に増加してお
り、2019年は59人でした。ここ数年で食物アレルギー
患児に対する負荷試験を積極的に行っており、日帰り負荷
試験を毎年100件前後行っています。他に主な入院は尿
路感染症、ネフローゼ症候群や急性糸球体腎炎、ITPな
どです。CTやMRI等は安全及び確実性を考慮して日帰
り入院で鎮静下に行っています。平均在院日数は5日弱
です。
当院には救命救急センターが併設されており、平日夜
間や休日の初期対応は研修医か救急医が行いますが、入

院が必要な場合等は随時小児科医が対応しております。
ICU管理は年間5〜10例です。
新生児医療では山形県の唯一の総合周産期母子医療

センターとしてNICU9床、GCU18床で診療に当たって
います。年間入院数は約140人ほどで、早産低出生体重
児（300g台〜）、呼吸器、循環器、神経、感染症、外科計
疾患など新生児に関する疾患をすべて対象としています。
県内全域、また他県からの新生児、母体搬送も受け入れ
ています。ただし、手術が必要な循環器疾患は、院内で
は対応できず、宮城こども病院に依頼しています。
小児科病棟、NICUそれぞれで毎朝8時からカンファレ

ンスを行い、毎週火曜午後に合同でのカンファレンス・抄
読会を行って、症例の検討、新知識の取得、研修医の指
導などを行っています。
「総合研修」では外来診療・救急患者診療・入院診療な
どで、主治医として小児の感染症や一般的疾患の診断治
療を行い、希望により、新生児医療、循環器疾患、消化器
疾患の専門的診療にも参加します。また乳児健診・予防接
種など小児保健、初期研修医の指導教育、学会・研究会で
の発表や論文作成、小児科専門医資格取得に必要な症例
レポート作成などを行います。これらの経験を通して小児
科医としての「独り立ち」を実現します。

山形県立中央病院
山形県の小児医療を担って小児の各種疾患の診断治療、新生児医療、小児救急医療、小児保健活動など
を行っております。

研修連携病院　03

Address

〒990-2292
山形県山形市大字青柳1800
TELー023-685-2626（代表）
担当ー饗場�智（小児科長）
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当センターは旧名いわき市立総合磐城共立病院です。
2018年12月26日に新築移転し新たに開院致しました。
今回の写真は実物で外観も内容もとても素晴らしい労務
環境になりました。当センター小児内科は旧病院同様に福
島県浜通り地区の小児医療の基幹病院として未熟児新生
児科、小児外科、高次救命救急センターの協力をえながら
小児の診療に当たっています。
小児系病棟は全29床（内21床が個室）です。小児外
科系との混合病棟で2名の経験豊富なベテラン小児外科
医師が支えてくれています。その他脳外科、耳鼻科、整
形外科、形成外科、口腔外科など外科系小児患者が入院
します。またそれとは別に未熟児新生児科がNICU6床、
GCU14床計20床を持ち福島県立医科大学小児科出身
医師2名で診療しています。
小児内科スタッフは5名でそれぞれ小児科一般・腎・泌尿
器・循環器・内分泌・アレルギーなどのサブスペシャリティー
をもって専門外来を行っています。循環器・膠原病・悪性腫
瘍の分野および上記の分野においても重症例や難治例に
関しては必要に応じて大学病院小児科やこども病院と連
携をとりながら患児にとって最適な治療を提供すべく努力
しております。
この地区には他に競合する病院がないため、入院を要
する患児はほとんど当科に紹介されてきます。入院数は年
間約900人です。その構成は呼吸器疾患（上・下気道感染

症気管支喘息合併を含む）が約6割、急性胃腸炎を主とし
た消化器疾患が1割強、種々の感染症が1割強、熱性けい
れんを中心とした神経系疾患が1割弱、そしてその他に少
数ながら専門性を必要とする興味深い症例が含まれてい
ます。小児救急医療については、併設する高次救命救急
センターの医師達と協力して携わっています。重症救急患
児が頻繁に搬送されて来るわけではありませんが、主だっ
た小児救急疾患をまれでなく経験することができます。
教育指導は手取り足取りというわけにはいきませんが、

スタッフはいずれも経験豊富なベテラン小児科医師であり
求めれば多くのもの学ぶことができると思います。
以上まとめますと地方の病院ではありますが高次救命救
急センター、NICU、小児外科と連携しながら小児のプラ
イマリ疾患をバランスよく経験することができます。研修
の総仕上げに最適の病院ではないかと思っております。

研修連携病院　04

いわき市医療センター
いわき市を中心とした地理的文化的に独立した医療圏を有し、浜通り地区の小児医療基幹病院として未熟
児新生児科、小児外科、高次救命救急センターの協力をえながら小児の診療に当たっています。

Address

〒973-8555
福島県いわき市内郷御厩町久世原16
TELー0246-26-3151（代表）
担当ー鈴木�潤（小児科主任部長）
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当院の小児科病床数は18床で、年間の入院数は
4,297名（平成30年度実績）です。主な疾患としては肺
炎・気管支炎・喘息・胃腸炎のほか、川崎病や尿路感染症が
多くなっており、治療は極力ガイドラインに従っています。
NICUでは、在胎30週以上かつ出生体重1000g以上の
低出生体重児と、黄疸・新生児一過性多呼吸などの病的
新生児を診療しており、人工換気例及び人工サーファクタ
ント使用症例があります。
午前中は一般外来診療、午後は健診・予防接種・慢性外
来・NICUフォローアップ外来などとなります。水曜日には
大学小児科の神経科及び循環器科専門医による診療や、
東北医科薬科大学小児科アレルギー専門医の診療もあり、
疑問点などは直接質問できるメリットがあります。夜間、
土日、祝日は2人体制で対応しています。救急外来からの
コールや緊急帝王切開時のコールなどあり忙しいです。
その他、月に1〜2回、石巻夜間急患センターでの診療

があります。また、石巻市乳幼児健診が年に数回あります。

【研修内容】
01.後期研修1年目
　　�入院患者の治療が中心となります。小児科入院患者

の治療方針の立て方、帝王切開の立会い、NICU入
院中の児の採血・点滴・挿管などの習得を目指します。
午後に紹介された患児や救急搬送された患児は、原

則として後期研修医が担当します。
02.後期研修3年目
　　�入院患者の治療の実質上の責任者となります。これ
まで他の病院で学んできた治療方針はどのような考
え方に基づいているのか、普通と思ってきた治療法
には根拠があるのかなどを、文献を参照しながらまと
める場となります。初期研修医や後期研修医、場合
によっては医学部学生や看護学生の指導も上級医と
分担して担当します。

