
新専門医制度による後期研修プログラム 福島県立医科大学　小児科学講座および小児腫瘍内科のスタッフ

福島県立医科大学　ふくしま子ども・女性医療支援センターのスタッフ

小児腫瘍内科副部長（講師）
望月 一弘

臨床専門分野
1）小児血液腫瘍
2）造血幹細胞移植
研究分野
1）新規がん免疫療法の開発
2）造血幹細胞移植後の免疫病態の解明

平成元年　長野県立諏訪清陵高等学校卒業
平成９年　福島県立医科大学卒業

講師
佐藤 晶論

臨床専門分野
1）小児感染症 
研究分野
1）インフルエンザ（ウイルス感染症）の
　 病態解明と制御
2）ウイルス感染症における免疫応答
3）中枢神経感染症の病態解明

昭和63年　福島県立相馬高等学校卒業
平成８年　福島県立医科大学卒業
平成12年　福島県立医科大学大学院修了

総合周産期母子医療センター（講師）
佐藤 真紀

臨床専門分野
1）周産期・新生児
研究分野
1）新生児各種疾患におけるステロイド
　反応性に関する研究

平成２年　宮城県立第一女子高等学校卒業
平成９年　福島県立医科大学卒業
平成14年　福島県立医科大学大学院修了

総合周産期母子医療センター（講師）
郷 勇人

臨床専門分野
1）新生児 
研究分野
1）新生児慢性肺疾患
2）マイクロRNA

平成６年　福島県立福島高等学校卒業
平成13年　福島県立医科大学卒業

小児腫瘍内科部長（教授）
佐野 秀樹

臨床専門分野
1）小児血液腫瘍（造血幹細胞移植も含む）
研究分野
1）小児固形腫瘍、神経芽腫の病理学的研究
2）小児悪性腫瘍に対する抗がん剤多剤併用
　 療法の多施設共同床研究

昭和62年　福島県立会津高等学校卒業
平成６年　福島県立医科大学卒業

周産期・小児地域医療支援講座（教授）
桃井 伸緒

臨床専門分野
1）小児循環器 
研究分野
1）先天性心疾患
2）カテーテル治療

昭和54年　福島県立福島高等学校卒業
昭和 60年　福島県立医科大学卒業

小児科部長（教授）
細矢 光亮

臨床専門分野
1）小児感染症
2）小児神経疾患 
研究分野
1）中枢神経系感染症の診断と治療
2）急性脳症の病態解明と治療
3）小児感染症の臨床疫学研究

昭和52年　山形県立山形東高等学校卒業
昭和 58年　福島県立医科大学卒業

准教授
橋本 浩一

臨床専門分野
1）感染症
研究分野
1）ウイルス感染症の診断と治療
2）呼吸器感染症の病態解明

昭和60年　福島県立安積高等学校卒業
平成 ４ 年　福島県立医科大学卒業
平成 ８ 年　福島県立医科大学大学院修了

①1～2年目
18か月間の基幹研修病院（福島県立医科大学附属
病院）および6か月間の専門研修関連施設A（太田西
ノ内病院、いわき市医療センター、竹田綜合病院の
何れか）における研修により、感染症や1～2次救急
などの一般小児診療と、3次救急、集中治療、新生
児・未熟児、循環器、神経、血液・腫瘍、腎・内分泌・代
謝性疾患等の特殊な疾患に対する初期対応が可能
になる。

②3年目
地域センター病院である専門研修関連施設B（竹田
綜合病院、大原綜合病院、白河厚生総合病院、いわき
市立総合磐城共立病院の何れか）における研修と、
地域総合病院である専門研修関連施設C（星総合病
院、寿泉堂綜合病院、公立相馬総合病院、公立岩瀬
病院の何れか）における研修により、地域総合小児
医療、1～2次救急、小児保健、予防接種から、救急・
救命、感染症・アレルギー、新生児、循環器、血液・腫
瘍、腎・内分泌・代謝、神経・発達・療育などの専門領
域に至るまでの小児医療全般について、小児科専門
医に必要な知識と技能を習得することができる。

大学にて研修。新生児・未熟児、循環器、血液・腫
瘍、腎・神経、感染症、集中治療の6グループで各
グループ3か月程度の研修を行い、比較的まれで
重症な疾患について知識を深め、あらゆる疾患
の初期対応が可能になり、その後のおおよその
診断・治療計画が立案できるようになる。また、
小児の2～3次救急、集中治療を経験し、急性重
症疾患に対する初期対応が可能になる。さらに、
乳幼児健診や予防接種などの実践を通じ、小児
保健を理解する。
大学における18か月のローテーション研修の途
中、あるいは終了後、順次、連携施設A群の病院
にておおよそ6か月の新生児・未熟児治療を実践
する。超未熟児や重症仮死などの重症例を主治
医として経験することにより、あらゆる新生児疾
患に対し適切な初期対応が可能になる。

