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１．研修体制/内容

小児科病棟は４つのチームに分かれており、うち1つのチームをローテーションします。
★NICU
★腎臓（通称：青チーム）

★血液（通称：赤チーム）
★循環器（通称：緑チーム）

★アレルギー（通称：オレンジチーム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4週間　　　　　　　　　　　　　　　　1週間

腎臓、血液、循環器、アレルギーに関連する疾患はそれぞれのグループで診療します。
それ以外の気管支炎や腸炎、けいれん、虫垂炎など急性期疾患は、疾患名関係なく
各グループに割り振られます。

【初期研修ローテーションで習得してもらうこと】

小児の採血、末梢点滴ルート確保など、基本的な手技を習得する。
気管支炎、腸炎、けいれん、虫垂炎などの急性期疾患の治療、管理を習得する。
季節のイベントがあれば、子供たちと一緒に仮装して楽しめます！

各チームの専門的な内容は各チーム紹介のページでご紹介します！

初期研修1年目に必修プログラムとして5週間の小児科ローテーション期間があります。
うち、4週間は小児科病棟ローテーション、1週間はNICUローテーションです。
★必修ではなく、選択プログラムとして小児科を選択する先生もたくさんいます。

小児科病棟	 NICU	

～2015年度ハロウィン～

～採血の様子～



■腎臓グループ
【特徴】
・腎臓病総合医療センターの小児科部門としてチームで治療にあたっており、2012年に小児腎臓科が新設された．
・腎移植の症例数：日本のトップレベルにあり，東海地方のみならず，中部地区、関西地区からも来院
・基本理念：腎疾患は長期にわたる管理が必要となることが多く，自立した社会人になることが最終目標である。
　そのために、患児の発達や社会性獲得の妨げとなる長期入院や不必要な安静を避け、全人的な管理を行っている。　
　特に、腎移植外来では，小児専門看護師と一緒にTransition（移行）を行なっている．
・研究：NCKiDs（名古屋市立大学の腎臓グループ）での治療プロトコール作成。
　　　　　全国レベルのネフローゼ症候群の治験(JSKDC)への参加等．

【初期研修医に習得してもらうこと】
<学べる疾患>
尿路感染症などの泌尿器疾患、腎炎・ネフローゼ症候群、腎移植
前後の管理、先天性腎尿路疾患(CAKUT)など

<内容>
膀胱造影：低年齢児に導尿が出来るようにする．
腎生検や各種検査の鎮静時、呼吸管理ができるようにする．
具体的な目標は、小児の腎機能や血尿・蛋白尿に対する評価がで
きるようになる。
各種腎疾患治療における免疫抑制剤の使用方法の基礎を学ぶ．

■循環器グループ
【特徴】

・先天性心疾患に関しては、胎児から成人までを対象とし、産婦人科、循環器内科と連携して治療に当たっている。

・心臓カテーテル検査(70例/年)、心臓カテーテル治療を施行している(10数例/年)。

　動脈管開存に対しての心臓カテーテル治療も行っている。新生児の重症先天性心疾患もNICUで治療している。

・胎児心臓超音波検査を産婦人科と連携して行っている。

・川崎病は急性期の入院症例が年間70例あり、ハイ・リスク児にグロブリン治療を行い、

　更に重症な児には血漿交換療法を行なっている。川崎病の１ヶ月時の心障害率は1.4％（全国平均7.0％）

・重症心筋炎に対しても人工心肺による補助循環を行い救命している。  

【初期研修医に習得してもらうこと】
〈学べる疾患〉
心室中隔欠損症、Fallot4徴症、
両大血管右室起始症などの先天性心疾患
川崎病、重症心筋炎などの診断、治療

〈内容〉
・川崎病の診断と治療ができるようになる。
・うっ血性心不全の管理ができるようになる。
・先天性心疾患のエコーやカテーテルによる診断、
血行動態、管理を勉強し、利尿剤や循環作動薬の
調整などを勉強する。

腎生検の様子

心臓カテーテル検査の様子



■血液グループ
【特徴】
・日本小児白血病研究会（JACLS）、日本小児白血病/リンパ腫研究グループ（JPLSG）に所属し、　
　全国規模のグループスタディーに参加し、多くの臨床試験を実施している。
・また、東海小児血液懇話会、東海小児造血幹細胞移植懇話会、等の症例検討会に参加し、
　最新の治療法、稀少疾患の診断・治療、についての知見を得ることができる。