03.後期研修2年目
　　後期研修1年目と3年目の中間の立場です。

石巻赤十字病院
病床数は464床（一般460床、第二種感染症病棟4床）あり、診療科目は31診療科です。医師142名（臨
床研修医26名を含む）、歯科医師3名がおります（令和2年3月時点）。
臨床心理士は3名おり、主に緩和医療科と小児科で活躍しています。

研修連携病院　05

Address

〒986-8522
宮城県石巻市蛇田字西道下71番地
TELー0225-21-7220（代表）
担当ー藤澤�千尋（教育研修センター）
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【大崎市民病院の紹介】
宮城の県北地域（大崎、栗原、登米地区）人口20万人
以上の医療圏の基幹病院です。
2014年7月より新病院として施設、設備が新しくなりま

した。県北唯一の小児の入院設備をもつ基幹病院であり、
未熟児〜思春期まで小児科疾患全般を受け入れています。

【小児科の紹介】
人口20万人を越す医療圏にも関わらず、当院以外に小
児科医がほとんどいないため、院内での外来、プライマリー
ケアのみならず、院外での乳児健診や予防接種、校医や
往診も担当し、地域医療に大きな役割を担っています。
このように少ないスタッフで小児医療全般に対応してお

り、プライマリーケアから重症疾患の管理まで幅広く小児
医療を経験することができます。
妊娠30週未満の早産児、外科系疾患（急性虫垂炎、鼠
径ヘルニアは当院外科で対応可能）、悪性疾患、先天性
心疾患、その他高度な治療を要する重症例に関しては仙
台市内の3次施設に搬送し、役割分担しながら対応してい
ます。

【診療の実際】
〈スタッフ〉
常勤医7名、専攻医3名、初期研修医1-3名

当科 の 病床数 は 一般小児病棟14床、NICU6床、
GCU6床で診療に当たっています。
年間総入院患者数は、800例を超え、NICUでは30週

以降の早産児の治療もおこなっています。また、ICU症例
（痙攣重積、呼吸不全など）の治療もおこなっています。
月に2回勉強会も定期的に行っております。
外来では、午前中は一般外来、午後には大学の応援医

師の協力のもと、腎臓、心臓、神経、発達、新生児などの
専門外来を行っています。
初診の患者は年間3500例を超えます。
他科やコメディカルとの垣根が低く、働きやすい職場です。

【大崎地区について】
西には鳴子温泉、北には栗駒山、東にはお酒で有名な
松山があり、観光の名所もたくさんあります。
また、お米、お酒、山菜、きのこなど美味しい食材もたく
さんあります。

大崎市民病院
宮城の県北地域（大崎、栗原、登米地区）人口20万人以上の医療圏の基幹病院です。
2014年7月より新病院として施設、設備が新しくなりました。県北唯一の小児の入院設備をもつ基幹病
院であり、未熟児～思春期まで小児科疾患全般を受け入れています。

研修連携病院　06

Address

〒989-6183
宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号
TELー0229-23-3311（代表）
担当ー寺島�孝敬（臨床教育学術管理室補佐）
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小児科は宮城県南部の小児医療の中心として紹介患者
の受け入れを行うとともに、直接来院した患者の中から重
症者を兄いだし、これらの患者を対象とした入院治療を行っ
ています。また、予防接種外来・乳児健診、循環器および
食物アレルギーを中心としたアレルギーの専門外来も行っ
ています。
小児科には2人の保育士がいて、外来患者と入院患者

の両方に関わっていただいています。
小児一般病床が12床（4人部屋2室、個室4室）ありま

す。さらに一般病床以外に未熟児・新生児集中治療室に
病床が2床あります。スタッフは常勤医5名で構成されて
います。
入院患者数は、実数で年間400〜500名程度です。
上下気道感染症、気管支喘息、胃腸炎などのcommon�

diseaseが大半を占めますが、低出生体重児などの一般
的な新生児疾患（軽症例）も扱っています。
人工呼吸器を必要を必要とするなど集中治療が必要な
重症患児は転送し、仙台市内の3次医療機関の力をお借
りしています。仙台市が比較的近いため連携はスムーズ
で、搬送時間も短時間で済みます。
日勤帯は病院が休診日である土曜・日曜・祝日でも一部
大学からの応援を得て、365日小児科医が小児を診察し
ています。また平成24年度からは病院として救命救急セ
ンターが開設したのに伴い小児科も土、日、祝日を除き準

夜帯間ですが当直体制をとっています。
プログラムin�MIYAGlでは当院は研修協力病院のカテ

ゴリーの属しており、総合研修として卒後4〜5年目の先
生がいらっしゃることになります。
自主性を重んじ、指導医のもと、入院患者の主治医・週
数回の外来・当直ローテーションへの参加など、ある程度
スタッフとして責任のある仕事を担当していただきます。

みやぎ県南中核病院
2002年8月開院の比較的新しい病院でも従って古い慣習などはなく、リベラルな空気の中で働くことが
できます。

研修連携病院　07

Address

〒989-1253
宮城県柴田郡大河原町西38-1
TELー0224-51-5500（代表）
担当ー大原�朋一郎（小児科部長）
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仙台医療センターは令和元年5月に新病院へ移転しました。
診療科33科、病床数660床の総合病院です。現在小児科に
はスタッフ6名、専攻医2名、非常勤医師2名の他に常時初期
研修医2〜3名がおります。病床は一般小児20床、NICU6
床、GCU7床の計33床です。1年間の入院患者数は一般小児
1,000〜1,100人、新生児は200〜250人です。

【当科の特色】
スタッフは全員小児科専門医で一般的な感染症のほかにア

レルギー性疾患、川崎病、神経疾患、血液・免疫疾患、内分泌
疾患、腎疾患、新生児疾患、予防接種、健診など小児疾患全
般を幅広く診療しています。また、血液専門医、周産期専門医、
アレルギー専門医、内分泌専門医がおり、専門分野に応じた診
療、例えば食物経口負荷試験、内分泌負荷試験などを行って
います。さらに東北大学から週に一度神経専門医が来ていま
す。小児病棟には小児科とかかわりの深い小児外科、小児眼
科、形成外科、耳鼻科、整形外科、皮膚科などの小児の患者さ
んが入院しており、相談しやすい環境が整っています。
新生児はハイリスク分娩が予測された母体が数多く搬送さ

れてきます。当院で受け入れているのは在胎週数30週以上、
出生体重1,000g以上の児です。これらの濃厚なケアを必要
とする児を含め、当院で出生した年間約1,000人の赤ちゃん
全員を診療しています。
さらに一次医療機関から紹介され入院が必要とされるこども

