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はじめに

　北里大学病院NICUは，県央北相地区の基幹病院であ

るが，母体や新生児救急搬送の受け入れ率は30%程度

に留まる。その理由のほとんどは，NICU満床の為であ

る。数年前より，改善策として，状態の安定した児を

積極的に転院させ，ベッドの有効利用を行っている。

しかし，その現状は，明らかではなく，転院後の経

過，転院後における問題点も，フィードバックされて

いない。これらの現状を明らかにするために検討を

行った。

対象・方法

　対象は2010年1月から2011年12月までに北里大学病

院NICUに入院，状態安定後に転院した症例とした。転

院前の経過に関しては，診療記録をもとに在胎週数，

出生時体重，入院時診断名，転院時の日齢やその時の

状況に関して，後方視的検討を行なった。

　転院後の経過に関しては，転院症例から転院先施設

を抽出し，その施設に調査書を郵送した。そして，転

院後の新たな診断名，転院先での退院日，退院時体

重，転院後の家族の訴え，転院後の問題点に関してそ

れぞれ記載してもらった。そして回収された調査書を

もとに検討を行なった。

結　　果

　状態安定後に転院した症例は，2010年31例，2011年

32例，計63例であり，全入院の12%を占めていた。

　転院症例のNICU入院時診断名は，早産児が57例で

90%以上を占めていた (図1)。

　在胎週数に関しては，31週以上34週未満が27例，出

生体重は1,500 g以上2,500 g未満35例で，最も多かっ

た。一方で，在胎28週未満，1,000 g未満の児も少数な
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図1.  転院患者のNICU入院時診断名
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がら存在した (図2)。

　転院時の日齢は，生後11日から20日に23例，転院時

の体重は1,500 g以上，2000 g未満が38例で，最も多

かった (図3)。

　転院時の管理状況に関しては，経管栄養，内服は，

半数近くに行なわれており，殆どの症例が保育器に収

容されていた (図4)。人工呼吸器管理，輸液施行中の症

例はなかった。

　転院先は14施設であったが，神奈川県外が2施設の

みで，遠距離の搬送は回避できた。社会保険相模野病

院，大和市立病院，相模原協同病院，相模更正病院，

綾瀬厚生病院は，北里大学病院と同じ県央北相地区に

位置し，これら地域内施設への転院が51件 (81%) を占

めていた。中でも社会保険相模野病院への転院が最も

多く38症例 (60.3%) であった (図5)。これらの施設は，

いわゆる2次施設であり，3次施設である北里大学病院

から下位施設への転院が全てということであった。

　14施設全てから調査書を回収，得られた転院後の問

題点を表にまとめた。57例は，特に状態の悪化なく順

調に退院した。しかし，転院後に状況悪化または新た

な疾患の発症が6例に認められた。肥厚性幽門狭窄症を

発症した1例は，外科手術が必要となり，更に他の

図3.  転院時の日齢と体重

図2.  転院患者の在胎週数と出生体重
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NICUへ転院となった。脳室周囲白質軟化症，そけいヘ

