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平成２５年度第１回岩手県周産期医療協議会 会議録 

 

１ 日 時 平成２５年７月１７日（水） １５時３０分から１７時００分 

２ 場 所 岩手県水産会館 ５階 大会議室 

３ 出席者 出席者名簿のとおり 

４ 内 容 

 〔協議会長の選出〕 

  ・ 会長  杉山徹委員（岩手医科大学産婦人科学講座教授） 

  ・ 職務代理者 小林高委員（岩手県産婦人科医会長） 

 

〔議事〕 

(1) 協議事項 

地域医療再生計画事業検討部会の設置について（資料１） 

 

 〔千田委員〕 

 対応案の(イ)に「専門部会での決定事項を協議会に報告する形式としたい」とあるが、そうする

と協議会の意味があまりなくなってくる。報告を受けるだけとなってしまうので、そこは協議・承

認するとか、報告を受け協議をして承認する会であるとか、何かそういうことがないと、黙って報

告だけ受けて何も変更ができない会では意味がない。その辺りを検討していただきたい。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

決定事項を協議会に報告する形式と記載したが、協議会でもいろいろご意見を賜って、それにつ

いては専門部会にもフィードバックしながら進めて参りたいと考えているので、今のご意見に沿う

ような形で運用させていただければと思っており、この表現についてはそういうことでご了解いた

だければと考えている。 

 〔千田委員〕 

 それは変更するということか。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

資料 2ページは考え方の資料で、案については資料 3ページの方で考えている。この表現を変え

ることについては、我々としては拘泥している訳ではないので、変えるということであれば変えさ

せていただくが、これを変えたから何かしたということではないとご理解いただきたい。 

〔杉山会長〕 

親委員会の方に報告だけじゃなくて、上申して理解を求めるとかね。 

〔小林委員〕 

今千田先生のおっしゃったことはまさしくその通り。専門部会で決めて実行するということにな

ると、私達はこの協議会で報告を受けるということだから、私達が意見を述べてこうした方がいい

とかいうのはこの協議会で、たとえば今日、委員の方々の意見を述べていただかないと、専門部会

には反映されないということになってしまうので、今日の会でいろんなご意見をいただいて専門部

会に下ろさないと、専門部会がもし偏った意見で突き進んで行った場合に、歯止めがきかないとい

うことになる。私達は報告を受けるだけということになるので、そこはご承知の上で今日皆さん議
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論しないといけないということ。だから今日この場でいろんなことを言ってもらわないと、まずい

ということになってしまうと思う。 

〔杉山会長〕 

やはり決定はこの場ではないか。専門部会でいろんなことを提案いただき、この協議会で決定す

ると。 

 〔千田委員〕 

こう考えてほしいと言っても、文言がこうなっているのでそれで動いてしまう。 

〔杉山会長〕 

報告事項であれば、この協議会は承認も何もしない、ただ報告を受けてその通りやりなさい、と。

それだけなのか。 

〔小林委員〕 

県では言いにくいと思うので代わりに言うと、私達は、今改めて位置付けてこうなった訳で、実

は協議会のメンバーは、一切承認するとかいう権限を持っていなかった。それで幹事会が決めて、

幹事会の意向に沿って県が執行してきた。我々は後で報告を受けた事について、「ちょっとこれおか

しいんじゃない」と言う程度にしか過ぎなかった。だから今後もそれが継続して行ってしまうとい

う。だから今日色々な意見をいただかないと、今までと同じようなスタイルで行くと。 

〔杉山会長〕 

今までの位置付けと変わらないということね。 

〔小林委員〕 

ただ、少なくとも今までは協議会に報告するという幹事会の義務はなかったのが、今後は報告す

る義務ができた。報告だけで、実行するのは幹事会。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

失礼しました。それでは、3ページ目の設置要領案の第 5条第 2項に「検討内容は、協議会に報

告するものとする。」とあるのを、「報告のうえ承認を得るものとする」と直させていただきたい。 

〔杉山会長〕 

そうすることで連携が生まれる。今までなかったような。 

ちょっと確認だが、正式名称は「地域医療再生計画事業検討部会」ですね、専門部会は。そして

幹事会との位置付けはどうなるのか。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

幹事会と二枚看板でやらせていただくことを考えている。 

〔杉山会長〕 

幹事会として、専門部会じゃない委員会の活動があるのか。全く同じか。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