比較的大規模な小児科を有し、小児の高次救急
や新生児医療から幅広い専門医療を提供してい
る連携施設B群の病院の１つと、中規模の小児
科を有し、主に地域総合医療や救急医療を実践
している連携施設C群の病院の１つにおいて、そ
れぞれ概ね１年間研修することにより、小児保
健、小児一次診療から、高次救急診療、慢性疾患
診療に至るまで、小児科専門医に必要な幅広い
知識と技能を習得する。

3年間の専門医研修により、地域総合小児医療、1～
2次救急、小児保健、予防接種から、救急・救命、感
染症・アレルギー、新生児、循環器、血液・腫瘍、腎・
内分泌・代謝、神経・発達・療育などの専門領域に至
るまでの小児医療全般について、小児科専門医に必
要な知識と技能を習得し、小児の総合医としての能
力を身に付け、小児科専門医を取得する。

教授
横山 浩之

臨床専門分野
1）小児神経学
研究分野
1）子どもの行動異常（発達障害、
　 精神障害）の治療的介入の開発
2）上記の早期発見、早期介入に
　 関するシステム構築の研究

昭和54年　宮城県仙台第一高等学校卒業
昭和62年　東北大学医学部卒業
平成６年　東北大学大学院医学系研究科修了

特任教授（非常勤）
清水 直樹
現勤務先
聖マリアンナ医科大学小児科学
臨床専門分野
1）小児科学
2）救急医学
3）集中治療医学
4）蘇生科学

特任助教（非常勤）
荻原 重俊
現勤務先
手稲渓仁会病院
小児科 /小児集中治療科
臨床専門分野
1）集中治療医学
2）麻酔科学
3）小児科学

特任准教授（非常勤）
齊藤 修
現勤務先
東京都立小児総合医療センター
集中治療科
臨床専門分野
1）集中治療医学
2）麻酔科学
3）小児科学

特任准教授（非常勤）
新津 健裕
現勤務先
埼玉県立小児医療センター
集中治療科
臨床専門分野
1）集中治療医学
2）小児科学
3）Critical Care Outreach

特任助教
南 洋輔
専門分野
小児外科一般
研究テーマ・成果
再生医療
新生児外科学
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新専門医制度で学ぶ

後期研修
プログラム

仲間たちと共に目指す小児医療のプロフェッショナル

小 児科
専 門 医 コ ー ス

福島県立医科大学附属病院の後期研修プログラムでは、基本領域専門医のいずれも取得できる体制を整えています。
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専攻医１年目

赤間 太郎

　みなさんこんにちは。福島医大小児科専攻医の赤間太郎と申します。私は福島医大を
卒業後、竹田綜合病院で２年間の初期研修を行いました。出身は他県ですが、引き続き
福島県の医療に携わりたいという思いから、この度福島医大の小児科に入局させていただ
きました。
　福島医大は県の基幹病院であり、高度な医療を必要とする患者さんの治療を行なってい
ます。福島医大にはNICU、PICU、循環器、腎神経、感染症、血液腫瘍の６つのグループ
があり、多様な症例や希少ですが重要な症例を経験することができます。後期研修では
各グループ3か月ずつのローテートに加え、外病院でのNICU研修を6か月間行い、幅広
い知識を身に付けることができます。私は知識・経験ともにまだまだ未熟であり、分から
ないことに直面する毎日ですが、各分野の専門の先生方から優しく熱心にご指導いただけ
る環境のおかげで、非常に充実した後期研修を送れています。また、各グループ間だけ
でなく小児外科などの他科とも隔たりがなく、協力
し合える環境が整っていると強く感じます。
　小児科はこどもについてあらゆる分野の知識が
必要であり、年齢による特徴の違いが多く、大変
な診療科だと感じる方も多いかもしれません。し
かし診療に当たりながら子供たちの成長を実感し、
その過程に関わることができるのは小児科の大き
な魅力であると思います。ぜひ福島のこどもたち
のために一緒に働きましょう。

