お互いに尊重し合える関係。
だからうまくいく
伊藤隼也は今回︑さいたま市中央区にある﹁総合周産期母子医療
センター﹂を訪問︒周産期医療の問題を解消する新たな試みにつ
いて︑赤十字病院産科の相澤さん︑小児医療センター新生児集
中治療室の松永さんと新生児回復治療室の株﨑さんに伺いました︒
松永 2017年 月です。
伊藤 スタートして間もないんですね。

伊藤 今日は、さいたま赤十字病院と
ンターの新生児科を併せたものが、総合

相澤 赤十字病院の産科と小児医療セ

どういう構成になっているのでしょう。

埼玉県立小児医療センターという つ
周産期母子医療センターとなります。当

つの組織が連携した周産期医療
全国初の試みが 月にスタート

の異なる組織が連携して、
「総合周産期
院は産科の一般病床 床、MFICU9

2

母子医療センター」を立ち上げたと聞

1

これだけ大きな医療機関 つが並んで

心駅から直結した立地のいい場所に、

き、取材に伺いました。さいたま副都
移 転 前 の 病 院 で は、MFICUや

娩 数は月100～110件ほどです。

床、NICU3床、GCU6床 で、 分

いるのは、圧巻ですね。何より、こう
どのため、分娩数やハイリスクの妊婦

NICUの数や小児科医の人手不足な

の医療センターを作るという試みは、
国内でも珍しいでしょう。

かったのですが、センター化した今は、
週での母体搬送も受け入れています。

相澤 そうですね。ハイリスクには社

伊藤 オープンしたのはいつですか？

います。

まれた子や小さい子などは小児医療セ

クの妊婦さんが増えていますよね。

伊藤 今は高齢出産も多く、ハイリス

なっていますか？
床、GCU
床です。500g ほどの新生児も

松永 当院はNICUが
が

時 ～ 人ほど診ています。

含めて、1000g に達しない子を常

48

伊藤 さて、赤十字病院と県立の小児
医療センターが周産期医療を連携する
いきさつについてですが。いただいた
資料を見ると、埼玉県から県の事業の
一環として、
「県内にもう一つ総合周産

埼玉県立小児医療センターGCU師長。都立病院のNICUを経て、平成
5年に埼玉県立小児医療センターに入職。新病院移転の際は、埼玉県
立小児医療センター新生児病棟師長としてさいたま赤十字病院との調
整事項に尽力する。平成28年12月から現職。

期医療を提供できる場をつくる」とい

株﨑
雅子さん

伊藤 見学させていただきましたが、

埼玉県立小児医療センターNICU師長。平成2年、埼玉県立がんセ
ンターに入職。その後、埼玉県立小児医療センターへ。新病院移
転の際は、埼玉県庁病院局経営管理課小児医療センター建設課で、
新病院建設に携わる。平成28年12月から現職。

う構想を提案されたんですね。

週以上、1800g 以上のお

相澤
眞利

ランド型のNICUは、とても考えら
れたデザインだと思いました。
松永 ありがとうございます。
伊藤 デザインといえば、 階のフロ
アは渡り廊下になっていて、スタッフ
の行き来が自由にできる設計になって
階のほかに、緊急用として

いるんですね。
松永

相澤

でしょうか。

ンターとはどう棲み分けをしているの

やGCUがありましたが、小児医療セ

伊藤 赤十字病院のほうにもNICU

とても助かります。

加していますので、行き来が楽なのは

りは産科で行っていて、私もそこに参

毎朝のカンファレンスや朝夕の申し送

階の手術室も廊下でつながっています。

4
子さんは当院で診て、それより早く生

さいたま赤十字病院産婦人科師長。昭和61年、大宮赤十字病院に
（現・さいたま赤十字病院）入職し、産婦人科、小児科、整形外科病
棟に在籍。平成10年、看護係長として循環器科病棟に在籍。平成14
さん
年、看護師長として脳神経外科などに在籍。平成27年4月から現職。

家族のプライバシーにも配慮したアイ

9

周産期医療不足が問題の埼玉
安心して出産できる場を創設

ンターで診てもらっています。

が、両方を併せると、 カ月に ～
件、母体搬送を受けています。

10

伊藤 小児医療センターの概要はどう

15

会的なものと身体的なものがあります

20

2

松永 おそらく全国初ではないかと思

さ んの 受 け 入 れ を 制 限 せ ざ る を 得 な

して異なる つの組織が共同で、一つ

2

1
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ハイリスク妊婦が増える今
必要不可欠な高度な周産期医療
そのあり方に一石を投じる
この試みに今後も注目していきたい
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が行く
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松永
晴子さん
profile

赤十字病院にあるERから直通のエレベーター
（右上）
と、母子を一緒に診るMFICU（右下）
。
小児医療センターのアイランド型のNICU
（左上）と、エントランス
（左下）