全く同じ活動ということで考えている。 

〔杉山会長〕 

重要なところ。今までなかなかうまく機能していなかったというところを、小林委員が 11 月に

おっしゃったと思う。 

〔葛西委員〕 

今まで部会の意味を良く理解していなかったが、今聞いて分かったが、もしそれであれば、地域
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医療再生計画事業検討ということであって、その幹事が多くのメンバーが岩手医科大学のドクター

ということは、一応小笠原先生が入っているが、地域の私達の意見が全く入らないということにな

る。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

これまで幹事会という形で開催してきたところで、地域医療再生計画に則った事業について検討

いただくうえで必要な方に幹事としてお願いし、検討してきた中でこういう形になってきた経過が

ある。ただし、今のご意見も、そういうこともあると考えられるので、今後必要に応じて専門部会

の委員あるいは幹事会の幹事として、お願いすることもあると考えているし、事業検討に当たって

はあらかじめ地域の意見も聞くなどして進めて参りたいと考えているので、ご了承いただきたい。 

〔杉山会長〕 

それは重要なことだと思う。 

〔村上委員〕 

言いにくいことだが、地域医療再生計画事業の予算が付いてくると思うが、そういう時に一施設

の委員がかなりを占めるというのは、問題があると思う。やはり予算ですから。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

先ほども申し上げたが、地域医療再生計画というのがそもそもあり、その実施についての検討を

いただくということで設置した経過があるのと、岩手医科大学は総合周産期母子医療センターとい

うことで県内の総括的な部分もやっていただいていることもあり、このようなメンバーになってい

る。その点はご理解いただければと考えている。 

〔千田委員〕 

大学しか入っていないので、事業の進め方や今後の計画を練る上では、やはり必要なメンバーは

入るべき。 

〔杉山会長〕 

僕も地域周産期母子医療センターのメンバーの中から何人かはここに入れた方が良いと思う。大

学病院ばかり、産婦人科 2人小児科 2人というのはちょっと偏りすぎだ。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

それでは、ご意見を踏まえそのような形で検討させていただく。今この場でこの方というのは難

しいので、検討させていただき、また報告等させていただければと思う。 

〔杉山会長〕 

ここがエンジンになっていくので重要なところ。バランスを取って議論していただく。それでは

そういう風に変更を県にお願いするということでよろしいか。 

 

(2) 報告事項 

ア 周産期医療対策事業の実施状況について （資料２） 

イ 地域医療再生計画（周産期医療体制整備）事業の実施状況について（資料３） 

ウ 岩手県保健医療計画について（資料４） 

 

〔渕向委員〕 

二点あるが、一つは地域医療再生計画の部分で、資料 3に周産期電子カルテの導入があり、昨年
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のこの会で病院側の電カルとの連携が必要になってくるとの話があり、確か県の方で予算を取って

