小児科へ

公益社団法人

日本小児科学会

子どもの笑顔を守る
総合医を目指して

ようこそ

あなたが子どもだった頃のことを思い出してみてください。
風邪をひいた時、お腹が痛かった時、肌が痒かった時、
あなたや家族が頼りにしたのは、小児科医だったと思います。
いつの時代も私たち小児科医は「子どもの総合医」です。
近年、医学はsubspecialtyへの分化が進み、全人的医療が見失われてきました。
しかしながら小児科医は、臓器別に偏ることなく、
generalistとしてcommon diseaseにも対応してきました。
さらに病気の診断治療のみならず、
乳幼児健診や予防接種などの健康管理、家族の不安解消や社会問題に至るまで、
私たちの活動は社会から幅広く求められています。
小児科医は子どもの総合医
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様々な場で活躍する小児科医
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世界の子どもの笑顔のために
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自らの子育て経験こそ活きる
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子どもの診療のコツ 教えます
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小児科専門医までの道程
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若手医師が伝えたい思い

13

私たち小児科医は「子どもの総合医」として、
子どもを一人の人間として全体を診るとともに、
一人にとどまらず、集団・社会にも関わっています。
このパンフレットでは、
「子どもの総合医」として活躍されている
全国・世界で活躍する小児科医の姿を多く紹介いたします*。
あなたが目指す「医師としての理想の姿」がそこにあるかもしれません。
* 所属／役職や記載された内容は、2014年3月末現在のものです

このパンフレットを手にとってくださったあなた
ありがとうございます
私たちは
「子どもたちが大人になるまで身体と心を健やかに育み 守りたい」
という思いを持って
集い、研鑽を積んでいる「日本小児科学会」です

子どもの総合性には3つの方向性

成育

小児科は「子どもを一人の人間として尊重した総合的な医療」を基盤とし
さらに多種の専門領域が存在する魅力のある診療科です

成長・発達
胎児・出生から
次世代まで

3つの総合性

子どもたちには無限の未来があります
子どもたちや家族と一緒に
ワクワクドキドキしながら未来を創っていくこと
これこそが私たち小児科医の役割であり、やりがいでもあります
子どもたちの無限の未来を守るために
子どもたちと家族の笑顔を守るために
私たちと一緒に活動しませんか？
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身体と心

社会

からだとこころ

社会との関わり

臓器別でなく
体も心もみる

治療だけでなく
社会・保健も

ようこそ小児科へ
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楽しい話題と笑顔に囲まれて

いのちは助かるだけでなく、かがやかせるもの
小児科、特に新生児医療の進歩に

飯泉哲哉

南條浩輝

一般開業医／静岡県

在宅医療開業医／大阪府

よって、多くのいのちが助かるように
なりました。そして、長期間にわたっ
て経管栄養や人工呼吸などの医療を
要する状態で、おうちに帰る子ども

私は小児科クリニックで働いています。
日々、感染症を診察したり、乳児健診や
ワクチン接種をしています。クリニックでは、具合の悪い子どもよりも、元気な
子どものほうが多いかもしれません。熱があっても「遊びたい！」という子ど
もは多いですからね。
小児科外来は毎日楽しい話題でいっぱいです。乳児健診で抱っこされてい
た子が、次の来院時には歩けるようになり、いたずらっ子に変身しています。
風邪でよく来院していた子が、お兄さんになりインフルエンザワクチン接種時
に再会したりします。ご両親とともに、地域の子どもたちの成長を見守るこ
とができるなんて、幸せな職業だと思います。
「赤ちゃん・子ども」は世の宝です。いつの時代も、この事実は変わりませ
ん。赤ちゃんを見れば、誰もがニッコリ微笑みます。子どもの笑顔を見れば、
幸せな気持ちになります。小児科クリニックは笑顔や笑い声がいっぱいあり
ますよ。みなさんも私たちの仲間になりませんか？

たちが増えています。
「いのちを助ける医療」の進歩はめざましい一方で、助かった子どもたちの「い
のちのかがやきに寄り添う医療」の整備は遅れ気味です。私のクリニックでは、
こういった子どもとご家族が少しでも負担なく生活を送れるように、小児在宅医
療に力を入れています。
小児科医は、色々な専門分野に進んで研修をすることもできますが、子ども
に起こる色々な病気や外傷などに general に関わることも求められるため、皮
膚科、眼科、耳鼻咽喉科など他科領域を含めた、幅広い対応力を身につける
ことができます。そういった小児科医の特性は、在宅医療において様々なトラ
ブルが起きる子どもたちへのサポートを行う上でも、活きてくるものです。
どのような障がいがあっても、どのような医療処置が必要でも、子どもはそ
の子の持つペースで成長していきます。一方、生
活の中に医療を持ち込むことの難しさには気付きに
くいものですが、自宅に往診してみると、その実
際がよく見えてきます。子どもの力を生活の中で
最大限に発揮してもらえるようにサポートする小

