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與田仁志先生ご略歴
1983 年 3 月

日本医科大学

1983 年 4 月

日本赤十字社医療センター小児科研修医

医学部卒業

1987 年 7 月

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科研修医

1988 年 7 月

日本赤十字社医療センター新生児科

1998 年 4 月

日本赤十字社医療センター

2002 年 4 月

東京女子医科大学第一病理学講座研究生（平成 21 年 3 月まで）

2009 年 10 月

日本赤十字社医療センター

2010 年 4 月

東邦大学医学部新生児学講座主任教授

2014 年 4 月

東邦大学医療センター

医師

新生児科副部長
新生児科部長

総合周産期母子医療センター長

現在に至る
専門医など
1983 年 6 月

第 75 回医師国家試験合格（医籍登録番号

1991 年 7 月

日本小児科学会認定医（第 9141 号）

2003 年 12 月

日本小児科学会専門医（第 9141 号）

2008 年 4 月

日本小児循環器学会

2008 年 9 月

日本周産期新生児学会

第 278356 号）

小児循環器暫定指導医（第 08214 号）
新生児蘇生法「専門」コースインスト

ラクター（第 I-08-00503 号）
2008 年 12 月

日本周産期新生児学会

周産期（新生児）専門医（第 0113 号）

2008 年 12 月

日本周産期新生児学会

周産期（新生児）指導医（第 0113 号）

2009 年 2 月

博士（医学）
（東京女子医科大学

2010 年 3 月

厚生労働省医政局長認定

乙第 2551 号）

臨床研修指導医（第 1203-008 号）
東邦医学会雑誌・2022 年 3 月
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2010 年 4 月

身体障害者指定医（呼吸機能・心機能）

2010 年 4 月

小児慢性特定疾患指定医（1301101707）

2013 年 4 月

日本小児循環器学会

2014 年 4 月

難病指定医（13S1409669）

2018 年 11 月

日本胎児心臓病学会認定

2020 年 2 月

厚生労働省認定

日本小児科学会

代議員（関東地区）小児慢性疾病委員

小児循環器専門医（000365）
胎児心エコー認定医（第 02-085 号）

災害時小児周産期リエゾン
学会の役職

日本周産期・新生児医学会
日本新生児学成育医学会

監事・評議員

日本小児放射線学会

理事歴任

日本小児循環器学会

評議員

日本超音波医学会

移行支援委員

評議員
代議員

代議員歴任

日本周産期学会シンポジウム

運営委員歴任

日本胎児心臓病研究会

学術委員・胎児心エコー認証医・ガイドライン改訂委員

日本胎児治療学会

幹事

幹事

日本周産期循環管理研究会
胎児 MRI 研究会

幹事

幹事

東京小児 HOT（在宅酸素療法）研究会

世話人
社会活動

日本医療機能評価機構

産科医療保障制度原因分析委員会委員

東京都周産期医療協議会

産科・新生児科連絡会会長

東京都周産期医療協議会委員
東京都周産期医療協議会

産科連絡会・新生児科連絡会委員

東京都周産期搬送体制検証部会委員
東京都新生児医療協議会

会長

東京都小児医療協議会委員
大田区医療的ケア児・者支援関係機関会議委員長
大田区周産期医療検討委員会
日本赤十字社助産師学校

委員

非常勤講師

東京都助産師会館母子保健研修センター助産師学校非常勤講師
東京消防庁消防学校

非常勤講師

東邦大学看護学部大学院非常勤講師
受賞など
Young Investigator Award
消防行政協力章
平成 27 年度

第 39 回日本未熟児新生児学会，平成 8 年 10 月

第 68 回東京消防庁開庁記念

東邦大学医療センター大森病院

病院長賞

日本小児科学会 2017 年度優秀査読者賞

平成 30 年 8 月

日本小児科学会 2018 年度優秀査読者賞

令和元年 8 月

東邦大学ベストティーチャー賞

69 巻 1 号
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平成 28 年 6 月
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東邦大学における周産期人材育成の取り組み
與田