やってくれると私は理解していた。今年度の私達の病院の医療機器購入リストが上がってきたら、

病院の機器整備の中に、周産期の連結費用が予算として上がっていたが、ちょっと話が違うんじゃ

ないかと思った。県で県立病院の機械整備と別に、県で電カルとの連携の予算を取る確保してくれ

ると理解していた。そのことはどうか。 

〔事務局（医療政策室・松戸主事）〕 

医療局に県から補助を出す形にさせていただいている。医療局で電子カルテを整備するのに要し

た額、今回は全額だが、県から支援を行う形で、他の病院も同じだが、周産期電子カルテについて

は整備をさせていただいている状況。確かに医療局の予算上は電子カルテの予算は上がっているが、

それを県から全額補てんする形で事務手続き上は取り扱っている。 

〔杉山会長〕 

別建てで入っているということですね。 

〔渕向委員〕 

もう一つは新生児の救急搬送体制の確保ということで、昨年度終了の事業になっているが、搬送

用保育器とレスピレーターを買っていただいたが、実は昨年もこの協議会に出て予算があることは

理解していたが、実際病院側にその話が来たのは年度末ぎりぎりで、実際問題、例えば搬送用の保

育器買っても、自分のところの救急車にどうやって固定するかとか細々した部分があって、そこら

辺の調整をしてから、本来はこういうものが欲しいとか、こういう風にしてくれとかやって行かな

いと実際使えないが、何となく病院側からすると、こういう予算があって今年はこれをやるから物

をぼんとやるから、あなた達使いなさいということで、ちょっと私も頭に来て、医療局とか県に直

接話をしたが、お互いにあっちこっちという感じで、予算を使うために物を買っているように感じ

られた。これはもう終わったことなので、そのようではなく、もう少し事前にいろいろ聞いていた

だいて、物を購入していただきたい。これは意見です。 

〔杉山会長〕 

確かにそういう点が役所の仕事では多々あるかと思う。県の方もよろしく。コメントをお願いし

ます。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

整備については大変失礼しました。今後このようなことがないように十分な調整期間を取るよう

に努めてまいりたい。 

〔佐藤多代委員〕 

当院でも電子カルテ「ハローベイビー」の件で事務方から「予算が下りないので導入できません」

と言われたが、先ほどの県の話だと、予算を計上するけど全額補てんするというのはうちが知らな

いのかはっきりしていない。先ほどほぼ導入完了と言ったが当院は全然完了していない。青森の自

治体病院が見学に来たいというのをお断りしている。今どのように中部でやっているのか見たいの

で、と言われたが、岩手県内他の病院に入っていると思うのでそちらで、とお断りした。そこをは

っきりしていただきたい。もしあれなら、当院の事務方と直接話をしていただきたい。苦情です。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

事情を承知していない部分もあるので、確認しご報告申し上げたい。 

〔杉山会長〕 
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根幹にかかわるので、よろしくお願いする。 

〔村上委員〕 

超音波の遠隔診断についてだが、モデル事業でいくつかの病院が選ばれているが、この病院が選

ばれた理由と、あと、当院も個別に県の方に参加したいと事務から言っていた筈だが、県病優先の

ような感じがするので、県病でない所にも是非入れてほしい。不公平のないようにやってほしい。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

資料 3 の 5 ページの(イ)進捗状況の中ほどに伝送システムの導入整備について記載。モデル事業

として、遠隔妊婦健診への活用を実施するために県立大船渡病院、県立釜石病院、遠野市助産院に

導入する、それから初期スクリーニングへの活用ということで岩手医大と県立宮古病院に導入する

ということで、幹事会などで検討いただき進めてきたもの。これはモデル事業として実施するもの

で、これにより実証を重ねて、有用点などを確認したうえで、次の展開として各病院等へも整備等

を検討するという予定でやっているもので、ご了解・ご理解をいただきたい。なお、不公平がない

ようにということについては誠にその通りだと思うし、先ほど専門部会について地域の声が反映さ

れていないのではないかということもありましたので、それについては十分留意して、専門部会に

委員を増やすなどして進めて参りたいので、ご理解をお願いしたい。 

〔小林委員〕 

村上先生の言ったことについて、私達が話し合う場はここしかない。先生の意見は、是非今日決

めれば良い。さっき葛西先生もおっしゃったが、超音波のシステムは少なくとも中核病院には入れ

ましょうと。いつ終わるか分からないモデル事業をだらだらやっていてもしょうがない。だから、

もう入れるべき所には当初の予定は入れよう。で、その活用の仕方はそれぞれの病院と連携できる

所で、どう活用していくかはやっぱり使ってみなければ分からないと思うので、それはもうこの協

議会の意向として入れると決定したらどうか。そういう風に私は協議会の意見として決定した方が

いいと思う。それを県がどう受け止めるか別として。また専門部会に下ろしてああだこうだではな

くて、この会で決めてしまったらいいと思う。 

〔事務局（野原医療政策室長）〕 

今小林委員からご指摘のあった点、超音波の画像伝送システムの部分が最後に残されている形に

なっている。一方で、幹事会の方で出た意見としては、もちろんハードの整備は重要だが併せてソ

フトの整備、たとえば連携体制だとか受け入れる所の態勢、そこに負荷がかからないようにしなけ

ればならないという話もあって、それは全くその通りだと思う。たとえばハードの整備を行うと同

時に人材育成であるとか受入態勢、責任の所在をきちっと整理しないと、不要な混乱になるのでは

ないかという意見もいただいた。我々もだらだらと事業を延ばすつもりはない。 

また、もう一点ご理解いただきたいのはリソースにも限りがあることもある。基金のリソース。

これまでいろいろご議論いただき幹事会でやってきた。当初我々が見込んでいたよりも実はかなり

コストが掛かってきている部分もある。周産期電子カルテについてもそう。当初のものよりこうい

うものも盛り込みたい、そういったものを反映させていくと、やはりコストが嵩んでくる。今ある

再生計画のリソースの中で、どうしたらベストのものが入れられるのか。ハードを導入し、そして

併せて、現在の、たとえば連携体制の場合、コンサルテーションを受ける医療機関、母子医療セン

ターが、岩手医科大学がコンサルテーションを受けて、支援をしていくといったことが想定される

が、そういったようなことで現場の先生方に負荷が掛からないような態勢作りも併せて検討しなけ
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ればならないと言われている。そういったことを踏まえて、今日の協議会では、きちっと周産期医