現場を支える架け橋になる

児在宅医療。成長に関わる小児科医の仕事の中で
みなさん、こんにちは。私は

中林洋介
厚生労働省／東京都

子どもと関わる仕事がしたくて小

も、間近に子どもの良い表情を見ることができるの
が、大きな楽しみです。

児科を選びましたが、現場との
「人事交流」として約２年間厚労
省で勤務する機会を頂きました。
そこで私は、子どもの健康に携

わるキャリアパスを行政の立場からご紹介します。
私は専門が小児救急・集中治療ということもあり、医療提供体制を担当
する医政局指導課に配属されました。担当する業務は、小児・周産期医療
の制度設計や国会対応等に加え、人事交流者として「現場との橋渡し」が
課せられました。そのため、小児科医に限らず様々な分野の専門家からお
話を伺い、時には問題の窓口になり、現場の声を集めることに努めました。
日常では感じにくいかもしれませんが、国
は法令、事業、診療報酬や研究等、様々なツー
ルで子どもの健 康を守るための取り組みを
行っています。これらが現場で機能するよう、

20,000人を超える小児科医が

小児科専門医のキャリアを活用し、現場と

「子どもの総合医」として

協働しながら医系技官として関与すること

国内のみならず、海外でも

は、子どもの健康に加えて、社会と未来を支

子どもの未来を創るために

える一助にもなりうると信じています。
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小児科医は、
いつの時代にも社会から求められてきました
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日々活躍しています
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笑顔という生命力を、総合力で支える

世界の子どもたちのために

金澤美奈

西澤和子

大学病院／福島県

ブータン王国

医師として働き始めて 8 年が経ちました。
小学校 6 年生の時、ある発展途上国の

ヒマラヤの小国ブータンで、新生児
科医として赴任し、はや 3 年という月日

厳しい環境のため、笑顔を失った子どもた

が 経ちました。ここに至るまでには、

ちのドキュメンタリーを目にする機会があり

日本で小児科、新生児科の専門研修を

ました。その時自分と同じ年齢の子どもの

受けた後、厚生労働省で医系技官とし

小さな体格と悲しげな目を見て、自分のおかれている安全な暮らしとのあまりの相違に非常に

て公衆衛生にも携わる貴重な機会も得

強い違和感を覚えました。そして世界中の子どもたちが笑顔で豊かに成長するために自分にで

ることができました。

きることを模索した結果、私は医師という道を選びました。

医学部を卒業した頃の私は、まだモラトリアムの中にいました。初期臨床研修を終えた頃、決して

小児科の大きな特徴は、相手が常に成長し続けている存在ということだと思います。疾患

楽ではなかった小児科研修でしたが、それでも子どもたちと接していると、毎日笑顔でいられる自分

を治療することは当然ですが、子どもたちのこころと体の健やかな成長のため、常に全身を観

に気づき、「子どもたちの役に立つことをライフワークにしよう」と心に決めました。その時は、海外

察しながら幅広い知識を動員し、時には優しく寄り添い、時には厳しく指導する。そのため小

で医師として働いている自分の姿を想像すら出来ませんでしたが、人生とは分からないものです。

児科では総合判断力を鍛えることができます。また、小児科では笑わない日は全くありません。

ブータンには小児科医が全国でたった 7 人しかいません。しかし、2014 年 7 月から国内最初の小

子どもたちを笑顔にしたいと思って小児科医になりましたが、気づけば自分が笑顔になってお

児科後期研修が開始され、これまでの臨床、研究や母子保健医療行政への助言に加え、今はブータ

り、笑いじわも増えるばかりです。そして、子どもたちの想像を超えた生命力に気づく時、

ン人小児科医の育成にも奔走する日々です。

自分が小児科医であることをとても幸せに感じます。
小児科の分野はとても幅広く、子どもたちの笑顔を守るために一人でも多くの仲間の協力が
必要です。みなさんと共に小児医療に携われる日を心よりお待ちしております。

