
■新生児科 

 

1．2019 年度目標（診療管理部門推進計画に沿う） 

①NICU 新生児室診療マニュアルの改訂追補、電子化 ②小児科研修手帳の活用 ③電子カルテへの部門シ

ステム組み込み ④タスクシフティング可能な業務の選別 ⑤シミュレーション教育の充実 ⑥NICU 入院

台帳の電子化  

 

2．2018 年度評価 

分娩数は減少しているが NICU 総入院数は著変ない傾向は今年度も同様であった。超・極低出生体重児の内

訳は preterm PROM や FGR を伴い NICU 管理に難渋する症例が主体となっており、スタッフのスキル向上と

高度な医療機器整備を必要としていることも同様である。 

新生児外科は依然として症例数が伸び悩んでおり周産期としても地域への認知を進める努力が必要である。

動脈管結紮術は一時期出張手術の体制形成をすすめられたが、今年度は心臓外科医の都合がつかず他院へ搬

送手術となる例が続いた。次年度の経過でこのモデルを継続するか検討が必要と思われる。血液浄化療法の

体制作りも引き続き検討中である。 

KFCT 以外に安房地域医療センターでのパリビズマブ投与体制がなされ館山地域の患者さまの投与脱落を防

ぎ利便性に寄与するため当院から紹介を開始している。また里帰り分娩と母体搬送に対する幕張や京橋での

フォローアップも検討したが、こちらは御家族の聞き取りでは高次機能施設でのフォローを望まれる方が多

く、断念した。 

当院は周産期センターと精神疾患入院施設を備える千葉県で数少ない施設のひとつであり、精神疾患合併母

体からの新生児のフォローアップを昨年度より始め、外来患者数は増加している。今後も精神疾患合併妊娠

の紹介受け入れ拡張に対応していきたい。 

厚労科研「周産期医療の質と安全の向上のための研究（INTACT）」の多施設ベンチマーク解析で当院が弱い

とされた極低出生体重児のアプガースコア上昇率改善のためワークショップ結果で昨年度未達であった早産

児シミュレーションが開始でき、結果解析中である。 

NCPR（新生児蘇生法講習会）は Bコース開催により全スタッフ受講を維持している。スキル維持目的の Sコ

ースも順調に進んでいる。教育スタッフ育成目的での Aコース開催も行った。上級看護師インストラクター

養成も進めており、看護師対象の Bコースに関しては看護師主体での開催へ移行しより安全な医療をめざ

す。また 2015 年版推奨の心電図モニター配置がようやく実現した。MRI 鎮静中のモニタリング体制が整っ

た。さらに次年度は無鎮静での検査器具導入を検討していく。 

新生児集中治療認定看護師が産休後も今年度も復帰していない。現在は上級スタッフ中心に勉強会や災害訓

練を行っている。今後はスタッフのスキルアップと JCI や ISO の要求に備えた新生児集中治療認定看護師に

加え特定行為研修看護師の育成も進める必要がある。また海外施設を参考に栄養管理の栄養士参画も進めた

い。CIS+導入後の病棟薬剤師業務の見直しも検討する。 

新生児科フォローアップ外来の待ち時間は枠調整で短縮した。CIS+導入後の経過で再調整を行う予定であ

る。フォローアップ内容の標準化による質向上と効率化は次年度課題として残った。極低出生体重児に対し

て学童期の呼吸機能測定は継続し COPD リスクの拾い上げと予防を試みている。 



脳波のワークステーション化は実現段階に入ったが、バイタルの自動取得、体重変化に応じた薬剤の自動計

算、台帳の電子化など業務改善のための部門システム導入が今年度も実現していない。次年度こそ進めた

い。 

新生児科の Facebook を新設し亀田総合病院の認知度を高める試みを開始し 1年間経過したが、現状では職

員や患者さまのコメントが多く、次年度は外部へのアクセス拡大の努力を要する。 

 