療センターの方には整備して連携を進めるべきだというお話だと理解している。我々もその方向で、

もう一度精査して幹事会等に諮って、そういった意見を踏まえたところで、よりベターな道を協議・

整理してまとめて行きたいと考えている。 

〔千田委員〕 

一つは情報。資料 2に新生児蘇生法講習会とある。これは岩手県でも講習会を受けた人達が増え

てきて、今インストラクターの更新を岩手県でできるようになった。これは今後、この事業の中で

岩手県の中で継続されていくと思う。それともう一つは、日本周産期新生児医学会で、今度は母体

の救急について、産婦人科の先生を対象にやることが昨日までの学会で話し合われた。今後具体的

に全国的にトレーニングが行われると思うので、その辺りも岩手県でどうするかということも、実

際に始まったら考えていく必要があると思う。 

もう一つは、資料 3の周産期カルテの件。これは既存のカルテを使うと思うが、幹事会の中と実

際使う人達の中で、重要なのはどういう機能があるのか、カルテの中身ですね、この辺りは既に話

し合って、使う人達の間の同意を得ているのかを確認したい。今までその中身を協議会で見たこと

がないので。そこが一番重要だろうと思う。 

〔事務局（野原医療政策室長）〕 

カルテの内容については導入時にご説明し、内容・仕様等については既にご理解のうえ進んでい

ると思っている。ただ、一方で、先生方のご希望の部分あると思うので、アップデート、当然入れ

たら更新していかなればならないことは理解しているので、現場の先生方のご意見を貰いながらア

ップデートしていくと理解している。 

〔千田委員〕 

皆さんその内容を見ているのか。電子カルテ導入の際に。 

〔事務局（野原医療政策室長）〕 

見ていただいて。はい。 

（「見ていない」の声あり） 

〔千田委員〕 

あまり余分な金がかかっても大変だと思うし、必要なデータが出せないのも困るし、まずその具

体的な中身は検討が必要だと思う。 

〔葛西委員〕 

私その電子カルテの内容については全然関知していない。北上済生会病院以外は導入予定になっ

ているようだが、うちの病院はドクターサイドには殆ど相談がなく事務関係だけでやってるのか、

私自身は全くそのカルテの内容も分からないので、カルテの中身を見て納得できるようなものなら

ば良いが、全くそういうところの説明がない。 

私達が実際に使うのに全然中身が分からなくて、もうそれが入ったから、というような感じでは

ないか。もしそういうのであれば私達は使えない。 

〔細谷地委員〕 

関連して、電子カルテについても画像伝送システムについても、変な事を言えば大船渡とか宮古

が先に入ったのは良かったことなのかもしれないと私は思っている。私も電子カルテの中身はタッ

チしていなかったので、初めてこういう風なものが出来るというのを紹介されたが、やはり実際使
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うのにはちょっと待てと思うところもあり、たとえば大船渡病院ではどうやってるのと噂を聞いた