たちの二次医療を担当しています。仙台医療圏では土・日・祝日
の日勤帯に病院群で輪番制が敷かれ入院患者を受け入れてい
ますが、その約1/3を当科が担当しています。また、当院は24
時間365日小児科医が院内にいる体制を敷いており、NICU

および小児病棟に対応するのみならず、すべての帝王切開に
立ち会い、夜間の紹介や救急要請にもできる範囲で応じるよう
にしています。
当科は研修医や学生の教育にも力を入れ、他病院からも多

くの研修医、学生を受け入れています。さらに、当院のウイル
スセンター、東北大学、国立機構内の病院と協力してウイルス
性疾患、川崎病、アレルギー性疾患などの病態解明を行ってい
ます。

【診療・教育の実際】
当科は指導医、専攻医、初期研修医をグループの基本単位

とした診療を行っています。3つのグループがあり毎朝グルー
プごとに症例検討を行っていますが、毎週火曜日の午前8時
30分から全体のカンファレンスを行っています。抄読会は月2
〜3回、研修医のための「教育プログラム」は月に1〜2回あり
ます。このほか、東北大学医学部5年生の臨床実習を担当し、
研修医・専攻医も学生教育に積極的に関わるようにしています。

【初期研修医・専攻医】
仙台医療センターには38名の初期研修医がおり、全員が小

児科を回ります。専攻医は指導医のもとで直接初期研修医の
指導に当たっており、初期研修医から高い評価を得ています。
報酬等については、仙台医療センター・ホームページをご確認
ください。
また、卒後3年目以降の専攻医のみならず初期研修医も学会・

研究会での発表を積極的におこなっています。特に専攻医は
論文が書けるようにサポートします。

研修連携病院　08

国立病院機構　仙台医療センター
仙台市医療圏の二次医療を担当し、特に新生児医療、アレルギー疾患、血液・免疫疾患に力を入れています。

Address

〒983-8520
宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8
TELー022-293-1111（代表）
担当ー久間木�悟（総合成育部長）
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ベッド数は小児医療センター内の小児科病床26床です。
常勤医4名、非常勤医3名が診療にあたっています。全員
小児科専門医です。そのうち3名は小児科指導医です。
更に、アレルギー専門医2名、血液専門医1名、小児神経
専門医1名、小児栄養消化器肝臓認定医1名、超音波専
門医1名など、複数の専門医資格を持ちながら臨床に従事
しています。令和1年の小児科総入院者数は910名でし
た。小児医療センター（総ベッド40床）には小児に専門性
を発揮出来る小児外科医、整形外科医、泌尿器科医、耳
鼻科医、眼科医、皮膚科医も常勤しており、さながらミニ
小児病院といった状況です。各科の連携はとても良く、幅
広い小児内科／外科疾患を経験することができます。また、
院内学級（小学部）があり保育士も常駐し長期入院を要す
る疾患にも対応しています。研修内容を下記にまとめます。

01. 担当医として、5〜7名の入院患者の診療にあたり、
各種感染症を含め、小児の代表的な疾患の診療にあ
たります。

02. 当院総合周産期母子医療センターで出生し、精神運
動発達や身体発育に特別な支援を必要とする子ども
の障害、消化器疾患、神経疾患、呼吸器疾患や運動
機能障害などの問題に取り組みます。

03. 各種小児アレルギー疾患の診断と治療を行います。
食物アレルギーについては、食物負荷試験などを行
いながら、指導医と共に診療にあたります。

04. 乳児健診、予防接種、一般外来診療、急患診療も担
当します。

05. 小児科専門医取得の為に必要な症例を経験しつつ、
学会での症例報告や臨床論文を作成します。

仙台赤十字病院
日本小児科学会認定専門医研修施設であり、小児医療センター内の小児科病床26床と感染病棟病床8床
を有します。

研修連携病院　09

Address

〒982-0801
宮城県仙台市太白区八木山本町2丁目43-3
TELー022-243-1111（代表）
担当ー浅田�洋司（小児科部長）
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卒後6年目から
小児科専門医 (Certified Board Pediatrician)の取得06�

定められた研修を終了し試験に合格すると、日本小児科学会より「小児科専門医」の資格を与えられます。
小児科医として診療を行うにあたり、是非とも取得するようにしてください。

概要（小児科学会ホームページからの抜粋）

小児科専門医は小児保健を包括する小児医療に関してすぐれた医師を育成することにより、
小児医療の水準向上進歩発展を図り、小児の健康の増進および福祉の充実に寄与することを
目的とし、所定の卒後研修を修了した会員に対し、試験を実施し資格を認めている。資格は5
年ごとに審査のうえ更新される。

専門医の必要性

■世間的には「一人前」とみなされる
■サブスペシャリティの学会の専門医をとるのに必要
　▷専門医は二階建て構造
■専門性に関する資格を広告できる

24 小児科研修  プログラム  in  MIYAGI
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小児科専門医取得に関する留意点

小児科学会の入会は早めに
■3年目の夏までには忘れずに入会してください。

臨床研修終了登録証の写しが必要
■紛失しないように注意してください。

臨床研修手帳
■指導医から受け取ってください。

■研修すべき内容を確認してください。

■�自身の研修内容を定期的に指導医にチェックしてもらうように
してください。

症例要約
■自ら診療に携った30症例に関する要約が必要です。

■特定の分野および年齢層に偏らないようにしてください。

　▷学会ホームページの「指定疾患リスト」を必ず確認してください。

■初期研修時代の症例は利用できません。

■病院によっては経験しづらい分野があるので、定期的に見直してください。

■未経験の分野があれば研修病院を選択する際の判断材料にしてください。

論文執筆（筆頭著者）
■テーマおよび投稿雑誌に関しては、指導医と相談してください。

最新情報をチェック
■�随時小児科学会雑誌およびホームページから情報収集するようにして�
ください。
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〜卒後6年目以降〜
「プログラム in MIYAGI」卒業後のキャリアプラン07�

「プログラム�in�MIYAGI」終了後、以下の3つのコースを選択できます。

サブスペシャリティ研修コース

小児科サブスペシャリティ分野での研鎭を積み、その領域の専門医取得を目指します。
サブスペシャリティ研修コースはさらに「臨床コース」と「大学院コース」にわかれます。
（分野ごとの詳細は次ページから）。