【初期研修医に習得してもらうこと】
<学べる疾患>
急性リンパ球性白血病、急性骨髄性白血病、
特発性血小板減少性紫斑病、遺伝性球状赤血球症
などの診断、治療を学ぶ。
脳、頭頸部腫瘍の画像診断や治療について学ぶ。

<内容>
・小児の骨髄穿刺、腰椎穿刺を経験する。
・骨髄標本を検鏡し、初発の白血病、ITPの特徴を述べられる。
・ＪＰＬＳＧの化学療法プロトコールを理解する。

■アレルギーグループ
【特徴】
・愛知県下で数少ない日本アレルギー学会教育認定施設  （小児科）  。
　愛知県下一般病院小児科では最初に認定。
・気管支喘息：年間百数十人入院。90%以上が中等症以上。

  小学生以上の児に積極的にステロイド吸入を導入。
  小学生以上の児に呼吸機能検査を年間2回以上施行。
  人工呼吸器管理も可能　⇒　救命救急センターとして麻酔科医による集中治療室も充実
  喘息死は21年間経験なし。

・妊婦へのアレルギー疾患予防指導：　希望者に産婦人科外来で講義。
・食物負荷試験：　重症食物アレルギー児に入院で施行。
・漢方薬の積極的な導入。  

【初期研修医に習得してもらうこと】
<学べる疾患>
気管支喘息、呼吸器感染症、食物アレルギー、
嚢胞性線維症などの疾患の管理を学ぶ。
<内容>
・気管支喘息〜喘息様管支炎診療
　　　入院、外来診療  （軽症〜ICU入院児）
・食物アレルギー診療  
　　　入院食物負荷試験、外来での対応
　　　食品による違い
・最先端のアレルギー予防の考え方
・漢方薬の活用法

骨髄検査の様子

方針相談中の様子？



■NICU
【特徴】
・名古屋市東部地域をカバーする総合周産期母子医療センターであり、地域の周産期3次救急の最後の砦とし　
　て診療を行っている。

・理念　：「後遺症なき生存・暖かいNICU」　　　・病床数：NICU15床、GCU25床

・2015年実績：NICU入院総数450名（院内出生311名、院外出生139名）　　院外で出生した新生児の搬送　

　も積極的に行っている。

・小児循環器内科医、小児心臓外科医、小児脳神経外科医の常勤医もいるため、緊急手術を要する先天性　

　心疾患や新生児脳神経外科疾患にも対応できる。
・新生児蘇生法（NCPR）講習会：院内の研修医、看護師助産師、産婦人科医、麻酔科医に対して年3-4回講

　習会を開催し、資格を取得することができる。

・「赤ちゃん達だけでなく、面会に来られるご家族や働くスタッフにとっても優しい光に包まれたNICU」をコンセプ

　トとして、2013年4月にNICUを改築。北米照明学会や国際照明デザイナー協会の特別賞を受賞し、海外か

　らも高い評価を受けている。

【初期研修医に習得してもらうこと】
<学べる疾患>
低出生体重児、早産児、新生児黄疸、初期嘔吐症、
新生児一過性多呼吸、先天性感染症、ダウン症など
の染色体異常、口唇口蓋裂など

<内容>
・帝王切開に多く立ち会い、新生児蘇生法を学ぶ。
・新生児のヒール採血ができるようになる。
・健常新生児の身体所見の取れるようになる。
・病的新生児管理の基本を学ぶ。

Advanced  coarseとして2年次以降では

・新生児蘇生法プロバイダー資格の取得
・新生児に対する気管挿管を経験する。
・新生児に対する末梢/中心静脈ルートの確保
　を経験する。
・主治医として病的新生児の全身管理