ブータン王国の第 4 代国王が、一人の子どもの前に頭を垂れ、その声に耳を傾ける姿を捉えた一
枚の写真が、私たちに小児科医としてのあり方を教えてくれているような気がします。大変なこともも
ちろんたくさんありますが、無垢の存在である子どもたちの未来のために生きることをライフワーク
に選んで、本当に良かったと、ただただ感謝しながら過ごす毎日です。世界の子どもたちがみなさ
んの活躍を待っていることも、どうか忘れないでください。

国や文化、性別の違いに関係なく、すべての子どもの生命は尊重されなければなりません。
日本で得た小児科医としての知識と経験を、世界中で苦しむ子どもとその社会のために
提供している小児科医も少なくありません。
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日本小児科学会では、子育てする小児科医を応援しています。
学会ホームページでは、先輩ママドクターやイクメンドクターの経験談を
「子育てリレーコラム」で紹介しています。

「日本小児科学会ホームページ」
→
「各種活動」
→
「男女共同参画推進」

医師であり母である、その強さ
小児科志望の方には女性の比率が高く、将来の

中農昌子

出産、育児中の働き方について不安に思う方も多

総合病院／奈良県

いでしょう。しかし最近は女性が仕事を続けられ
るように、環境も変わってきました。この 5 年ほど
を振り返っても「出産するなら一旦退職」の雰囲

気から、産育休、時短勤務を取り入れる職場が増えているなど、ありがたい変化がみられます。
ただ、自分の休み、不在中は周りの負担が増えるので、感謝の気持ちを忘れず、できる仕事
を積極的にするなど努力は必要です。私は医師になり 18 年、小児科勤務医を続けています。
家族は夫（医師）と 3 人の子どもたちです。他の先輩方と同様に悩んできましたが、それら
も悪いことばかりではありません。例えば、当直や子どもの急病で祖父母を頼ることも多かっ
たですが、毎日の生活に必死な親に比べ、無条件に甘えられる祖父母の存在は子どもの精神
的ゆとりとなりました。他にも色々ありますが、今こう思えるのも、家族の理解と我慢と健康
のおかげで、家族への感謝も必須です。そして、子育てしたからこそ経験できる感情、高熱
の我が子を抱くときの不安、集団生活にうまく入れるかの心配など、これらから生まれる共感
やアドバイスは、多くのお母さんたちを安心させることができます。小児科医は自分の子育て
経験をとても活かせる仕事です。
自分なりに仕事を続けられる方法は探せ
ると思います。子どものことが好きな方は
小児科医という素晴らしい仕事を選んでみ
てください。

医師であり父であること、その強み
私は小児科専門医になりたての 7 年目医師です。後期研

三上真充

修医 3 年目の夏に第一子を授かりました。父親になることは

総合病院／大阪府

将来の夢の一つだったので、今まさに夢が実現中です。妻
は大学の同級生で、現在は他院の産婦人科医。当直免除な
ど同僚の先生の協力を得て、妊娠 35 週まで仕事をこなし、

出産 4 か月後には仕事に復帰するも、息子との時間が限られてしまうこと、同僚の先生への負担に対す
る気兼ね、仕事への焦燥感とで、仕事を辞めることも考えました。私もバリバリ働く時期であり、小児
科としての夢もありますが、しかしそれは医師となった妻も同じであり、『子育てをしないといけないか
ら・・・』ということで医師の道を諦めるのはもったいない！と思い、夫として、同職者として最大限サポー
トしたいという気持ちから、「たいしたことはできないけど、できることはやろう」をモットーに子育てに
参加し、保育園への送り迎えや食事・入浴などを積極的に担当し、結果として妻への負担の軽減への
貢献、子育てに参加できている喜び、小児科医としての経験値アップができている、といったことを
実感しています。
みなさんが私と同じ状況・環境ではないです
が、ただ「できることはやろう！」と思い、何か
をするだけでも母親の負担を少し肩代わりできま
す。妻もそうですが、目標をもって医師になられ
た女性が、その目標も、そして子育ても諦めずに
できるような環境づくりができていくことを強く望
みますし、「何かひとつでもやってみよう！」とい
う父親が一人でも増えてくれれば幸いです。
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子どもの診療のコツ 教えます

子どもを取り巻く他職種と
良好な関係を

あなたが子どもだった頃のことを思い出してみてください。あなたが親になった時のことを想像してみてください。
「素敵な医師に会えてよかった！」
子どもからも親からも信頼される小児科医になるための、8 つの「診療のコツ」を教えます！