仁志

新生児学講座主任教授

私は平成 22 年に新生児学講座第 3 代教授として，日本赤
十字社医療センターという市中病院から大学に迎えていた

めるポイントとなり，基金終了後も継続可能な事業として
位置づけることができました．

だくという栄誉に与りました．その時のご恩は終始忘れる

この事業の中で私達は「新生児科医の視点からみて出生

ことなく 12 年間にわたり，東邦大学の周産期センターのみ

前から介入できる人材を育てる」というユニークなタイト

ならず，関連各科が活気づくことを目標に診療・研究・教

ルをつけ，いくつかのプログラムを盛り込みました．①次

育に邁進してきました．

世代を担う若手医師だけでなく，看護師・助産師・臨床心

新生児学は小児科の一分野ではありますが，産科との連

理士を含む多領域の人材を育成する．②女性医師の勤務継

携なくしては成り立たない診療科であります．現在，多く

続支援・復帰支援等の充実．③医師の過重労働の軽減．④

の医療機関は周産期センターとして小児科と独立した機能

地域医療への貢献など，非常に多岐にわたるものでありま

を持つようになりましたが，東邦大学は歴史が古く，周産

した．その結果，①複数の医療機関の研修生を受け入れ，

期センターが昭和 56 年に開設され，全国でいち早く平成 9

自施設にとどまらない人材育成に寄与でき，多領域の人材

年に総合周産期母子医療センターの認可を受けました．現

育成では臨床心理士の病棟配置で，家族に寄り添う態勢が

在，総合周産期母子医療センターは東京都に 14 施設となり

整いました．②病児保育ベビーシッター利用の他，育児休

ましたが，東邦大学医療センター大森病院は都南部地区を

暇からの復帰や結婚や介護などでキャリアを途切れさせな

中心に関東一円の周産期医療に貢献しています（図 1）．大

い准修練医制度の利用など，多様な就労体制も可能となり

学組織としては昭和 60 年の新生児学教室から始まり，平成

ました．③勤務環境の改善は人材育成の質と量に連動する

3 年に新生児学が講座として独立しましたが，医学部とし

もので，集約化した周産期医療を目指さない限り達成でき

て新生児学講座があるのは全国的に見ても珍しく，貴重な

ないと思われますが，スタッフ数の増加とともに現実的な

テストケースとして全国の教育機関の注目を集めています．

ものとなりつつあります．④地域医療への貢献では，5 年

周産期医療や産科救急を新聞やメディアが盛んに取り上

間で 20 回以上の新生児蘇生法講習会（NCPR）や公開講座

げるようになった社会的背景の中，医療従事者の不足が問

を開催しました．講習会やセミナーは，HP からアクセス

題視され，関係省庁も対応策を打ち出しました（表 1）．特

できる「e learning」としたほか，「テレビ会議システム」

に，文部科学省は平成 20 年に大学の周産期体制整備調査を

により地域を越えて対象者を広げました（表 2）．

もとに整備計画の策定を実施し，平成 21 年には大学病院の

大学の責務である医学教育にも周産期医療をテーマとし

周産期医療体制整備計画として，補助金事業「周産期医療

た選択授業を展開する幸運にも恵まれました．医学教養
「赤

に関わる専門的スタッフの養成」なるプランを打ち出しま

ちゃんを巡るこころとからだ」と題して，医学部 1 年～3

した．そんな中で東邦大学は平成 22 年に「文部科学省補助

年生を対象に，医学的知識をまだ有していない医学部生に，

金 研究課題：出生前介入可能な周産期医療人材養成プラ

臨床科目を学ぶ前のモチベーション維持を目標にしまし

ン―地域連携・女性医師支援を視野にいれて―
（研究代表

た．学生とっては臨床医学の一端に触れる数少ない機会で

者：與田仁志）
」が採択されました．これを受けて東邦大学

あり，early exposure の一環として学年の 20～50％前後が

は「周産期人材育成推進室」を学内に設立し，以降，大学

参加しました．授業では新生児科医だけでなく，産婦人科

の周産期育成事業を推進する原動力となりました．5 年間

医，小児科医，臨床心理士，心療内科医など多彩な講師陣

にわたり，企画・広報，渉外，研修事業などを臨床現場と

がオムニバス形式で行う横断的授業で，非常に実験的なも

は別に展開し，臨床スタッフの負担を増大させることなく

のでしたが，学生の反響は大きく，周産期に対する関心は

人材育成に邁進できた意義は計り知れません．この事業を

決して低いものではないことが窺われました（図 2）
．

学長直下の部署として組織したことも運営をスムーズに進

診療面でも東邦大学では産婦人科と共通の診療対象であ
東邦医学会雑誌・2022 年 3 月
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る胎児に焦点を当てた診療をするという特色を持たせまし