ジェネラル（小児科総合医）コース

市中病院（主に「研修連携病院」）で一般小児科の研修をさらに積みます。

特定分野ローテーション追加コース

小児科の「サブスペシャリティ」を決めるまで、もう少しいくつかの分野をローテーションするコー
スです。

卒後
6-10年 後期研修終了後（小児科専門医）

ジェネラル
（小児科総合医）

コース

サブスペシャリティ
認定医／専門医

特定分野
ローテーション

追加コース

サブスペシャリティ
研修コース

臨床コース

大学院コース
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サブスペシャリティ研修

連携大学院

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

血液・腫瘍・免疫

腎臓

内分泌

先天代謝異常

神経

循環器

新生児

消化器

アレルギー

膠原病・リウマチ性疾患

感染症

集中治療

救急

大学院

01

02

小児血液腫瘍学講座（宮城県立こども病院）

次世代小児医療講座（独立行政法人 国立成育医療研究センター）

08�

09�

27小児科研修  プログラム  in  MIYAGI



血液・腫瘍・免疫
サブスペシャリティ研修　01

研修の概要
01. 大学病院血液Gと宮城県立こども病院血液腫瘍科において（他施設での研修も相談に応じる）3年（以上）の研修。

02. 大学では血液疾患、固形腫瘍（脳腫瘍を含む）、原発性免疫不全症、難治性ウイルス感染症を、こども病院では血
液疾患、血友病やITP症例を多く経験できます。

03. 病棟では主に血液チームに所属して、血液•腫瘍•免疫疾患を診療。

04. 外来では血液・腫瘍・免疫外来（大学は月・水・木・金、こども病院は月・火・水・金）の陪席、代診。

05. 血液Gカンファレンス（毎週）、POC（Pediatric�Oncology�Conference：隔週）、こども病院合同カンファレン
ス（月1回）、東北地区合同カンファレンス、抄読会への参加。

06. 初期の到達目標としては日本小児血液・がん学会専門医制度研修プログラムの達成。

07. 大学院では、小児科あるいは関連基礎講座（免疫学、医化学など）にて血液、免疫関連の基礎研究を行います。

サブスペシャリティの専門医、認定医
日本小児科学会専門医取得後、まず日本血液学会専門医を取得します。
日本血液学会専門医を取得後、日本小児血液・がん学会専門医を取得することが可能ですので、これを次の目標にします。
日本血液学会専門医取得後、さらに日本造血細胞移植学会認定医を取得することが可能です。
日本小児感染症学会認定医、専門医を取得することも可能です。

主な学会
●日本小児血液・がん学会
●日本血液学会
●日本造血細胞移植学会
●日本免疫不全・自己炎症学会
●日本小児感染症学会
●日本小児リウマチ学会
● �ASH（American�Society�of�
Hematology）
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研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●腎臓専門医（日本腎臓学会・新制度準備中）
　　日本腎臓学会に5年以上継続入会
　　日本小児科学会専門医取得後1年以上
　　研修施設において所定症例数の腎臓疾患の臨床に従事

主な学会
●日本腎臓学会
●日本透析医学会
●日本小児腎臓病学会
●日本小児腎不全学会
●日本小児PD・HD研究会
●日本小児体液研究会
●日本小児高血圧研究会
●発達腎研究会
● �American�Society�of�Nephrology�
（米国腎臓学会）

● �International�Pediatric�Nephrology�
Association（国際小児腎臓病学会）

腎疾患とともに成長するこどもたちのトータルサポートができるようになることが目標です。
東北大学病院と宮城県立こども病院で3年以上の臨床研修を通して、

01.�先天性腎尿路異常、ネフローゼ症候群、急性腎炎、慢性腎炎などの経験を積むことができます。

02.学校検尿などの検尿異常を適切に対応できる力がつきます。

03.各種疾患に対する急性血液浄化療法（血液透析・血漿交換・吸着療法）の経験を積むことができます。

04. 慢性腎臓病における栄養管理・成長ホルモン補充・腎代替療法（腹膜透析・血液透析・腎移植）の選択について理解を
深め、治療を進めることができます。

05.腎病理診断：腎生検を行い、自分の目で診断し治療戦略を立てます。�
　　■病歴や検査結果などを参考に、生検を計画し、施行し、診断します。
　　■腎病理カンファレンス（週1回）でのdiscussionがあります。
　　■病理像からみた治療戦略を立てられるようになります。

06. 多くの腎疾患は成人科への移行が必要であり、こどもたちの自立と自律をサポートしながら、多職種と連携して適切
な橋渡しを目指します。

07. 日常臨床で浮かんできた疑問や興味を生かして、未来のこどもたちの治療の一助となるような研究を進めます。

腎臓
サブスペシャリティ研修　02
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内分泌
サブスペシャリティ研修　03

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●内分泌代謝科（小児科）専門医（日本内分泌学会認定）
　　日本内分泌学会に継続3年以上入会
　　認定教育施設・連携施設において、3年以上内分泌疾患の診療に従事

主な学会
●日本内分泌学会
●日本小児内分泌学会
●日本糖尿病学会
●日本骨代謝学会
●日本マス・スクリーニング学会
●日本人類遺伝学会
● �The�Endocrine�Society�
（米国内分泌学会）

● �ASBMR（American�Society�of�Bone�
and�Mineral�Research）

01.�大学病院（日本内分泌学会認定教育施設）および仙台市立病院（連携医療施設）での研修を3年以上行うと、日本内
分泌学会専門医の受験資格が得られます（但し、専門医の受験には大学で最低1年半以上の研修が必須）。

　　■外来研修
　　　・上級医の外来診療に付いて、各種疾患患者の診察を行う（6か月〜1年）。
　　　・各種負荷試験を施行する。
　　　・6か月〜1年以降は、外来主治医として、各種疾患の診療を行う。
　　■病棟：上級医の指導のもと、内分泌疾患で入院加療が必要な患者の診療を行う
　　　・糖尿病（ケトアシドーシス、血糖コントロール目的入院）
　　　・副腎過形成（初期治療、副腎クリーゼ）
　　　・脳腫瘍治療後汎下垂体機能低下症　など
02.�「内分泌代謝科専門医研修カリキュラム」（日本内分泌学会ホームページ参照）に基づき、内分泌代謝科（小児科）
専門医認定申請の資格を得ることを目標とする。

03.研究を先行する場合は、大学院に進み、東北大学内や成育医療センター研究所などで研究に従事する。
04.�専門医取得後は、東北大学病院の関連病院で一般小児科診療と内分泌の診療を行う（例：仙台医療センター・JR仙
台病院・仙台市立病院・坂病院・岩手県立中央病院など）。または、大学で指導医となり、研究と後進の育成に従事す
る。
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研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●臨床遺伝専門医（日本人類遺伝学会）を取得（日本先天代謝異常学会には専門医制度は無い）
　　臨床遺伝研修施設（東北大学病院は認定施設）で3年以上の研修

主な学会
●日本先天代謝異常学会
●日本人類遺伝学会
●日本マススクリーニング学会
●日本小児神経学会
● �SSIEM（Society�for�the�Study�of�Inborn�
Error�of�Metabolism）