回診の様子



3．ある初期研修医の1日
7：30　採血　　
小児科の朝は入院患者の採血から始まります。
初期研修医が実際に採血したり、介助につきます。

子どもの採血は大人と比べて難しく、上級医がサポート
してくれます。

  
8：00　カンファレンス　　
担当する入院患者をプレゼンテーションします。

多くの先生方の前で発表するのは緊張もしますが、
アドバイスを受けることで非常に勉強になります。

  
8：45　病棟回診、新規入院　　
先輩医師の指導を受けながら担当する患者を診察し、検査や処方、処置を出します。

外来からの入院患者が来たら、診察、検査を行い、先輩医師と相談して治療方針を
決定します。
  

12:00～13:00　昼食、休憩　　
スカイレストランでランチタイム。仕事の話は置いといていろいろな話題が出てきます。

緊張から解放され、ほっと一息つける時間です。
  
14:00　膀胱造影、腎生検、骨髄穿刺、ERファーストコール　

午後は検査があり、研修医も実際に手技を行います。
ERからのコンサルトに対応する場合もあります。

  
16:00　病棟回診
小児科では回診を朝・夕の2回行います。担当する患者を診察、評価をして翌日の検

査や処方、処置のオーダーを出します。
  

17:00　勤務終了！　ER当直日はここから当直が始まります。
帰宅するもよし、飲みに行くもよし、勉強するもよし。それぞれの時間を過ごしています。
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

…週に1回、18時からの勉強会があります。
18：00　勉強会兼カンファレンス
週に1度、勉強会があります。初期研修医が発表したり、

先輩医師の発表を聞いたりして多くを学ぶことが出来ます。
  

さらに..NICUローテ－ション中も採血、超音波検査、

帝王切開の立ち会い、分娩立ち会い..etc
上級医のサポートのもと、手技もどんどんやらせてもらえます。

朝カンファレンスの様子

夕カンファレンスの様子
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１-1．研修体制/内容
後期研修医は通常３年間のプログラムで進めていきます。
★３年目（後期研修１年目）はNICU（新生児集中治療室）ローテーション
★４、５年目（後期研修２，３年目）は小児科病棟ローテーション

当院の小児科病棟は４つのチームに分かれており、それぞれ半年ずつローテーションします。
★NICU
★腎臓（通称：青チーム）

★血液（通称：赤チーム）
★循環器（通称：緑チーム）

★アレルギー（通称：オレンジチーム）

腎臓、血液、循環器、アレルギーに関連する疾患はそれぞれのグループで診療します。

それ以外の気管支炎や腸炎、けいれん、虫垂炎など急性期疾患は、疾患名関係なく各グループに
割り振られます。

NICU 循環器腎臓アレルギー 血液

３年目	 ４年目	 ５年目	

☆4.5年目の3～6ヶ月を、名古屋市立大学病院での神経疾患・内分泌疾患の研修、
    あいち小児保健医療総合センターでの膠原病リウマチ性疾患・集中治療の研修、
    名古屋第一赤十字病院小児医療センターでの血液腫瘍疾患の研修にあてることができます。