「子どもの未来を守る」という
オーケストラの一員を目指しましょう
医師間はもちろん、看護師、助産師、薬剤師、
技師、事務職などすべての医療スタッフとの
良好な関係は、かけがえのない宝になります
また、病院外で子どもに関する教育や福祉、行政に
従事する人たちも、子どもの健やかな成長と
未来を守るためには大事な仲間です

子どもと触れ合おう
赤ちゃんを抱っこしてみましょう
おむつを取り替えてみましょう
保育園・幼稚園に行ってみましょう
一日の子どもの生活が見えてきます

家族に子どものケアの指導を
家族にも子どものケアの指導を適切に行い
多くの人たちと一緒に取り組みましょう

子どもの目線で
説明は分かりやすく

家族も重要なサポーターです

椅子の高さを調節して
子どもと同じ目の高さで
話ができるようにしましょう
また、親の気持ちを考えて
子どもに対応しましょう

的確な与薬・処置の実践を
子どもの生活環境を把握しよう
診療時の様子だけではなく
自宅や幼稚園・学校などでの様子を把握できるように
丁寧に聞き取りましょう
感染症の診断の助けになるだけでなく
アレルギーや発達障害、虐待などの
問題を見つけるきっかけになるかもしれません

あたたかな
問診・診察・説明を
最初の問診で家族の希望や期待を理解し
くみ取りましょう
あたたかな診療で
子どもの心をつかみましょう

身だしなみには特に注意

処方した薬を内服してくれるかどうかは
あなたの心がどれだけ子どもと家族に
通じたかにより決まります

子どもも家族も
注意深くみなさんを観察しています
落ち着いた、清潔感のある
身だしなみが大切です
汚れた白衣は厳禁です
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小児科専門医として

小児科専門医試験

３年間

２年 間

小児科専門医研修

初期臨床研修

医師免許取得

2年間の初期臨床研修修了後、小児科領域の研修施設で3年以上の
専門医研修を修了し、小児科専門医試験に合格すると、小児科専門医と
して認定されます。
研修の制度が変わることがありますので、日本小児科学会や日本専門
医機構のホームページなどで最新の情報をチェックしてください。

海外留学や出産・子育てをしながら取得を目指す方もおられます。
平成26年時点での全医師数における女性医師数の割合は20.4%ですが、
小児科医では34.2％を占め、20歳代の小児科医における女性小児科医の割合は
43.5％注となります。
注：複数の診療科に従事している場合は主として従事する診療科
参考：平成26年（2014年）医師・歯科医師・薬剤師調査

医療・医学は日進月歩の世界であり、

日本小児科学会は、すべての小児科医の活躍を応援すべく、
各種研修会を主催／共催しております

今後も常に進化を続けていきます。

例） 「小児科専門医・専門医取得のためのインテンシブコース」
「乳幼児健診を中心とする小児科医のための研修会」

社会もまた、

「思春期医学臨床講習会」

広い基礎知識とともに

「小児在宅医療実技講習会」など

深い専門知識を有した医師の診療を求める時代になっています。
私たちは、
多種多様な疾患の経験を深め、
様々な病気の原因・病態・治療について学ぶことはもちろんのこと、
子どもの健康保持のため発達や発育の評価方法、
予防接種の理解と実践、
傷害予防の基本や傷害発生時の対応などを学ぶことも大切に考えています。

日本新生児成育医学会

日本小児循環器学会

日本小児神経学会

日本小児科学会では、

日本小児血液・がん学会

日本小児アレルギー学会

日本先天代謝異常学会

23 分科会を擁しています。

日本小児腎臓病学会

日本小児内分泌学会

日本小児感染症学会

日本小児呼吸器学会

日本小児栄養消化器肝臓学会

日本小児心身医学会

日本小児臨床薬理学会

日本小児遺伝学会

日本小児精神神経学会

日本外来小児科学会

日本小児東洋医学会

日本小児運動スポーツ研究会

日本小児救急医学会

日本小児リウマチ学会

国際小児保健研究会

日本小児体液研究会

日本マススクリーニング学会

「子どもの総合医」としての
能力の充実とともに、
Subspecialty をより高める
ために、分科会への積極的
参加を推奨しています。
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小児科医は大変？