● �ASHG（American�Society�of�Human�
Genetics）

臨床における“気づき”を大切に�-BH4反応性PAH欠損症の発見-

01.�大学病院において3年（以上）の研修

02.病棟：腎・内分泌・代謝チームに所属して、腎・内分泌疾患も含め診療

03.�後期研修で「神経」「新生児」「救急」を経験していない場合には、それらの領域をサブスペシャリティ研修として追
加ローテート

04.外来は先天代謝異常外来（主に火・金）のうち週一回程度の陪席・代診。

　　�2年目からはマススクリーニング精査症例、紹介初診患者等の初診診察・検査を行い、今後の見通しにつき上級医と
ディスカッション。

05.�臨床遺伝外来・先天疾患外来（川目教授）への月一回程度の陪席。

06.�大学院入学の場合には、相当の研究専念期間をとる

07.日本先天代謝異常セミナーへ毎年参加することが望ましい

08.�到達目標としては「－専門医資格取得のための－�小児科の到達目標　改定�第6版」の「7：先天代謝異常・代謝性
疾患」のレベルとする。

先天代謝異常症
サブスペシャリティ研修　04
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神経「仙台小児神経研修プログラム」
サブスペシャリティ研修　05

研修の概要
01.主な研修目標
　�■小児神経専門医の取得
　�■地方病院において、1人で神経外来ができる臨床能力を身につける
02.研修施設
　�■東北大学病院、宮城県立こども病院（拓桃園含む）、仙台市立病院での研修
　�■中核病院での小児神経総合研修（石巻赤十字病院、大崎市民病院）
03.高レベルなてんかん診療（大学）
　�■�てんかん科と連携し、小児てんかん外科も可能な全国トップレベルの診療体制で、東日本全体から集まる小児難治

てんかん症例の診断治療とカンファランスでの発表などを通じて、てんかんに関する深い理解を得ることができる。
　�■日本てんかん学会入会3年後にはてんかん専門医の取得資格も得ることができる。
04.発達障害の研修（大学）
　�■発達支援外来の陪席や診療、カンファランスなどで詳しく学習することができる。
　�■3ヶ月程度（週1回、1年間）病棟フリーで発達外来診療に専念する。
05.療育（こども病院、拓桃園）
　�■療育は小児神経の重要な分野。
　�■精神運動発達とその障害、リハビリなどについて深い知識を得る。
06.神経救急（仙台市立）
　�■救急医療の中の神経疾患（脳症などの急性けいれん疾患）を学ぶ

サブスペシャリティの専門医、認定医
●小児神経専門医（日本小児神経学会）
　　学会認定施設（大学病院、こども病院、仙台市立病院）
　　�関連施設（坂病院、石巻赤十字病院、大崎市民病院、仙台医療センター）で計5年間研修、小児神経学会5年以上

入会

主な学会
●日本小児神経学会
●日本てんかん学会
●日本先天代謝異常学会
●日本人類遺伝学会
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循環器
サブスペシャリティ研修　06

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●�小児循環器専門医�
（Board�Certified�Pediatric�
Cardiologist）

　　修練施設で5年間研修をしていること
　　入院患者の受け持ちを30例以上
　　心臓カテーテル検査を30例以上
　　運動負荷検査を5例以上
　　ホルター心電図読影を5例以上
　　心エコ－検査を100例以上

主な学会
●日本小児循環器学会
●日本成人先天性心疾患学会
●日本胎児心臓病学会
●日本先天性心疾患インターベンション学会

01.�東北大学病院と宮城県立こども病院で5年間のローテート研修

02.�宮城県立こども病院：胎児期から高校生までの先天性心疾患、心筋疾患

03.東北大学病院：成人先天性心疾患や川崎病、不整脈

04.�対象患者の年齢層は胎児から妊婦までと幅広い

05.�東北大学病院または宮城県立こども病院で研修することで、小児循環器専門医になるために経験すべき疾患のほ
とんどを網羅することができる両施設で心エコーや心臓カテーテル検査など小児循環器専門医取得に必要な技術を
獲得する

06.希望により内地留学も可（榊原記念病院、静岡こども病院、長野こども病院、国立循環器病センターなど）
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新生児
サブスペシャリティ研修　07

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
周産期（新生児）専門医（日本周産期・新生児医学会）
認定施設（東北大学小児科関連施設のNICUはすべて研修施設に認定されている）で3年間研修

主な学会
●日本周産期・新生児医学会
●日本新生児成育医学会
●日本産科婦人科学会
● �FNPS（Fetal�and�Neonatal�
Physiological�Society）

● �ASAIO（American�Society�for�Artificial�
Internal�Organs）

● �PSANZ（Perinatal�Society�of�Australia�
and�New�Zealand）

01.NICUにて最低3年間の臨床研修（東北大学病院，仙台赤十字病院，宮城県立こども病院）
　　■�いずれの三次施設で研修を始めてもよいが、それぞれの施設で受け持つ患者が異なるため複数の施設を経験す

ることが望ましい。
　　■�NICU勤務が3年を越えたら発達支援外来を受け持ち、NICU退院後の発達評価とその支援について積極的に

経験する。
02.地域医療研修（1年間：大崎市民病院、石巻赤十字病院など）
　　■地域の二次施設で病的新生児の診療を担当し、場合によっては三次施設への搬送を考慮する。
　　■�診療だけに留まらず、研修医やケアスタッフの教育と地域保健にも責任を持つ。これをもって小児科の地域医療

研修とする。
03.学会発表ならびに論文投稿
　　■�この期間に国際学会で口演発表し、英文雑誌に臨床研究もしくは基礎研究のいずれかを投稿することが望ましい（学

位取得）。
　　■�大学院生でなくてもNICU勤務と平行してそれぞれのテーマに沿って研究を始めることができる（人工胎盤、子

宮内炎症、脳白質損傷、動脈管、慢性肺疾患、副腎不全、発達に関連した臨床研究など）
04.海外留学（短期と長期）
　　■�ヒツジ胎仔を用いた慢性実験系で胎児生理学研究を希望する際には、西オーストラリア大学（Perth）への短期（毎

年7月に2〜3週間）もしくは長期（Newnham教授のラボ2〜3年）海外留学の機会が与えられる。
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消化器 宮城県立こども病院�総合診療科�消化器科
虻川�大樹

担当サブスペシャリティ研修　08

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●日本小児栄養消化器肝臓学会認定医

主な学会
●日本小児栄養消化器肝臓学会
　【関連学術団体】
　�日本小児IBD研究会、日本小児肝臓研究会、日本小児栄
養研究会、日本小児消化管感染症研究会、日本小児内視
鏡研究会、日本胆道閉鎖症研究会、日本小児消化管機能
研究会、小児肝臓・肝移植研究会