【外来・地域医療】

外来：3年間を通じ、小児科外来での一般診療および、乳児健康,予防接種など小児保健・社会医学を

　研修します。循環器、アレルギー、腎臓、血液、神経、精神、内分泌の専門外来研修も行います。

救急外来:当院は、高度救命救急センター、23床のICU（うちPICU2床）を有し、名古屋市東部医療圏と

  尾三医療圏（日進市、東郷町、みよし市）にわたる広い地域の1次から3次救急医療を担当しています。

  年間の救急外来受診患者数は39,000人(小児  6,200人)、あらゆる種類の小児救急疾患の診療と

  集中治療を研修する事が可能です。

地域医療：当院は愛知県で初めて地域医療支援病院として承認。1750余の診療所と病診連携ネット  

  ワークを構築し、地域の2次・3次医療を担当しており、地域医療にも十分配慮した研修が可能です。

  さらに、名古屋市中央療育センター,名古屋市西部地域療育センター,名古屋市北部地域療育センター  

  において小児保健・社会医学・地域医療の研修が可能です。当院NICUに長期入院された児の多くは  

  中央療育センターに通所しており、入院中、退院後と継続した治療・療育を研修することが可能です。

New小児科専門	  
研修プログラム	

他院での研修割り当て期間	



【その他後期研修医では・・】
★3年間の研修期間中に小児精神の勉強もします。
★学会発表します（全国学会～地方会まで）

　日本小児科学会、日本小児科学会東海地方会
　周産期新生児学会、未熟児新生児学会　　などなど・・・数えきれず・・              　

★論文書きます。
　2017年の小児科専門医試験から論文投稿が必須となります。

【八事日赤後期研修卒業生のその後・・】
・感染症を極めたい！→  国立成育医療センター感染症科へ

・腎臓疾患極めたい！→  あいち小児保健医療総合センターへ
・小児精神を極めたい！  →  名大病院精神科へ
・循環器を極めたい！  →  静岡県立こども病院へ

・名市大病院小児科
・名大病院小児科
・聖霊三方原病院

・八事日赤残留

１-1．研修体制/内容　つづき

２．小児科メンバー
全員で21人の大所帯です。
・男性12人、女性9人です。
・各グループの部長が7人、中堅が9人、後期研修医が5人です。

　（医療情報部部長や小児精神医も含みます）
・女性の中には育児をしながら勤務している医師が4人います。



４．当直体制
・当直は2人体制です。
・小児科病棟/ER(救急対応)直が1人＋NICU専属直1人  です。
  　※小児科病棟/ER直では病棟の急変や状態変化に対応します。

また、ERより救急医や初期研修医から相談（コンサルト）を受けたら診察をし、必要あれば入院さ
せます。

・後期研修医は小児病棟、NICUどちらの当直にもなり得ます。
・6回/月程度です。
・当直明けは午後の半日はフリーとなります。

※救急対応について
救急では1次救急から3次救急/心肺停止まですべて受け入れています。集中治療室入室
例としては、痙攣重積発作や脳炎/脳症、急性呼吸不全（重症気管支炎/肺炎や重症喘

息重積発作など）、心不全、急性腎不全、糖尿病性ケトアシドーシス  などが多いです。

３．経験症例（後期研修当院のみ）
後期研修3年間で経験する症例です →→小児科専門医獲得に必要な疾患はすべて経験できます。	  
【小児一般（4-5年目通して経験します）】
肺炎、気管支炎、細気管支炎、胃腸炎、急性扁桃炎、頚部リンパ節炎、副鼻腔炎、中耳炎　

腸重積、急性虫垂炎、アセトン血性嘔吐症、熱性痙攣、痙攣重積発作、てんかん発作、蜂窩織
炎、顔面神経麻痺、起立性調節障害、アナフィラキシー、髄膜炎、脳炎/脳症、急性散在性脳脊
髄炎（ADEM）、糖尿病性ケトアシドーシス、異物誤飲/誤嚥、ヘルペス性歯肉口内炎、自閉症ス

ペクトラム障害、注意欠如多動性障害、先天性胆道拡張症、嚢胞性線維症、気管腫瘍、3ヶ月
未満の乳児発熱対応（熱源不明も含め）

他、虐待児の対応、経管栄養管理

【各専門にて（各グループ所属中に経験します）】

腎グループ：尿路感染症、膀胱尿管逆流症、ネフローゼ症候群、腎炎、IgA血管炎、腎炎、溶血性
尿毒症症候群、急性腎不全、腹膜透析、腎移植、低身長負荷試験
血液グループ：急性リンパ球性白血病、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、特発性血小板減少

症、遺伝性球状赤血球症、血友病、脳腫瘍
循環器グループ：川崎病、先天性心疾患カテーテル検査/術前後管理、心筋炎、急性心筋梗塞

アレルギーグループ：気管支喘息、アレルギー負荷試験
NICU：超低出生体重児/早産児、新生児一過性多呼吸、特発性呼吸窮迫症候群、新生児仮死、
気胸、先天性感染症、先天性心疾患（当院でope）、新生児黄疸、哺乳不全、低血糖、胆道閉鎖

症、甲状腺機能低下症、くる病、先天性代謝異常、染色体異常、先天奇形



５-１．腎臓グループ

症例数	 2011年	 2012年	 2013年	 2014年	

慢性糸球体腎炎	 16	 8	 13	 9	

アレルギー性紫斑病	 7	 15	 8	 17	

紫斑病性腎炎	 3	 5	 2	 10	

良性家族性血尿	 1	 3	 0	 2	

ネフローゼ症候群	 14	 10	 16	 19	

急性糸球体腎炎	 0	 1	 0	 0	

溶血性尿毒症症候群	 1	 1	 1	 1	

巣状糸球体硬化症	 0	 3	 11	

膀胱尿管逆流症	 ７	 8	 16	 5	

尿路感染症	 ６	 15	 33	 11	

神経因性膀胱	 ２	 0	 1	 0	

水腎症	 １６	 10	 18	 14	

低形成/異形成腎	 ０	 6	 0	 0	

尿路結石	 ０	 2	 1	 1	

(ESWL)	 (1)	 (2)	 (0)	 (0)	