ドです．また，いずれ診療報酬体制で導入されるであろう

た．
「新生児科医の視点からみて出生前から介入できる人材

「高度 NICU 加算」が取れる医療機関としても生き残りを

を育てる」というタイトルの周産期人材育成事業では具体

かけて，東邦大学の周産期センターを死守する必要があり

的に「胎児超音波外来」を新設し，近隣の産科クリニック，

ます．

病院産婦人科，周産期センターから紹介された妊婦を対象

「周産期人材育成推進室」ではこのほかに就労環境の整備

に，より詳しい胎児超音波検査を請け負ってきました．平

にも力を置き，本人だけでなく家族も満足のいく就労環境

成 22 年から開始し，件数も年間 200 件を超え，全国的にも

を目標に母性原理に基づいた過重労働の軽減に努めまし

5 本の指に入る実績となりました（図 3）
．胎児治療や出生

た．具体的には NICU に勤務する医師の労働時間の調査を

後の外科的治療を必要とするような胎児が多くを占めるた

実施し，調査結果は，病院管理部門や大学法人本部へ報告

め，小児外科，心臓外科，脳外科など外科系診療科の協力

しました．また，臨床心理士による個別インタビューを行

があってこそ成り立つものでしたが，それらの科の活性化

い，インタビュー結果を人材育成プログラムに反映させ，

にも寄与できたと自負しています．胎児診断後は悩める妊

希望に応じ個別に労務管理責任者や心理士がキャリアカウ

婦やご家族に対して，分娩場所の選択から始まり，出産の

ンセリングを行うなどのバックアップを行いました．就労

プランや出生後の児の治療計画などについて分かりやすく

環境整備は結果的にはスタッフの増加が得られないと緩和

説明します．さらに，この外来にはカウンセリングを兼ね

できない性質のもので，集約化した周産期医療を目指さな

て臨床心理士が検査段階から立会い，家族の希望に沿った

い限り達成できないと思われました．

時期に相談に乗る体制を整えています．このような産婦人

以上を総括すると周産期医療を「人が集まる」場所にす

科と新生児科が密接にかかわる「胎児超音波外来」は周産

るために，①学生教育の段階からその魅力を伝える努力が

期に興味を持つ新しいタイプの小児科医や産婦人科医が学

必要です．②新生児科のような少人数集団の診療科の生き

内に留まらず外部からも多く集まる研修の場となってお

残る道は，他科との連携が取れた診療内容に加え，施設の

り，彼らがこれからの周産期医療を担う重要な人材に育っ

特色を打ち出すことが重要です．③女性医師支援を含めた

ていくことは間違いありません．
「新生児の急性期疾患だけ

労働環境の整備は不可欠です．④限られた人材の有効活用

でなく，胎児期から母体を通じて診療でき，退院後も学童

と医療機関の役割分担のためにはやはり集約化・重点化は

期までフォローアップできる新生児科医を養成する」とい

避けて通れません．⑤周産期医療の活性化には医療従事者

う特色を内外に発信し，現在は就任当時のメンバーの約 3

だけでなく，企画広報などを専門的に担う部門など組織力

倍の医局員が集合し，持続可能な診療体制を構築すること

がものを言うと思います．本教室はこれからも現代や未来

ができつつあります．若い女性医師のロールモデルとなる

に通用する新しいタイプの周産期科医の育成を目指し続け

ような女性医師スタッフの活躍はきっと心の支えになって

ます．

いるはずです．また，近い将来導入される働き方改革では，
周産期分野は診療そのものが成立しない医療機関が続出し
ます．その際に生き残るためには人材育成こそがキーワー
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医学部1～3年生対象

医学教養「赤ちゃんを巡るこころとからだ」 2013-2017
「新 赤ちゃんを巡るこころとからだ」 2019授業タイトル
イントロダクション

担当者

周産期とは？ 與田仁志

生命誕生の不思議としくみ

與田仁志,早田英二郎

胎児診断と治療

與田仁志,中田雅彦

與田仁志,竹下直樹,若
周産期における遺伝カウンセリング 井未央

図1

東京都周産期センター

與田仁志,緒方公平

心理的側面から見た周産期

與田仁志,中野博子

新生児の蘇生

與田仁志,日根幸太郎,

乳幼児虐待の実際

荒井博子

新生児科医から見た胎児診断

與田仁志,日根幸太郎

合併症妊婦から出生の新生児

與田仁志,増本健一

図 2 医学生教育プログラム

地域：14 施設

出生前介入可能な周産期医療人材養成プラン

文科省

厚労省

平成20年

平成21年
周産期医療の担当部署変更

児童家庭局⇒医政局
母体搬送コーディネーター
産科医への分娩取扱い手当
平成24年
MFICU, NICU運営支援
産科医・新生児科医手当支援
在宅移行の地域療育施設支援
レスパイト入院支援

表1

総合：14 施設

離島での小児科診療

新生児科医による胎児超音波外来

大学の周産期体制整備調査
整備計画の策定（12月）
平成21年
国立大学病院の
周産期医療体制整備計画
国公私立大学病院における
NICU等に関する人材育成
（平成21・22年採択／5年間）

胎児超音波外来の実績（平成22～令和3年）

臨床心理士同席

350
300
250
200
150
100
50

平成26年
課題解決型高度医療人材養成
プログラム(小児周産期領域)

周産期医療の課題（関係省庁の対応）

0

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3

図 3 専門スタッフ養成プログラム

取組大学：東邦大学
取組名称：出生前介入可能な周産期医療人材養成プラン
取組概要 平成22～26年度
①研修医教育プログラム
②周産期専門スタッフ養成プログラム
③女性医師支援・復帰支援プログラム
④地域連携プログラム
⑤労務管理プログラム
⑥看護師・助産師・臨床心理士プログラム
⑦周産期医療側方支援プログラム
専門家育成
研修医教育プログラム
専門スタッフ養成プログラム
看護師助産師・心理士プログラム

次世代育成

地域連携

女性医師支援
復帰支援プログラム

地域連携プログラム

医学部選択授業開講

周産期側方支援プログラム

表 2 文科省「周産期医療に関わる専門的スタッフの養成」
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