
新生児科

（スタッフ）
部長（第一新生児科）…：飯田　浩一
部長（第二新生児科）…：赤石　睦美
副部長… ：米本　大貴
… ：慶田　裕美
嘱託医師… ：吉岡　純（2019.…10 月から）
小児科専攻医… ：古賀　大貴（2019. ４月から）
… ：足立　俊一（2019.…10 月から）
… ：籐　紘彰（2019. ４月から）
… ：川上　勲
非常勤… ：高橋　瑞穂
の10名体制です。飯田から慶田までは周産期（新生児）
専門医を取得しています。

（診療実績）
　表１に出生体重別入院数を昨年と対比させて記載
します。総合周産期母子医療センター新生児病棟に
入院した全ての児（新生児科、小児外科、他科を含む）
で、再入院した児は除いています。
　2018 年よりは入院数は減少していますが、1,000g
未満の超低出生体重児は 2018 年の 11 人から 17 人と
増加しています。500g 未満で出生した児は 2019 年も
全例生存退院しました。2019 年は当院では初めて 22
週台で出生した児を救命することができました。
　図に過去 10 年の経年変化を示します。大分県全体
の出生数は年々減っている中で入院数は 350 人前後で
推移しています。出生数の減少に伴い 1,500g 未満の
極低出生体重児の入院数が徐々に減少傾向にありま
す。一方、人工呼吸器装着患者数は変わらず毎年 100
人前後で入院する患者の重症度は変わりません。死
亡数は徐々に減少傾向にあり、　出生前から出生後を
通しての管理がよくなってきているものと考えられ、
周産期センターとしても役割を果たせつつあると感
じています。
　新生児専用ドクターカー（カンガルー号）は 91 件
出動しました。入院件数は減っていますが、2019 年
は 1,000g 未満の超低出生体重児が３件出生後搬送入
院、また、当院が満床のためカンガルー号で迎えに
行って他院へ搬送した三角搬送事例が 10 件と増加し
ています。重症新生児の出生後の搬送は児への負担
が非常に大きく、極力避けるべき方法です。地域と
の連携を再度検討する必要がありそうです。
　出動した医療圏別の件数では西部と南部医療圏が
合計 12 件あります。往復２時間以上かかりますので、
より早く搬送するためにはヘリコプター搬送も検討

する必要がありそうです。県外搬送の 17 件は主に先
天性心疾患の手術目的の転院とその術後の搬送入院
です。大分県では新生児の先天性心疾患の手術はで
きませんで、このような遠方への搬送が例年続いて
います。

（研修 ･ 教育）
　新生児蘇生法講習会は 2019 年に一次コース３回、
専門コース２回、スキルアップコース６回の計 11 回
開催しました。医師、助産師、看護師、救命士、学
生を対象に 148…人の方が受講しました。インストラ
クターの資格を持った看護師にも手伝ってもらいな
がら講習会を継続しています。2015 年版から認定期
間が３年間と短くなったので、認定更新のためのス
キルアップ講習会を多く開催しています。

（今後の方向性）
　全国的な出生数の減少と同様に大分県でも出生数
が年 9,000 人を下回ってきました。当院の入院数もひ
と昔前よりは減少していますが、人工呼吸器を装着す
る児の数には大きな変動はなく、児の重症度は変わ
らないといえます。大分県の 2020 年の大きな課題は
アルメイダ病院の周産期センターが閉鎖される分を
他の４施設でどうカバーしていくかということです。
アルメイダ病院の NICU ６床分は当院の NICU を３
床増床することで出生減も考慮するとなんとかなり
そうですが大分県全体ではベッド数が減少していま
す。2019 年も一時的には県内の新生児入院数が定床
を超える時期があり、それがより顕著となることを
危惧しています。今までは大分県内で出生した新生
児を病床が足りないということで他県に搬送したこ
とはありませんが、今後はそのような事態が出てく
る可能性があります。なるべくそうならないように
各施設との連携をよりとっていく必要がありますが、
もし県外搬送が必要となった場合も速やかに安全に
搬送できるようにしていきたいと思います。
　周産期医療全般の課題として、NICU 退院後の医療
的ケア児へのサポート、特定妊婦などの社会的ハイ
リスク家庭へのサポート、災害時の妊産婦・新生児・
小児へのサポートがあります。
　医療的ケア児に対しては、在宅医や訪問看護との
連携がより重要になっていきます。家庭で成長して
いく中で地域や学校との関わりが増えていきますの
で、行政・教育機関なども連携の輪に入っていきま
す。大分県は上記のような多職種の連携がうまくいっ
ている自治体ですので、今後もこの連携の輪を広げ
ていきたいと思います。
　社会的ハイリスク家庭へのサポートは妊娠期から
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しっかりと関わり、出産後退院した後も密なフォロー
が必要となります。周産期センター内だけでは完結
しませんので、退院後の福祉・行政との連携が重要
視されます。特に要保護児童対策地域協議会との連
携をしっかりとっていく必要があります。
　また、大規模災害に備えての準備も必要となりま
す。新しくできた小児周産期リエゾンが DMAT…との
連携を構築していく必要があり、今後訓練を通して
より緊密な関係を作っていきたいと思います。
　当院は小児科専門医養成のための基幹施設となっ
ています。令和２年度は８名の小児科専攻医を受け
入れます。これからは若い先生たちにとって魅力あ
る周産期医療を提供できるように教育面を充実させ
ていきたいと思います。
　今後ともご指導のほどをお願い申し上げます。

【新生児科診察担当医】
　月曜から金曜まで毎日行っています。

月 火 水 木 金
赤石 飯田 慶田 赤石 飯田
交代 慶田 高橋 米本 米本

　先天異常、発育発達の問題、育児不安など新生児 ･
乳児期の発育発達全般に関して診療しています。必
要があれば小児科、小児外科など他科との共同診療、
または行政、福祉、学校などとの連携も行っています。

（文責：飯田浩一）

表１　2019 年の入院と転帰
2０１8 年 2019 年

出動 （ 件 ） 出動（件）
搬送入院 72 55
三角搬送 4 10
県病から転院 １６ 12
県病に転院 8 8
立会いのみ ３ 6
合計 １０３ 91

表２　カンガルー号出動件数
医療圏 2０１8 年 2019 年
中部 ６１ 55
北部 ５ 3
東部 ０ 1
南部 4 2
豊肥 4 3
西部 １2 10
県外 １7 17

 （単位：人）
図　過去 10 年間の各指標の変遷

378 364 378
357

322
357

399 384 381

347

111 114
93 77 82 92 94

104 98 103

500

400

300

200

100

0

（人）

（年）

入院数 人口呼吸器装着数 極低出生体重児 死亡数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

39 43 50 42 35 46 31 3456 57

9 15 8 4 7 6 7 3 3 4
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