多様な出会いが原動力

安藤明子

森宗孝夫

大学病院／北海道

大学病院／滋賀県

小児科は「大変」という印象を持っていませ
んか。薬の量はどうすればよいのだろう、泣い
て症状がわからない、急変したらどうしよう、私
は初期研修中にいつもそう思いながら、救急外来に来る子どもにびくびくしていまし
た。あるとき、痙攣する子どものそのむちむちした手にすばやく点滴を入れ、あっと
いう間に痙攣をとめた小児科の先生の姿に、かっこいいなぁ！と感動したのを今でも
よく覚えています。そして小児科研修で勉強していくうちに、年齢・体格・疾患に
合わせて全身管理をすることに魅力を感じました。小児科医としてのはじめの 2 年
半は道東の中核病院で働きましたが common disease をはじめ、精査、集中治療
を必要とする患者さんたちがたくさん入院してきます。忙しい時期もありましたが、
その分、確実に自分の経験となり、そして何より元気になった子どもたちの無邪気
な笑顔はいつも疲れを吹き飛ばしてくれました。
ぜひ、みなさんもたくさんの笑顔を見にきませんか。

幅広い領域ゆえに

石田悠志
総合病院／東京都

私は大学病院からの後期研修開始でした。大学病院
は重症な疾患が多く、すぐ元気になって帰っていくような
患者だけではなく、障がいを持って生きている子や治療
が奏功せず亡くなっていく子を多く診させていただきまし
た。治療管理の難しさや未来を断たれた子どもたちへの
悲しみを肌で感じ、思い悩み、落ち込むことも多くありました。ですが重症であっても障がい
を持っていても明るく前向きな姿勢を持ち続ける子どもや家族の姿を見ながら、「一人でも多
く救える命を救い、一人でも多く元気な姿に戻していきたい。」「たとえ障がいを持ったとして
もそのつらさを乗り越えて人生を豊かなものにしてあげたい。」そう強い思いを抱かせていただ
きました。多くの子どもたちと家族との出会いから生まれたこの気持ちが今の私の原動力となっ
ています。
一緒に子どもたちの未来を豊かにしてきませんか？
同じ志をもって小児科としての一歩を踏み出しましょう！！

多くの笑顔とありがとう

村上珠菜
総合病院／福岡県

私は元々小児科志望でしたが、初期研
修は広い分野での研修を望んで現在の総

私が小児科医を志したのは初期研修医

合病院を選択しました。この期間は小児科

2 年目の 時 でした。子ど もに 関しての

以外の研修が中心であり、どの分野も非

generalist であり、かつ専門性も高い上

常に楽しくやり甲斐に満ちたものでした。2 年の初期研修を終え、全ての分

級医の先生方の姿、そして元気になって

野を横断的に診療できる小児科を選択しました。

いく子どもたちの姿を見て、小児科医になろうと決めました。もともと幼少

小児科は非常に幅広い範囲を網羅する診療科であり、ここに大きな魅力

期に自分が喘息などで診てもらっていた小児科の先生への憧れもあったか

があると感じています。臓器ごとの疾患はもちろん、心理面や家庭環境など、

もしれません。小児科医になるからには子どものことは何でも診たい！とい

子どもたちを元気にするために個々の医療人が気づくべき問題点は多岐に渡

う思いで現在の研修先を決めました。内科的疾患だけでなく外傷や外科

ります。複数の分野に興味があり迷っている医師には最適な分野ではない

的疾患も主治医として診ることができ、非常に勉強になります。医局所属

でしょうか。

に関わらず、全国の小児救急に興味のある小児科医や救急医が集まって

「全人的医療」「総合診療」など医学界のキーワードとして近年盛んに叫
ばれていますが、いずれも小児医療では当然のように実践されているものば
かりです。

おり、日々切磋琢磨しています。
日々の診療は疑問だらけで勉強すべきことが山積みですが、子どもや
ご家族の笑顔やありがとう！の一言に癒される毎日です。

大変なことも多いですが、未来ある子どもたちの笑顔に日々元気付けて
貰えるのは小児科の特権です。生涯の仕事として最高の選択であると感じ
ています。
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いかがでしたか？
子どもたちの無限の未来を守るために
子どもたちと家族の笑顔を守るために
さあ、一緒に活動しましょう

小児科へ、ようこそ！

私たちは、子どもの総合医です

公益社団法人

日本小児科学会

〒112-0004

東京都文京区後楽1丁目1番5号

Tel：03-3818-0091

水道橋外堀通ビル4階

Fax：03-3816-6036

http://www.jpeds.or.jp
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