2

10

5
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さいたま赤十字病院・
埼玉県立小児医療センター
総合周産期母子医療センター
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産科のナースステーションでの合同カンファレンス
と両施設を結ぶ扉
（円内）
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たいという意向はあったわけ
ですよね。実際、赤十字病院
にはかつてNICUがあった
わ け で す し、 小 児 医 療 セ ン

感じになりますか？
松永 数もそうですが、出産前後のお

きに、これで周産期医療が実現する。
願いが叶ったと思いました。
て知ることができるのは、想定してい

かっていたと聞きます。そういう意味

さんの 多 く は、都 内の医 療 機 関 にか

ターしかなかった。ハイリスクの妊婦

るだけで、あとは地域周産期医療セン

総合周産期母子医療センターが一つあ

市の埼玉医科大学総合医療センターに

分な状況が続いていましたよね。川越

埼玉県の周産期医療は、長い間、不十

伊藤 語弊があるかもしれませんが、

せんが、私たちもそう聞いています。

相澤 詳しい計画については分かりま

地域の理解などが得にくかったという

セプトでできた医療機関だったので、

もと小児医療を手厚くするというコン

のですが、結局なくなりました。もと

松永 当院も周産期医療の話があった

のはむずかしい状況が続いていました。

ではないため、NICUを立ち上げる

るようにはなりましたが、人手が十分

ました。その後、小児科医が常勤でい

撤退で、NICUが維持できなくなり

相澤 はい。当院の場合は小児科医の

とがあったと聞いています。

た。以前の病院では考えられなかった

を、たったひと月で超えてしまいまし

ケースですが、昨年の カ月分の実績

松永

伊藤 えっ？

の当科の年間の患者数を超えました。

らい忙しいです。 月だけでそれまで

松永 一口で言うと、今までの 倍ぐ

うですか。

ンターですが、実際に始まってみてど

ことで実現した総合周産期母子医療セ

想の医療を目指す組織同士が連携する

伊藤 お母さんや赤ちゃんのための理

す。センターのスタッフは所属先に関

に会いに行けるのは大きなメリットで

体調がたいへんな時期でも、お子さん

相澤 産科からしても、帝王切開後の

も苦労しました。

株﨑

ぐに受け取れるのは助かります。

とって母乳はとても大事で、それがす

ま す。NICUやGCUの子の成 長に

乳を持って赤ちゃんに会いに来てくれ

帝王切開のお母さんも、早い時期に母

た以上に大きなメリットでした。また、

母さんの様子が、申し送りなどを通じ

カ月で昨年 年分を受け入れ
メリットが大きい 施設の連携

では、今回のセンターの設立には、地
背景があります。
ことです。今もその忙しさは変わらず、

超 低 出 生 体 重 児 の 受 け 入 れの

10

だったのが、母乳の確保でした。お母
さんに当院まで車で来ていただく必要
があったので、たった 滴もらうのに

伊藤 ただ、以前から周産期医療をし

状態だったと思います。

病院と同様に機関連携先の一つという

ました。密な連携というより、ほかの

ターカーを出して新生児を搬送してい

の赤十字病院から依頼があると、ドク

たので、大宮（現・さいたま市大宮区）

（現・さいたま市岩槻区）に当院があっ

前から連携があったのですか？

赤十字病院と小児医療センターは、以

伊藤 一つ聞きたいのは、そもそも、

はありませんか？

株﨑 目の前に赤十字病院が建ったと

ると思いましたから。

できる。産科のあるべき姿が実現でき

イリスクの妊婦さんも安心してお産が

相澤 うれしかったです。率直に、ハ

聞いたとき、どう思われましたか？

療を行うセンターができるという話を

せですよね。皆さんは最初に周産期医

を築くに至った。これはもう巡り合わ

うやって総合周産期母子医療センター

ら建て直しを図る必要が出てきて、こ

の組織が、同じタイミングで老朽化か

伊藤 始まってみて、どんなことをお

相澤 本当に。そうだと思います。

かったということですね。

伊藤

考えが甘かったです（笑）
。

け入れないだろうと思っていましたが、

は、始まったばかりだし、そんなに受

母体搬送を受け入れていました。当時

相澤 オープンした 月 日から連日

伊藤 相澤さんはどうですか？

るという感じです。

スタートダッシュのまま走り続けてい

始 まってい た ら、ま た 違った 状 況 に

ちらかの施設に吸収、新設される形で

タートだったからだと思う。これがど

係なく院内スマホで連絡が取り合える

それ だけ 社 会 的 なニー ズが 高

センターのさらなる発展のため
医師も巻き込んで勉強会を

伊藤 今回、 施設の連携による周産

立場や考えが違う産科と小児科
組織が違うから尊重し合える

安心な出産につながっています。

ので、緊急の対応もスムーズ。それも

なっていたでしょうね。
松永 当院には産科がないので、そも