夜尿	 7	 8	 8	 8	

昼間遺尿	 14	 10	 12	 16	

腎移植	 2	 2	 2	 4	

慢性腎不全(透析導入)	 3	 3	 0	 1	

その他	 53	 45	 44	 56	

計	 152	 155	 178	 179	

　腎生検	 38	 32	   43	   47	  
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【当院の特徴】
腎移植の症例数が日本トップレベル！

地域	 症例数	

名古屋市内	 22	

愛知県	 19	

大阪府	 11	  

三重県	 7	  

岐阜県	 5	  

奈良県	 2	  

長野県	 2	  

福井県	 1	  

静岡県	 1	  

神戸	   1	  

宮崎県	 1	  

【後期研修医に習得してもらうこと】
＜疾患＞
腎炎、ネフローゼ症候群、尿路感染症

腎移植、透析
＜手技＞

腎尿路エコー：評価も含めて
腎生検：実際に穿刺
膀胱造影

中心静脈カテーテル挿入

【特徴】
・腎臓病総合医療センターの小児科部門としてチームで治療にあたっており、2012年に小児
腎臓科が新設された．

・腎移植の症例数：日本のトップレベルにあり，東海地方のみならず，中部地区、関西地区から
も来院

・基本理念：腎疾患は長期にわたる管理が必要となることが多く，自立した社会人になること
が最終目標である。
　そのために、患児の発達や社会性獲得の妨げとなる長期入院や不必要な安静を避け、全人

的な管理を行っている。　
　特に、腎移植外来では，小児専門看護師と一緒にTransition（移行）を行なっている．

・研究：NCKiDs（名古屋市立大学の腎臓グループ）での治療プロトコール作成。
　　　　　全国レベルのネフローゼ症候群の治験(JSKDC)への参加等．

腎移植症例



５-２．循環器グループ
【特徴】

・先天性心疾患に関しては、胎児から成人までを対象とし、産婦人科、循環器内科と連携して　

　治療に当たっている。

・心臓カテーテル検査は年間71例行い、心臓カテーテルによる治療も年間13例に行った。

　動脈管開存に対しての心臓カテーテル治療も6例行い、全例成功した。

　新生児の重症の先天性心疾患もNICUで治療している。

・胎児心臓超音波検査を年間73例行っている。

・川崎病は急性期の入院例が年間70例あり、ハイ・リスク児にグロブリン治療を行い、

　更に重症な児には血漿交換療法を行なっている。

　川崎病の１ヶ月時の心障害率は1.4％（全国平均7.0％）であった。

・重症心筋炎に対しても人工心肺による補助循環を行い救命している。  

【後期研修医に習得してもうらこと】
　上記に加え・・・
・心臓カテーテル検査の手技、データー解析

・先天性心疾患の診断、管理の基本
・心疾患を持った児に発症した感染症等

　の急性期病変の診断、管理

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

心臓カテーテル検査	 63	 70	 50	 74	 75	 82	

インターベンション	 12	 8	 7	 13	 14	 4	

胎児エコー	 34	 25	 27	 61	 86	 71	

心臓超音波検査	 -	 -	 1023	 1985	 1997	 1416	

【検査成績】

心臓カテーテル検査の様子



５-３．血液グループ
【特徴】
・日本小児白血病研究会（JACLS）、日本小児白血病/リンパ腫研究グループ（JPLSG）に所属
し、全国規模のグループスタディーに参加し、多くの臨床試験を実施している。