●日本消化器病学会
●日本肝臓学会
●日本消化器内視鏡学会
● �APPSPGHAN（Asian�Pan-Pacific�Society�of�
Pediatric�Gastroenterology，�Hepatology�and�
Nutrition）

01.�小児の発育、栄養および消化器・肝臓病に関する深い専門的知識と高度の診療技術を習得することを目指す。

02.�「日本小児栄養消化器肝臓学会認定医カリキュラム」（同学会ホームページ参照）に基づき、�同学会認定医申請の
資格を得ることを目標とする。

03.�宮城県立こども病院消化器科で2〜3年間の研修を行う。同院には宮城県内の小児消化器疾患患者のほとんどが集
中しており、近隣県からの紹介患者も多く、上記カリキュラムにある疾患・病態をほぼ網羅している。

04.�上下部消化管内視鏡検査、消化管造影検査、食道内pHモニタリング、肝生検、中心静脈栄養といった小児消化器
診療の基本的手技を習得する。

05.�一般病院では診療の難しい重症・難治性消化器疾患（消化管出血、炎症性腸疾患、胆道閉鎖症、急性肝不全、重症
膵炎など）を経験する。

06.�高度な検査・治療手技（ダブルバルーン小腸内視鏡、カプセル小腸内視鏡、内視鏡的大腸ポリープ切除術、消化管
異物摘出術、血球成分除去療法、血液浄化療法など）を経験する。

07.�宮城県立こども病院外科や東北大学病院小児外科と緊密に連携し、小児外科疾患の診断および手術、術後の検査
や内科的管理を経験する。

08.栄養サポートチーム（NST）の一員として、病的小児の栄養管理を学び、実践する。

09.学会・研究会への参加と発表、論文執筆を積極的に行う。
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アレルギー
サブスペシャリティ研修　09

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
日本アレルギー学会認定専門医（小児科）
　5年以上の日本アレルギー学会の会員歴。
　通算3年以上は認定教育研修施設等に研修
　�（2年の場合、集中セミナー、専門医認定教育セミナーな
どを受講）
　�詳細は、日本アレルギー学会ホームページ参照（http：
//www.jsaweb.jp）

主な学会
●日本アレルギー学会
●日本小児アレルギー学会
●日本小児臨床アレルギー学会
●食物アレルギー研究会
● �AAAAI（American�Academy�Allergy�Asthma�and�
Immunology）

● �EAACI（European�Academy�of�Allergy�and�
Clinical�Immunology）

主な疾患、検査、治療などの例
●気管支喘息 ●各種アレルゲン検査・同定・評価
●食物アレルギー ●食物除去・負荷試験・除去解除指導
●アトピー性皮膚炎 ●免疫療法（経口・舌下・皮下など）
●アレルギー性鼻炎 ●呼吸機能検査、呼気NO検査
●蕁麻疹 ●皮膚試験（プリック・パッチ・皮内テスト）
●アナフィラキシー ●運動負荷試験
●薬物アレルギー　など ●薬物負荷試験　など

01.�宮城県立こども病院�総合診療科�・アレルギー科（日本アレルギー学会認定アレルギー専門医教育研修施設）におい
て2年以上の研修。（補足：専門医習得希望者のために、研修できる施設（準認定教育施設）を増やしている。仙台医
療センター（小児科）、みやぎ県南中核病院（小児科）、仙台赤十字病院（小児科）等））

02.�小児科領域の知識と臨床経験を十分に有した上でアレルギー疾患を有する患者に対して専門的かつ的確な診療（検
査、治療、生活指導等）を行い、日本アレルギー学会の「アレルギー専門医カリキュラム」に基づき、日本アレルギー
学会認定専門医（小児科）認定申請の資格を得ることを目標とする。

03.�上級医の指導の元に、各種アレルギー疾患の患者の診察・検査・診断・治療を行う。

宮城県立こども病院�総合診療科�アレルギー科
三浦�克志

担当

36 小児科研修  プログラム  in  MIYAGI

サブスペシャリティ研修



宮城県立こども病院�総合診療科�リウマチ・感染症科
梅林�宏明

担当

膠原病・リウマチ性疾患
サブスペシャリティ研修　10

サブスペシャリティの専門医、認定医
● 日本小児科学会専門医取得後、日本リウマチ学会専門医を取得すると、小児リウマチ専門医となる。

主な学会
●日本リウマチ学会
●日本小児リウマチ学会
●日本臨床リウマチ学会
●日本免疫不全・自己炎症学会
● �American�College�of�Rheumatology�
（ACR）

● �The�European�League�Against�
Rheumatism（EULAR）

80
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研修の概要
01.�若年性特発性関節炎（JIA）や全身性エリテマトーデス（SLE）、若年性皮膚筋炎、高安動脈炎、自己炎症性疾患な
どの小児リウマチ性疾患の入院・外来診療を行う。入院症例では主に不明熱の鑑別、全身型JIAやSLEに対する寛
解導入としてのステロイドパルス療法、生物学的製剤の導入などを行う。外来症例については慢性疾患に対する生
活指導を含めた治療、生物学的製剤の定期的な投与などを行う。

02.�ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤などの薬物治療について習熟する。

03.�慢性疾患として成人移行期支援の視点も取り入れた診療についても習熟する。

04.�到達目標としては「－小児科専門医の到達目標－�改訂第6版」の「10：膠原病・リウマチ性疾患」のレベルCが目安
となる。

05.�学会、研究会等に積極的に参加し、発表を行う。
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2019年度より宮城県立こども病院を主研修施設として、日本小児感染症学会の認定指導医プログラムである「宮城県
小児感染症研修プログラム」を開始している。
01.到達目標
　　■小児感染症に関するあらゆるコンサルトに関してマネージメントができる。
　　■感染管理室に所属し院内感染対策のマネージメントを行える。
　　■抗菌薬適正使用チームに所属し、組織的な抗菌薬適正使用プログラムを実践できる。
　　■専門医として必要な臨床微生物学の知識と技術を身につける。
　　■原発性免疫不全患者のマネージメントができる。
02.研修内容
　　■コンサルト症例を通してEBMを意識した感染症診療の思考プロセスを学ぶ。
　　■毎日の細菌ラウンドと微生物実習を通して臨床微生物学の知識を身につける。
　　■ICTラウンド、ASTラウンドに参加し、実践方法を学ぶ。
　　■週1回の東京都立小児総合医療センターなどとのオンラインカンファで症例を共有する。
　　■年4回の東北大学総合感染症科との症例検討会で発表する。
　　■原発性免疫不全患者の診療に関わる。（主に東北大学病院）
　　■リウマチ医師と共に非感染性の発熱性疾患の診療にあたる。（宮城県立こども病院）
　　■熱帯医学、トラベルクリニック、HIV外来などは他施設での短期研修を考慮。（詳細未定）