伊藤 スタートしてまだ 年経ってい

1

期母子医療センターがうまくいってい
るのは、おそらく両者がゼロからのス

んはこういう経過をたどってきたんだ」

ことができれば、例えば、
「このお母さ
というように、より理解が深まると思

いう印象がありますね。

いにアサーティブに会話をしていると

えるとうれしい」という感じで、お互

きゃダメだ」ではなく、
「こうしてもら

相澤 それはそうかも。
「こうじゃな

ら、話し合っています。

すが、医師も私たちも言葉を選びなが

して喧々囂々の言い合いになりがちで

株﨑 同じ組織だと、自分の意見を通

して意見が異なりますからね。

伊藤 産科と小児科の場合は、往々に

の良さかもしれません。

がします。その点が別組織であること

ていました。小さく生まれた子にとっ

も、お母さんに母乳を用意してもらっ

と。私たちは電動の搾乳機を使ってで

考え方が当科と違ったらどうしようか

たって母乳のことは危惧していました。

株崎 私個人としては、連携するにあ

ていないと思います。

どで話し合っているので、混乱は生じ

とも、定期的な合同カンファレンスな

し異なるかもしれません。そうしたこ

見を尊重したいという産科の意見と少

いて、そこは自然分娩や妊婦さんの意

赤ちゃんを早く出してほしいと考えて

意識があまり高くなかった小児科の医

になってから、それまで母乳に対する

ターのスタッフと連携を取り合うよう

相澤 母乳に関しては、小児医療セン

を積めたらいいですね。

を通して勉強会を開くなどして、研鑽

関して同じ方針を持つチームが、事例

宅に戻る。この流れのなかで、母乳に

その後、NICU、GCUを 経てご自

作りたい。出産がスタートだとすると、

ので、母乳育児支援に関わるチームを

株﨑 長年、母乳のことをやってきた

なのかを教えていただけますか。

に発展、進化していくために何が必要

が今後どのような力を発揮していくか

した。開設して間もないですが、ここ

で現実的な解決法があることを知りま

院の集約化が進まないなか、この取材

感じました。何より、多くの地域で病

いることに、未来へ繋がる希望を強く

に頑張る人たちがこうやってたくさん

報道されていますが、小さな命のため

所がないなど、現場の悲壮感ばかりが

伊藤 最近は、産科医の不足や産む場

うんです。

伊藤 看護師同士はどうでしょう。組

て母乳はとても大事だからです。とこ

師も、最近は「母乳って大事なんだね」

の方式が一番、理にかなっていたよう

ンターを運営する。話を聞くほど、こ

という思いがずっとあります。今は朝

松永 やはり産前産後の訪問をしたい

伊藤 松永さんはどうですか？

profile

（いとう しゅんや）

伊藤隼也

医療ジャーナリスト・
写真家
医療情報研究所代表

患者中心の医療を実現す
るため医療ジャーナリス
トとしてテレビや雑誌な
どのメディアで活動中
ホームページ shunya-ito.tv

けんけんごうごう

織によって看護の手技が違うという話

ろが、なかには手で絞らなければダメ

な気がします。これは地域の医療機関

直接、訪問をしてお母さんと対応する

夕に産科で申し送りを聞いていますが、
なる可能性はありますね。

のあり方として、いいモデルケースに

2

期待しています。

も聞きます。それで混乱が生じること

巻き込んで、お母さんや赤ちゃんにベ

と言うようになりました。そういう意

一安心しました。

スト な 医 療、看 護 が 尽 く せる 環 境 を

だという考えの施設もあって。それに

伊藤 医療機関を一つに統合するので

味では、さらに良い方向に進んでいる

46
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作っていけたらと思います。

ついては、相澤師長とも事前に話した
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はなく、 つの組織が連携を図ってセ

気がします。看護師だけでなく医師も

ど う でしょう か。当 時 は 岩 槻

株﨑 会議などに出ていて思うのは、
起こらないような気がします。ただ、

そも手技が違うとか、そういう問題は

ませんが、このセンターが今後、さら

2

1

1

株﨑

お互いに相手を尊重し合っている感じ
新生児科としては帝王切開をしてでも

12

1

1

以 前の 病 院 で 何 よ り たいへん

域もかなり期待していると思いますが。
伊藤 そういういきさつがあった つ

ターは産科の新設を試みたこ

1

2

株﨑 そうだと思います。

1

があって、それでうまくいっている気

2

ときに、そうではないことが分かって

さいたま副都心線駅
からコンコースでつ
ながっている。手前
さいたま赤十字病院
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２つの異なる組織による
周産期医療のセンター
他の地域のモデルケースになる
可能性があるのではないか
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