・また、東海小児血液懇話会、東海小児造血幹細胞移植懇話会、等の症例検討会に参加し、
最新の治療法、稀少疾患の診断・治療、についての知見を得ることができる。

・成績（過去５年間）　
○血液疾患症例数（白血病・リンパ腫）：急性リンパ性白血病（ALL）１３例、急性骨髄性白血
病（AML）２例、悪性リンパ腫５例。

○固形腫瘍症例数：7例　小児外科、脳神経外科、放射線科と協力して脳腫瘍、頭頸部腫瘍
に対して、トモセラピーを用いた強度変調放射線治療（IMRT）を施行。

○非腫瘍性疾患症例数：22例の特発性血小板減少性紫斑病の新規入院、８例の遺伝性球
状赤血球症の新規診断例を経験した。  

【後期研修医に習得してもらうこと】
・小児の骨髄穿刺、腰椎穿刺を経験する。
・骨髄標本を検鏡し、初発の白血病、ITPの特徴を述べられる。

・ＪＰＬＳＧの化学療法プロトコールを理解する。

標準危険群	 高危険群	 超高危険群	

８８．５%	 ８７．０%	 ６９．３%	

★ALLー5y	  Event	  Free	  Survivalー	

★AMLー5y	  Event	  Free	  Survivalー　	  
　６１．５％	

【小児白血病研究会(JACLS)全体の成績】　　 骨髄検査の様子



５-４．アレルギーグループ
【特徴】
・愛知県下で数少ない日本アレルギー学会教育認定施設
　　  （小児科）  。愛知県下一般病院小児科では最初に認定。

・気管支喘息：年間百数十人入院。90%以上が中等症以上。
  小学生以上の児に積極的にステロイド吸入を導入。

  小学生以上の児に呼吸機能検査を年間2回以上施行。
  人工呼吸器管理も可能　⇒　救命救急センターとして麻酔科医による集中治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室も充実

  喘息死は21年間経験なし。
・妊婦へのアレルギー疾患予防指導：　希望者に産婦人科外来で講義。

・食物負荷試験：　重症食物アレルギー児に入院で施行。
・漢方薬の積極的な導入。  

【後期研修医に習得してもらうこと】
・気管支喘息～喘息様気管支炎の診療  　　（軽症～ICU入院児）  　　
　　入院外来診療、呼吸機能検査  

・アトピー性皮膚炎診療、軟膏類の使い方  
・食物アレルギー診療  　　　あらゆる食材の入院食物負荷試験  　　　

　　　原因診断、血液検査、プリックテストの活用法  エピペンの処方、使用の指導
  ・最先端のアレルギー予防の考え方
  ・小児科の代表的な漢方薬の処方

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

191 178 141 112

【気管支喘息入院】

※　肺炎の合併を含む

・小児喘息死　0例/過去21年間

【食物負荷テスト】

・実施患児：　209人
　　　　　　　(2010年3月〜2013年7月)