3．新生児科の業務紹介 

1）診療領域 

   ①NICU（新生児集中治療室）および GCU（回復期治療室）②出産後母児同室管理をしている新生児 

   ③NICU 退院後のフォローアップ外来 ④産科ハイリスク外来および MFICU の prenatal visit 

対応可能な特殊治療：①NO 吸入療法 ②低体温療法 ③網膜光凝固術、小児外科手術 

対応不可能な特殊治療：①ECMO（人工肺） ②CHDF（血液浄化療法） ③上記以外の外科手術 

その他の特徴：①医療圏は房総半島の南半分。ヘリコプター搬送により圏外から受ける場合もある。 

  ②遠距離居住の患者様御家族には、Internet 経由で Web camera による面会を行っている。 

2）施設概要 

（1）新生児特定集中治療室管理料施設基準（厚労省告示第 73 号）NICU（9 床）GCU（18 床） 

（2）総合周産期母子医療センター（千葉県） 

（3）日本周産期新生児医学会専門医制度 基幹研修施設（新生児専門医） 

（4）新生児蘇生法講習会事務局（亀田総合病院総合周産期母子医療センター） 

3)スタッフ 

佐藤弘之（部長、総合周産期母子医療センター副センター長）、水谷佳世（部長代理）、中島隼也（医

員）、 

富田彩香（医員） 

非常勤スタッフ：加藤英二、野澤政代、三浦文宏、宮沢篤生、山口直人、水書教雄、廣瀬あかね、 

市河茂樹、森谷菜央、近藤敦 

4）当直体制 

当直・拘束 2人体制による独立当直（常勤医師 4名、既研修医師 9名、非常勤医師 10 名） 

5）教育 

 5)-1. 研修の特徴 

 総合病院の周産期センターであり、早産児や母体合併症妊娠出生児を産科と連携して診療できる。小

児外科疾患は院内、新生児心臓・脳外科疾患の研修は他施設と連携して行う。院内他科ラウンドは希望

により可。 

後期研修医の新生児科研修は小児科計 9ヶ月、産科 3ヶ月、家庭医２週間。初期研修は希望で選択可。 

 後期研修の目標は新生児の初期診療と GCU 診療ができること。小児科研修医は学会要項に準ずる。 

 周産期・新生児医学会専門医研修の目標は NICU 診療ができること。研修年数・項目は学会要項に準

ずる。 

5)-2. 2018 年度研修実績 

3 ヶ月研修：小児科（3人）、産婦人科（2人） 6 ヶ月研修：小児科（1人） 

2 週間研修：家庭医診療科（6人）  1 週間研修：初期研修医（6人） 

5)-3. 回診・カンファレンス・勉強会 



① NICU・GCU 回診（毎日 朝 AM8:05～8:30、夕 PM17:00～17:30）  

② 入院症例クリニカルカンファ（毎週 木曜 AM07:30～08:00） 

③ 退院前症例カンファ（毎週 月曜・木曜 AM11:30～12:00） 

④ 外国人医師回診 ：英語による症例呈示と討議の研修（毎週 木曜 AM11:00～11:30）  

⑤ 周産期カンファ ：産科･新生児科･小児外科による合同カンファ （毎週 金曜 AM7:30～8:00）  

⑥ 柳澤回診：総合的な症例検討（月 1回 金曜 PM16:00～17:30） 

⑦ NP カンファ：他職種、他科との社会的ハイリスク症例検討（1ヶ月に 1回） 

⑧ NICU リハカンファ：リハビリ科および療法士との情報交換、症例検討（２ヶ月に 1回） 

⑨ CLAP カンファ：唇顎口蓋裂診療に関わる多職種の勉強会（数ヶ月に 1回） 

5)-4. Consensus2015 に基づいた新生児蘇生の講義および実習（研修医対象、２時間、１ヶ月間隔） 

6）講習会 

日本周産期新生児医学会新生児蘇生法普及事業（NCPR）講習会事務局を置いている。 

2016 年度開催実績： Ａコース 1回、Bコース 1回 S コース２回 

 

4．実績 

（1）全入院数：241 名 新生児搬送受入数 21 名 

（2）内訳：①超低出生体重児（～999g）5 名, 極低出生体重児（1000～1499g）17 名 

②人工呼吸管理 （CPAP 除く）58 名 

③NO 吸入療法 1 名 ④低体温療法 1 名 

⑤新生児外科手術症例 3名（胆管炎 1、乳糜胸１、食道閉鎖１） 

⑥新生児死亡数 1名（超早産児） 

 

5．学術活動 

1）著書 

近藤敦（分担執筆） 胎児循環 新生児学テキスト メディカ出版（2018） 

2）総説・レビュー 

近藤敦：【産婦人科医が身につけたい新生児の診察法】 胸部 周産期医学 48 巻 8 号 Page945-

947(2018.08) 

中島隼也：【正常からの逸脱を見抜く 少し気になる新生児の所見】 見た目・形態 with NEO(2434-

4540)32 巻 1号 Page67-71(2019.02) 

3）原著論文 

Nakajima J, Tsutsumi N, Nara S, Ishii H, Suganami Y, Sunohara D, Kawashima H.：Correlations of 

Enzyme Levels at Birth in Stressed Neonates with Short-Term Outcomes. Fetal Pediatr Pathol. 