ルニア，両側難聴は，退院後に他の施設へ外来紹介と

なった。これらは，出生週数および出生体重が，比較

的低い症例であった。

　また，63例中16例 (23.8%) において，転院直後の鼻

腔や皮膚培養からMRSAが検出されていた。全て保菌

のみで感染の発症に至った症例はなかった。

　退院基準の違いにより入院期間に差があることも問

題となった。特に，当院NICUでの退院体重の基準は

2,000 gであるが，多くに施の施設では，2,300 gであっ

たため差が生じた。

　また，退院後も，早産児では医療機関によるフォ

ローアップが必要である。その中で，発達の遅れが疑

われた場合，理学療法士や心理士の介入が必要となっ

てくるケースも稀ではない。ところが，これらのコメ

ディカルが不在の施設が多く，万全の体制でのフォ

ローアップが困難とのことであった。若年や外国人の

両親などの対応に苦慮したとの報告もあった。家庭の

問題や言語の問題であり，ソーシャルワーカーや通訳

が不在のため，医師や看護師が対応せざるを得なかっ

た。

　当院からの転院をお願いする時に，転院するのは不

安，このまま継続して診て欲しい，などの声をファミ

リーから聞いた。しかし，調査書から得られた転院後

の情報では，家が近くなり，面会が楽になった，面会

制度の違う病院に転送となり，祖父母や兄弟が面会で

きるようになった，大学病院からの退院により，「急

性期」を脱したと安心感を得た，などがあった。

考　　察

　転院患者の在胎週数は，31週から33週が最も多かっ

た。転院した日齢は，11日から20日，転院時の体重は

1,500 g以上2,000 g未満が最も多く，1,000 g未満での転

図5.  転院先病院の内訳

図4.  転院時の治療状況

表.  転院後の問題点

●転院後の状況悪化または新たな疾患の発症

　肥厚性幽門狭窄症 1例 (27週972 g)
　PVL 1例 (30週1,262 g)
　鼡径ヘルニア 2例 (33週1,560 g，30週1,026 g)
　両側難聴 1例 (32週824 g)
　無呼吸発作 1例 (37週2,360 g)
　　※括弧内は出生週数と出生体重

●MRSAの持ち込み (63件中16件)
●退院基準の違いにより入院期間に差がある

●理学療法士や心理士が不在のため退院後のハイリスク児

　に対する発達フォローが十分に出来ない

●若年や外国人の両親などの対応に苦慮した
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院はなかった。これらは，合併症の少ない早産児が多

いこと，急性期を過ぎて，ある程度の体重増加を認め

るも，退院基準の体重を満たしていない症例が多いこ

となどを反映していると考えられた。

　NICUからの転院に伴う問題点も報告されている1-3。

我々の調査でも，多くの症例は順調に経過したが，転

院後に新たな合併症が診断され，他院への紹介を必要

とした症例があった。同じ神奈川県内の基幹病院であ

る県立こども医療センターでも早産児特有である脳室

周囲白質軟化症や未熟児網膜症の発症時期が状態安定

後であることを問題として取り上げている2。状態が安

定した後でも，在胎週数や出生体重が低い症例は，新

たなトラブルが発症しやすいと考えられた。在胎30週

前後や出生体重1,500 g未満の児の転院は慎重に検討す

る必要がある。

　MRSAの持込は，転院施設での新たなMRSA伝播に

繋がる可能性があり，大きな問題である。転院前から

の細菌培養を行い，MRSA保菌に関して注意し，ムピ

ロシンの鼻くう塗布などの除菌対策を，より徹底する

ことが必要と考えられた。

　退院基準の違いやフォローアップ体制の違いなども

問題点として挙げられた。神奈川県内の受け入れ病院

アンケート調査では，転院元と転院先両方の病院での

フォローアップが望ましいという回答が多かった2。い

ずれにしても，事前に転院先の診療体制を十分に確認

することが必要である。また，若年や外国人の両親な

ど社会的にハイリスクである症例も，医療的なハイリ

スク症例と同様に，慎重に転院を決定しなければなら

ない。

　転院に関しては，家族からは，好意的な意見が寄せ

られたが，これは，転院先の医療者経由のため，両親

の感想を直接には聞けてはいない。転院における家族

の不満や不安を少しでも軽減させるためには，転院の

必要性を早めに伝えておくこと，ベッドを譲ることに

より，新しい命の救命につながることを理解してもら

うこと，転院先施設の診療体制や面会時間などの情報

を明確にすることなどが大切と考られた。

　現在，日本各地でNICUベッド有効利用の為にバック

トランスファーが広がっている1-7。バックトランス

ファーの本来の意味は，児を搬送元施設へ戻すことで

あるが，広義には，状態安定後の転院搬送全てを指

し，3次施設から2次施設への転院も含んでいる。欧米

のNICUにおいても，重症度やレベルに応じた施設への

入院となり，児の軽快により下位レベルの病院への転

院が行なわれている8-10。

　長野県では，バックトランスファーやフォローアッ

プなどの県単位のシステム化により，総合周産期医療

センターに重症児の入院数が増え，平均在院日数が減

少し，NICUの運用状況が改善している5。我々の報告

も，殆どが県内の2次施設への転院であるが，まだ症例

数としては少なく，問題点もあり，システムとして

は，十分とは言えない。NICUベッド数を確保し，母

体・新生児搬送の受け入れ率の上昇させるためには，

今回の結果を踏まえて，より円滑なバックトランス

ファーシステムが推進される必要があると考えられ

た。
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