・陽性率：　33%

・食物アレルギーアナフィラキシー入院

2012年度 2013年度

7人 10人



５-５．NICU
【特徴】
・名古屋市東部地域をカバーする総合周産期母子医療センターです。
　地域の周産期3次救急の最後の砦として診療を行っています。

・理念　：「後遺症なき生存・暖かいNICU」　　　・病床数：NICU15床、GCU20床

・スタッフ：医師7名　（小児循環器医1名、小児内分泌科医1名勤務）　　・レジデント：2-3名

・2014年実績：NICU入院総数436名（院内出生369名、院外出生67名）　

　院外で出生した新生児の搬送も積極的に行っています。

・小児循環器内科医、小児心臓外科医、小児脳神経外科医の常勤医もいるため、緊急手術を要する先天性　　

　心疾患や新生児脳神経外科疾患にも対応できます。
・新生児蘇生法（NCPR）講習会：院内の研修医、看護師助産師、産婦人科医、麻酔科医に対して年3-4回講

　習会を開催し、資格を取得することができます。

・「赤ちゃん達だけでなく、面会に来られるご家族や働くスタッフにとっても優しい光に包まれたNICU」

　をコンセプトとして、2013年4月にNICUを改築しました。

　北米照明学会や国際照明デザイナー協会の特別賞を受賞し、海外からも高い評価を受けています。

出生体重	 2010年度	 2011年度	 2012年度	 2013年度	

 　　　〜999g	 21	 16	 19	 14	

1000〜1499g	 19	 32	 34	 31	

1500〜2499g	 173	 172	 155	 156	

　2500g〜     	 161	 177	 129	 178	

合計	 374	 397	 337	 379	

院外出生	 107	 88	 75	 73	

院内出生	 267	 309	 262	 306	

出生体重	 2010年度	 2011年度	 2012年度	 2013年度	

人工呼吸器管理	 185	 212	 186	 225	

新生児呼吸窮迫	
症候群　　　　　　　	

45	 53	 58	 39	

重症仮死	
（5分Apgar≦3点）   	

11	 7	 10	 4	

頭蓋内出血　　　　　　　　　　	17	 24	 19	 13	

多胎　　　　　　	 33	 17	 33	 48	

先天性心疾患	 30	 30	 20	 30	

心臓外科手術例	 23	 16	 20	 13	

染色体異常症　　　　　　　　　  	10 9 5	 11 

【後期研修医に習得してもらうこと】
上記に付け加え・・・
・重症仮死の蘇生や超低出生体重児の
　呼吸循環管理の習熟
・新生児に特有な病態（感染症、慢性肺疾患、
　頭蓋内出血、脳室周囲白質軟化症、
　壊死性腸炎）について理解を深め、
　適切な治療を行える  
・自閉症スペクトラムのハイリスクとされる
　早産児のコミュニケーション能力の発達過程
　を学び、適切な指導を行える



５-６．小児精神

【特徴】

・外来診療が中心です。診療している疾患は自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害など
の発達障害を中心とする精神疾患全般です。

・低出生体重児、慢性腎疾患など慢性疾患児の発達支援にも力を入れています。

・リエゾン活動として入院中（小児病棟・ＩＣＵなど）の子どもの精神的治療も行います。入院適応の
精神疾患の治療は原則として行っていません。

・ペアレントトレーニング、ソーシャルスキルトレーニングなどを自費診療で行っています。

・災害時の対応を見据え、EMDRによるトラウマ治療を行っています。

＜基本指針＞二本の柱を築くことが治療に不可欠だと考えています

①子どもの自尊感情を育む

②病気の子どもを抱えた母親の精神的サポート

＜年間患者数＞

　新患：約90人（その内役10～20人病棟）

　再診：約950人

【学会発表】　小児精神神経学会、日本未熟児新生児学会などを中心に発表

【研究】　毎年テーマを決めて、研究に取り組んでいます。

　　　※最近のテーマ

・新生児行動評価（ＮＢＡＳ）と自閉症スペクトラム障害の関連性

・小中学生の自尊感情尺度の基準値作成

・産後の母親の鬱状態について（NICU入院児と健常児の母親の違い）

・自閉症スペクトラム障害の子どもの自尊感情について　　など

【論文】：上記研究について、積極的に論文作成を行っています。

毎年英語・日本語1本ずつを目標としています。

小児精神に興味のある研修医の人に学んで欲しいこと

①発達障害の基本を学び、子ども、親への基本的対応を学ぶ

②小児精神科としての薬剤の使い方について学ぶ

③発達知能検査とは、どのようなものかを知る

スタッフ：現在小児精神科医、臨床心理士1名ずつの小さなチームですが、幅広い活動をやってい
ます。小児精神のさまざまな側面を学べる施設ですので是非興味・意欲のある方は
研修に来てください。



名古屋第二

赤十字病院  
(責任施設)	 

あ い ち 小 児

保 健 医 療 総

合センター	 

名古屋市立

大学病院	 

名古屋第一赤

十字病院小児

医療センター	
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療育センター

等＊	

各施設での	 

研修期間	 

24〜	 

36か月	 
3〜6か月	 3〜6か月	 3〜6か月	 1か月	

	