福島県立医科大学
小児科学講座
病院助手

城田 淳

　私は2017年4月に福島県立医科大学小児科へ入局しました。大学病院を基盤に県内の
各病院で後期研修を行い、昨年度に小児科専門医を取得しました。現在は大学病院で小
児腎臓分野を専攻して診療に携わっております。
　小児科はこどもの総合診療科です。疾患の知識もさることながら、成人とは違う小児な
らではの特性も理解して診療にあたる必要があるため、なるべく多くのこどもに触れて経
験を積むことが必要です。こどもは好きだけど、こどもの病気についてはよくわからない、
怖い、などと思っていたりしないでしょうか。当然だと思います。僕もそうでした。当院
の後期研修プログラムは幅広い疾患に対応できるように考えられています。大学内には
循環器、腎臓、神経、感染症、NICU（新生児）、PICU（集
中治療）などのグループがあり、小児腫瘍内科も含めて全て
のグループで研修できるよう設計されています。それにより
希少な疾患も含め様々な患者さんに触れ、勉強することがで
きます。また、県内の各総合病院での研修も2年間組まれ
ており、普遍的な疾患への知識やかぜの子の中に隠れた重
症疾患を拾い上げる術など、一般的な小児科医としての造
詣を深めることができます。
　ここまで後期研修のアピールを書いてきましたが、本当の
ところ小児科医を続けている理由はこどもがかわいいからで
す。毎朝こども達に会うのが楽しみで出勤できるなんて素敵
だと思いませんか。一緒に働ける日を楽しみにしています。

　みなさんこんにちは。2022年度から小児科専攻医となりました旗野史帆です。私は初
期研修で、市中病院の一般小児と大学病院のNICUで２か月ずつ研修し、それぞれ治療
の毛色は異なるものの、こどもたちが健やかに暮らすために小児科医が行っていることを
学びました。そして、私もその一員になりたいと思い、小児科の道を選びました。
　当院の後期研修プログラムでは、大学病院での各グループで１年半、市中病院での
NICUで半年、その後に研修指定病院である市中病院で２年の研修で構成されています。
最初の２年間で各分野の高度医療を学び、その知識をもって市中病院に向かいます。もし
重症なお子さんが受診した場合でも、安定化した状態で大学病院へ搬送できるよう、日々
勉強しています。
　患者さんの命を守ること、そして今後の成長をサポートすることが小児科医の役目だと
思います。その過程に関わるにはある程度の労力は必要ですが、上級医の先生方のご指
導や、同じ気持ちで切磋琢磨し合える専攻医たち、
なによりこどもたちの笑顔は日々のがんばりの大き
な助けとなって、研修に励んでいます。
　まだ後期研修が始まって日が浅く迷うことも多い
ですが、グループの先生だけでなく、医局の先生
方みなさんから優しく、的確なご指導をいただき
ながら充実した研修ができています。グループの
隔たりなくご指導いただけるのも当院の強みです。
ぜひ一緒に働きませんか。入局お待ちしています。

専攻医１年目

旗野 史帆
福島県立医科大学
小児科学講座
病院助手

佐々木 唯

　私は2018年4月に福島県立医科大学小児科に入局しました。1年半の大学病院での研修、
６か月間のNICU研修の後、2年間市中の研修指定病院での研修を終え、昨年専門医を取
得しました。大学病院では各専門分野の高度医療に携わり、指定病院ではcommon 
diseaseを主治医として主体的に診療させていただき、幅広く、かつ小児科医として基礎
になる研修ができたと思います。これからは、学生実習の時から興味を持っていた小児腫
瘍の分野を学んでいきます。
　小児科はこどもの総合診療であり、循環器、神経、腎臓・内分泌、感染症、悪性腫瘍、
新生児、集中治療など多岐にわたる分野の中から自分に合ったサブスペシャリティーをもつ
ことができます。もちろん地域で一般小児に従事する道もあり、選択肢が広いことは魅力
だと思います。また、当医局は男女問わず育児をしながら仕事をしている上級医が多く、
生活面での相談もしやすい環境です。
　何よりも、こどもたちから元気をもらえるのは小
児科の特権です。こどもたちがかわいそうという小
児科のマイナスイメージをよく聞きますが、こどもた
ちはとても素直で賢く、つらくても自分に必要なこと
だと理解し懸命に治療を受ける姿に励まされます。
少しでも楽になると笑ってくれて、ありがとうと言え
る強さに教えられる日々です。
　ぜひ、こどもたちと一緒に泣いたり笑ったりして
奮闘していきましょう！

こどもの成長を感じながら、充実した研修が行えます

日々やりがいを感じながら研修をしています こどもたちと一緒に成長しましょう

こどもが好きなあなたを全力でサポートします
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