東北大学病院�小児科　笹原�洋二
宮城県立こども病院�リウマチ・感染症科　桜井�博毅

担当

感染症
サブスペシャリティ研修　11

研修の概要

主な学会
●日本小児感染症学会
●日本環境感染学会
● �European�Society�for�Paediatric�
Infectious�Disease：ESPID

サブスペシャリティの専門医、認定医
● 本研修プログラムを終了することにより、小
児感染症学会認定指導医の受験資格を得る
ことができる。
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集中治療
サブスペシャリティ研修　12

研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●集中治療専門医（受験には認定研修施設において1年以上の勤務歴等を要する）

主な学会
●日本集中治療医学会
●日本救急医学会
●日本呼吸療法医学会
●日本小児救急医学会
●日本小児集中治療研究会

宮城県立こども病院PICUにて、内因系・外因系を問わず、外科系周術期も含め（診療科の枠にとらわれず）すべての重
症小児の診療を行う。
＊短期研修に関しては、研修者の背景、研修目的に合わせて到達目標を個別に相談する。また、将来的に集中治療分野を専攻することを希望する方には、
当院のみでは不十分な範囲を他施設の救命救急センターやICU、PICUで研修を行えるよう相談に応じる。
01.到達目標
　　■集中治療患者の緊急度、重症度を生理学的に評価し、初期蘇生を行える。
　　■重症患者をPICUなど高次医療機関へ紹介・搬送する判断を行える。
　　■搬送医療の適応と限界を理解し、重症患者搬送に従事する。
　　■各種臓器不全に対する支持療法を施行する。
　　■チーム医療を理解し実践する。
02.研修内容
　　■PICU全入室患者の担当医の一員として診療を行う
　　■重症患者を評価し、申し送りの際に系統的なプレゼンテーションを行う
　　■救命／蘇生処置を理解し実践する、各種侵襲的手技を実施する
　　■搬送チームの一員として、重症患者の病院間搬送を行う
　　■各種臓器不全の管理と治療
　　　・�気道：安全かつ迅速な気道確保、困難気道の認識と対応
　　　・�呼吸：呼吸不全に対する人工呼吸療法、体外式膜型人工肺による呼吸補助
　　　・�循環：循環不全・ショック・先天性心疾患周術期における、輸液、循環作動薬、機械的循環補助療法
　　　・�中枢神経：脳炎脳症・心停止後症候群・脳神経外科疾患周術期の管理、頭蓋内圧亢進症の管理、集中治療における鎮痛鎮静管理
　　　・�肝・腎：肝不全、腎不全に対する支持療法
　　　・血液：重症患者に対する輸血療法、oncologic�emergenciesへの対応
　　　・電解質・栄養・消化器：各種電解質補正、経腸栄養と経静脈栄養の選択と実施
　　　・感染：敗血症の治療、ICUでの感染対策・感染管理、適切な抗菌療法の実施
　　　（外傷・熱傷：2020年度現在、病院として重症外傷・重症熱傷は受け入れていない）

宮城県立こども病院�集中治療科
小泉�沢

担当
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研修の概要

サブスペシャリティの専門医、認定医
●救急科専門医（日本救急医学会）
　（小児救急医学会に専門医制度がない）
　　日本救急医学会入会歴3年以上
　　カリキュラムに従い3年以上の専門研修

主な学会
●日本小児救急医学会
●日本救急医学会
●日本集中治療医学会
●日本小児集中治療研究会
●日本SIDS・乳児突然死予防学会

01.�仙台市立病院（救命救急センター・小児病棟）で、重症患者（けいれん性疾患、呼吸不全、体液・電解質異常、不整脈、
腸重積症、急性中毒、SIDS、溺水、敗血症、外傷等）に対する初療（気道、呼吸、循環）を実践する。

02.�小児救急患者の適切なトリアージ・搬送が行え、PALS（Pediatric�Advanced�Life�Support）をベースとする基
本的救命救急処置や集中治療などが実践でき、さらに患児・家族との話を傾聴し心を通わすことができることを目標
とする。

03.�トリアージや高次医療機関への紹介・搬送の判断を行えるようにする。

04.�気管挿管、骨髄針による静脈路確保、腰椎穿刺、中心静脈路確保、低体温療法、人工呼吸管理、ショック管理など
の手技を経験する。

05.�PALSプロバイダーを取得（受講料の助成あり）し、初期研修医、コメディカル等に院内ミニPALS等で指導する。

06.�救急医療チームのリーダーとして相互尊重、協調性をもってチームを率い、他科特に外傷診療時は外科系との連携
を円滑に行うことを実践する。

07.虐待対応についてチームで取り組み適切な対応を習得する。

08.�法医解剖、病理解剖での死因の究明について経験する。

救急
サブスペシャリティ研修　13

仙台市立病院救命救急センター
村田�祐二

担当
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大学院
サブスペシャリティ研修　14

研修の概要

過去の大学院生の行き先例
東北大学大学院小児病態学分野のほか、
●東北大学内
　遺伝医療学分野（遺伝科）
　腎・高血圧・内分泌科
　免疫学分野
　医化学分野
　細胞組織学分野
　顎口腔矯正学分野
　東北メディカル・メガバンク機構リスク統計解析室　など

●国内留学として
　国立成育医療研究センター
　東京大学
　岡山大学
　横浜市立大学　など

　大学院博士課程で2年半から4年間、研究室でそれぞれのテーマについて研究する。その成果は国際査読論文として
発表し、学位取得を目指す。大学院での研究活動を通じていわゆる科学的方法を実践し、新しい（特に医学的）知識がど
のように積み上げられていくのかを正しく理解し、その後の医療活動に生かす。

　以下は小児病態学分野で研究した場合である。

　小児病態学分野では、「教科書に載っていない疾患の発見」をテーマとしている。

　東北大学病院小児科や関連病院での未診断疾患症例に対して網羅的遺伝子解析（アレイCGH，エクソーム解析、全
ゲノム解析など）を用いて分子診断を行う。

　この分子診断には患者で同定されるバリアントの絞り込み、病原性の判定などが含まれる。これらを通して、各種ゲノ
ムデータベースの利用に習熟し、主に単一遺伝子病の解析で用いるバイオインフォマティクスに親しむ。
　■新規候補遺伝子が同定された場合、その遺伝学的・機能的証明を試みる。
　■�遺伝学的証明には同様の表現型を持つもう1家系の同定が必要である。国内外の研究者や様々な変異共有データ