施設での	 

研修内容	 

膠原病・リウ

マチ性疾患、

小児集中治

療を研修す

る。	 

小児神経疾

患 ・ 内 分 泌

疾患につい

て研修する。	 

小児血液・腫

瘍性疾患につ

いて研修する。	 

５-7．連携施設概要

＊名古屋市中央療育センター等

3年間の研修期間のうち1か月間は名古屋市中央療育センター、名古屋市北部地域療育センター、

名古屋市西部地域療育センター、において地域医療、乳幼児健康診査・育児相談、成長・発達障

害児者の療育、等を研修できます。

新小児科専門研修プログラム
2017年度より開始される新プログラムでは
名古屋市立大学病院での神経疾患・内分泌疾患の研修、

あいち小児保健医療総合センターでの膠原病リウマチ性疾患・集中治療の研修、
名古屋第一赤十字病院小児医療センターでの血液腫瘍疾患の研修にあてることができます。



６．各部長先生より

循環器チーム：岩佐先生	

腎臓チーム：後藤先生	

アレルギーチーム：神田先生	

血液チーム：石井先生	

医療情報部長：岸先生	

NICUチーム：田中先生	

癒しの光に満ちたNICUで一緒に
働きましょう！	

かわいいきれいな小児科へ	

ここで研修すれば一人前の
小児科医になれます。	  

誕生・成長・死を診られるの
は小児科しかありません。	

ローテーションの自由度がす
ごくあります	

損はさせません！	

真面目なこともやってます	

こんなことも	  
やってます	

～2014年
度ハロウィン～	



7．ある後期研修医の1日小児病棟

後期研修医の1日(とある小児病棟の1日)
主に3-4年目で研修する小児病棟の1日をご紹介します。

7:30～　病棟採血

小児科病棟の朝は少し早いです。入院中の患者さんの採血を行います。

みんなで協力して行います。終わったらカルテチェック。
入院患者さんの昨晩の様子などをカルテで確認します。

8:00～　朝カンファレンス（火・金曜日）

新規入院患者さんのカンファレンスを行います。
入院までの経過と入院後の様子をプレゼンします。

難症例などみんなで相談したいこともここで聞きます。
  
  9:00～　外来業務or病棟業務

入院患者さんの回診に行きます。
外来からの新規入院患者さんの対応もします。
循環器グループでは心臓カテーテル検査・

　　　　　　　　　　　　　　　　アレルギーグループでは負荷試験があります。
外来の場合は外来へ（後期研修医は週1回午前中）

12:00～　昼休憩　ご飯食べながらほっと一息

13:00～　予防接種or乳児健診　病棟業務
病棟では腎臓グループでは腎生検・血液グループでは骨髄検査等があります。

午後も入院患者さんの対応は引き続き行います。
外来では予防接種や健診があります。

16:00～　回診
入院患者さんの夕方の回診に行きます。

17:00～　業務終了
夕方の回診をしてカルテを書いたり明日のオーダーなどが済んだら通常勤務は終了です。

お疲れ様でした。当直者は当直業務が始まります。ドキドキ

18:00～　小児科カンファレンス(火曜日)  
火曜日は小児科全体のカンファレンスあります。
抄読会や勉強会、学会発表の予演会もやっています。

19:30～　当直業務

病棟とER対応が主です。
病院周辺地域から他院からの転院搬送まで夜間の子供たちの健康を守ります。



7．ある後期研修医の1日NICU病棟

後期研修医の1日(とあるNICU病棟の1日)
主に3-4年目で研修するNICU病棟の1日をご紹介します。

7:30～　病棟採血
朝一番は採血です。NICUとGCUの採血を行います。
採血に合わせて血糖チェックも行い低ければその場で対応します。

8:00～　NICU  meeting

採血が終わったらみんなで集まって  meeting。
夜間の申し送りと近日中の確認事項など。抄読会もあります。(木曜日)

8:30～　病棟勤務or帝王切開立会い
Meetingが終わったら、入院中の患者さんの回診を行います。

主治医の患者さんの状態を把握して本日のオーダーをします。
火・木曜日は帝王切開の立会いに手術室まで行きます。
外来ある日は外来へ行きます。

11:00～　新生児回診
産科病棟で管理されている赤ちゃんの回診をします。

退院間近のお母さんに集まってもらい退院後の注意事項もお話しします。
  

12:00～　昼休み
ご飯を食べながらひと休み。

13:30～　NICUラウンド(月曜日)orシナジス接種・予防接種・健診
月曜日はNICU/GCU入院中の患者さん全員の回診をDr・Ns・薬剤師・心理士・

保育士等みんなでベットサイドをまわります。
みんなで意見を出し合って赤ちゃんがよりよく成長できるよう考えています。
予防接種や健診がある人は外来に

  
15:00～　病棟勤務

夕方の回診をします。午前中に変更したことなど問題がなかったか確認します。

17:00～　業務終了・当直勤務開始

夕方の回診を終えてカルテを書いて明日のオーダ等が終了したら、
通常業務はここで終了です。

18:00～　小児科カンファレンス
火曜日はカンファレンスあるため小児病棟へ

19:30　当直業務

夜間のNICU・GCUを守ります。
周辺地域の産婦人科さんや病院からNICU入院依頼があることもあります。  

夜間の管理はま
かせろーZZZ・・・	
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