2018 Jun;37(3):157-165. 

Nakajima J, Oana S, Sakaguchi T, Nakashima M, Numabe H, Kawashima H, MatsumotoN, Miyake N.: 

Novel compound heterozygous DPH1 mutations in a patient with the unique clinical features of 

airway obstruction and external genital abnormalities. J Hum Genet. 2018 Apr;63(4):529-532. 

前田 朋子, 柏木 保代, 中島 隼也, 奈良 昇乃助, 石井 宏樹, 菅波 佑介, 春原 大介, 河島 尚志：本院

NICU における超低出生体重児監視培養の検討 小児科臨床(0021-518X)71 巻 7号 Page1217-

1222(2018.07) 



4）学会発表 

石井 宏樹, 笹本 武明, 奈良 昇乃助, 中島 隼也, 菅波 佑介, 春原 大介, 矢崎 義直, 河島 尚志：乳児期

発症のベラパミル感受性心室頻拍の 1例 第 121 回日本小児科学会学術集会（2018.04 福岡） 

菅波 佑介, 横山 麻里亜, 西端 みどり, 中島 隼也, 奈良 昇乃助, 石井 宏樹, 春原 大介, 河島 尚志：咽

頭喉頭軟化症および気管気管支軟化症における短期予後と臨床像の検討 第 121 回日本小児科学会学術集

会（2018.04 福岡） 

白勢 悠記, 佐藤 弘之, 近藤 敦, 水谷 佳世, 鈴木 真：哺乳不良をきっかけに中咽頭の有毛性ポリープの

診断に至った一例 第 54 回周産期・新生児医学会（2018.08 東京） 

吉田 大輔, 近藤 敦, 下風 朋章, 豊島 勝昭, 利光 充彦, 勝又 薫, 稲垣 佳典, 岸上 真, 斎藤 朋子, 柴

崎 淳, 星野 陸夫, 大山 牧子, 猪谷 泰史：早産・低出生体重児における腎臓と脳の局所組織酸素飽和度

の測定 第 54 回周産期・新生児医学会（2018.08 東京） 

近藤 敦, 富田 彩香, 中島 隼也, 水谷 佳世, 佐藤 弘之：近赤外分光法(NIRS)による鎮静前後の循環代謝

評価 第 63 回新生児成育医学会学術集会（2018.11 東京） 

中島 隼也, 水谷 佳世, 富田 彩香, 近藤 敦, 佐藤 弘之：プロカテロール内服により加療した洞不全症候

群の極低出生体重児の 1例 第 63 回新生児成育医学会学術集会（2018.11 東京） 

富田 彩香, 水谷 佳世, 中島 隼也, 近藤 敦, 佐藤 弘之：肝破裂による出血性ショックで低体温療法中止

となった 1例 第 63 回新生児成育医学会学術集会（2018.11 東京） 

吉田 大輔, 豊島 勝昭, 近藤 敦, 斎藤 朋子, 下風 朋章, 中原 小百合, 古川 央樹, 柳 貴英, 越田 繁

樹：近赤外線分光法による局所組織酸素飽和度モニタリングが症候性動脈管開存症の臓器虚血の評価に有

用と考えられた早産、低出生体重児の 2例 第 63 回新生児成育医学会学術集会（2018.11 東京） 

5）研究会発表 

富田彩香：臍帯脱出を認め重症新生児仮死として出生腹腔内出血により低体温療法完遂に至らなかった 1例 

第 23 回安房産婦人科臨床研究会（2018.06 鴨川） 

6）講演 

近藤敦：ランチョンセミナー 新生児における近赤外時間分解分光法の有用性 第 63 回新生児成育医学会

学術集会（2018.11 東京） 

佐藤弘之：新生児 DIC JB 講演会（2019.01 鴨川） 

佐藤弘之：小児脳 シンポジウム１脳の MRI 診断 胎児期から小児期まで 第５回胎児 MRI 研究会学術集会

（2019.02 東京） 

7）座長  

佐藤弘之：教育講演１ ”Sunshine”Vitamin と周産期医療 第 54 回周産期・新生児医学会（2018.08 東

京） 

近藤敦 ：新生児 小児科学会千葉地方会（2018.09 千葉） 

8）研究会開催 

佐藤弘之：第 25 回 SSK（昭和・埼玉・慶應）新生児研究会（2018.07 鴨川） 

 

文責：佐藤弘之 