ベースとの照合を行う。
　■�機能的証明には患者由来組織・細胞、モデル生物（マウス、ゼブラフィッシュなど）、培養細胞などが利用可能である。
これらのリソースのうちどれを使うか、どのように解析するか、の設定を行う。設定した計画を自ら実行、また必要に
応じて国内外の研究者と共同研究を行い、最終的に機能的証明を試みる。

　臨床遺伝学に興味がある場合、遺伝科などと連携して遺伝カウンセリングに参加し、臨床遺伝専門医研修を開始する
ことも可能である。

東北大学大学院�小児病態学分野
菊池�敦生

担当
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宮城県こども病院　小児血液腫瘍学分野
連携大学院

小児血液腫瘍学分野は宮城県立こども病院と東北大学の連携講座で、こども病院血
液腫瘍科で診療する小児の白血病や難治性血液疾患の病態解明、並びに新規の診断・
治療法の研究を行います。小児の血液疾患・腫瘍疾患は先天的素因を背景に発病するも
のが多く、特定の遺伝子異常が疾患の病因・病態と深く関連しており、患者の臨床像や検
体を用いた研究が臨床に直結します。研究対象は、1）小児白血病の発生に係る遺伝子
異常、2）遺伝性の骨髄不全症や白血球異常症、3）難治性の小児血小板減少性疾患、4）
小児がん、などです。
宮城県立こども病院血液腫瘍科は、年間20例以上の新規血液腫瘍性疾患および難治
性血液疾患の診療、並びに年間5以上の造血細胞移植を実施しています。東北大学大
学院医学系研究科と密接な研究共同体制をとりつつ、病理学的あるいは分子生物学的
手法により病気の病態の解明、診断あるいは治療の開発に繋がる研究を行っています。（右
下図は、病院玄関ホールのレリーフ「おおきなかぶ」（佐藤忠良作）前に立つ今泉と血液
腫瘍科科長�佐藤篤先生です。）

主な研究報告：
1.�Moriya�K�et�al.�Successful�treatment�of�ETV6-NTRK3�fusion�gene-negative�infantile�
fibrosarcoma�with�metastatic� lesion� resistant� to�VAC�chemotherapy.�Pediatr� Int.�
60:1045-1046,�2018�

2.�Niihori�T�et�al.�Mutations�in�MECOM,�encoding�oncoprotein�EVI1,�cause�radioulnar�
synostosis�with�amegakaryocytic� thrombocytopenia.�Am�J�Hum�Genet�97:�848-
854,�2015

3.�Keleku-Lukwete�N�et�al.�Amelioration�of� inflammation�and�tissue�damage�in�sickle�
cell�model�mice�by�Nrf2�activation.�Proc�Natl�Acad�Sci�USA�112:12169-12174,�
2015

4.�Ouchi-Uchiyama�M� et� al.� Analyses� of� Genetic� and� Clinical� Parameters� for�
Screening�Patients�with� Inherited�Thrombocytopenia�with�Small� or�Normal-sized�
Platelets.�Pediater�Blood�Cancer�62:�2082-2088,�2015

Address

〒989-3126　宮城県仙台市青葉区落合4丁目3-17
TELー022-391-5111（代表）

今泉益栄�教授
宮城県立こども病院院長
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次世代小児医療講座
連携大学院

この大学院講座は、わが国最大の小児医療・研究施設である、
国立成育医療研究センターとの連携大学院講座で、平成26年
度に開校しました。小児周産期医療に関する基礎研究や臨床
研究を目指す大学院生に入学して頂き、その研究目的に応じて、
東北大学小児科ないし成育医療研究センターにて4年間の研究
を実施し、東北大学大学院医学系研究科の学位取得を目指しま
す。これまで、東北大学からあるいは成育医療研究センターの
多くの大学院生がこの連携大学院で小児医学研究を行い、優
れた研究成果を挙げて、医学博士を取得しています。東北大学
学には、優れた基礎医学講座、日本最大の出生コホート研究を
実施している東北メディカル・メガバンク機構があります。また、
成育医療研究センターには我が国最大の小児医療の研究所が
あり、理想的な基礎研究環境が整っています。また、センター
病院における臨床研究の機会も提供されています。
この理想的な小児医学の研究環境で、トップクラスの指導者
の下、将来の小児医療を変える研究を行ってみませんか？

Address

〒157-0074　東京都世田谷区大蔵2-10-1
TELー03-3416-0181（代表）

梅澤明弘�客員教授

深見真紀�客員教授

佐合治彦�客員教授
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「プログラム in MIYAGI」募集要項
【募集対象】小児科志望初期研修医(2年目以降)

【募集人数】15名/年

【応募締切】10月下旬頃

【申込先】東北大学小児科研修協議会 笹原まで

東北大学小児科見学者、随時募集！
お気軽にお問い合わせください！

【研修医の方】 東北大学小児科研修協議会 笹原まで 

E-mail： info@ped.med.tohoku.ac.jp

【学生の方】東北大学病院卒後研修センターホームページをご覧ください。

そのほか、「プログラム in MIYAGI」および
小児科研修全般に関するお問い合わせ

この研修プログラムに関する質問・相談は、

医学生、初期・後期研修医に関係なく随時受け付けております。

下記の事務局までご連絡ください。

東北大学小児科研修協議会事務局
【住所】〒980-8574宮城県仙台市青葉区星陵町1-1東北大学小児科内

【TEL】022-717-7287 【E-mail】info@ped.med.tohoku.ac.jp

http://www.ped.hosp.tohoku.ac.jp
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四季折々に美しく変化する宮城県・仙台市内の
観光地や歳時記、多彩なイベント、特産物をご紹

介します。

01 新緑の定禅寺通り
02 SENDAI光のページェント
03 どんと際
04 仙台青葉祭り
05 多賀城跡あやめまつり
06 すずめ踊り
07 仙台七タまつり
08  定禅寺ストリートジャズフェ

スティバル
09 貞山運河ライトアップ

10 大崎八幡宮　例大祭
11 かき小屋（松島町）
12 牛タン
13 ずんだ餅
14 鮭料理（はらこめし）
15 牡蠣炭火焼
16 寿司
17 五大堂
18 北上川（夕景）
19 紅葉の横川渓谷

20  伊豆沼の朝の鳥の群が舞
う風景

21 秋保大滝
22 蔵王・白石川と桜並木
23 仙台（青葉）城址
24 伊達政宗騎馬像

写真提供　宮城県観光課
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東北大学　小児科研修協議会
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