時に、電子カルテをやって周産期カルテをやって紙ベースも 3つ書かなきゃいけないとかいう話を

聞けば、やっぱりこれからもう少し次の段階に、また中部病院とか他に入れる時に、同じじゃ駄目

だという風に改善できるな、まだ入ってなかったら改善の余地があるなと思うし、あと画像伝送シ

ステムについても、実際の画像伝送システムを皆さん見ましたか。凄いのが来ている。でかいです

よね。(資料 3 の)6 ページの設計図を見れば分かるが、送信側と受信側で別々のパソコンを立ち上

げ、それぞれログインしパスワードを入れて、という様なシステムになっている。小型化できない

かとか、もう少し、すごいでかいパソコン、フルタワーのパソコン 2台が大きなラックに入ってく

る訳だが、これをもう少し改善できないか。改善の余地があるという点で、段階的に入って良かっ

たのかなと私は思っているところ。 

〔佐藤昌之委員〕 

うちはこの前から外来の電子カルテを導入し始めた。その際に電子も「ハローベイビー」という

のを使って胎児及び母体の情報を入れるようにしている。普通の外来のカルテとは別の物として使

っていかなきゃいけない。それから、今殆どの地域で入ったであろうという「いーはとーぶ」、これ

はまた全然別で連携・連動していない。だから「いーはとーぶ」を使って送るときにはまた新たに

やらなければいけない。今のところそうだ。それは必ず連携させるという条件のもとに動いている

が。（「新しいシステムでは連携」との声あり） 

なりましたか。うちではなっていない。だから各施設でどこまで進んでどこまで連携・連動して

いるかというところをやはり報告してほしい。多分県の方で把握しているだろうから、それを今皆

さんの前で披露していただきたい。ただ、非常にやりづらい。何枚も何枚もページを開いて、そし

てそこからで、すぐ見れない。うちの二戸では「いーはとーぶ」と「ハローベイビー」はつながっ

ていない状況だ。 

〔千田委員〕 

これは将来的に非常に大切なので、使う人達のコンセンサスと言うのか、どういう状況か分かっ

てやるのだとすごく良いと思うので、その点の確認だ。 

もう一つは、資料 4の 114ページに数値目標として周産期死亡率を現状値 4.9から目標値 4.1に

と。専門家からするとこの中には二つの要素があり、分けて考えていかないといけない。早期新生

児死亡なのか、その前の妊娠 22 週以降の死亡なのか分けて考えていかないと、この数字自体はあ

まり現実性をもってどこに焦点を当てて医療を傾けていくかが明確ではない。どっちの値がどうな

のかを明らかにした方が取り掛かりが良くなると思う。これは意見だ。 

〔葛西委員〕 

確認だが、資料 2 の周産期母子医療センター運営事業の補助先のところに、「総合センター、地

域センター全 9病院」とあるが、この補助の内容を教えていただきたい。 

〔小林委員〕 

1億 7千万円の中身がどこに行っているか。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

その左側に若干事業内容を書いているが、MFICU、NICU、GCU の運営費に対する補助という

ことで、額の詳しい内訳は手元にないので、後ほど皆様に報告できるようにする。 

〔小林委員〕 
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一番大きいのはMFICU。地域センターは私の想像では 2千万円。毎年それ位の額が行っている。 

〔事務局（野原医療政策室長）〕 

簡単に言うとベースラインが 7、8 百万あって、MF とか NICU を持っているとそれにオンされ

る。病院によって若干違うが、総合センターで数千万円、地域センターで 1千数百万位。是非各セ

ンターで有効に使っていただきたい。 

〔佐藤昌之委員〕 

それを是非、この病院にはいくらかということを明記してもらいたい。地域では分からない。そ

の金額を見て、たとえばうちの病院の周産期関係に使用したいと言っても、それは全部の分で来て

いるからという言い方しかされていないので、それをはっきりと言ってほしい。 

〔事務局（野原医療政策室長）〕 

額はあるので、先生方にお渡しする。 

〔小林委員〕 

いーはとーぶについて。いろいろ整備されているが、現状、補助金出して 29市町村に整備して、

実際にうまく使われているのかどうか、問題点はないのか。せっかく作ったのはいいが、市町村に

お金を上げるからとやっているが、多分面倒くさい二度手間をして、入力をやらせているが、それ

をやった意義、無理やりやらせている見返り、それを各市町村にもあげなければならない。有効に

活用してあげなければならない。そういうことが今どうなっているのか、あるいは今後の対策、今

後どうしていくか、もし考えがあればお聞きしたい。 

〔事務局（児童家庭課・岩渕主任）〕 

市町村の母子担当の保健師とは常日頃接点を設けており、様々アンケートを実施した。今年度 6

月に虐待の関係のアクションプランのヒアリング項目で、母子保健対策ということでこのいーはと

ーぶの活用状況について全 33 市町村の担当者レベルの声をいただいている。圧倒的に、産後うつ

病、育児不安を抱えている方々、未熟児の支援についても迅速なタイムリーな情報を医療機関から

いただき地域で保健指導に活用出来ているという声が多くあった。 

ただ、加入していない所も数か所あるが、その中には西和賀町の場合、半数以上が県外の医療機

関を利用しておりなかなかシステムの活用まで至っていないという話も伺っているし、紙ベースの

連絡票で医療機関との連絡は取れているので、まだ有効活用には至っていないという声をいただい

ている。それから 2、3 市町村の保健師からは、できれば迅速に情報をもらえればタイムリーに地

域でも積極的に指導に入っていきたいので是非情報を欲しいと伺っている。まだ、加入していない

市町村からは、個人情報の取り扱いはどうかとか、管内の医療機関の進捗状況を確認してから検討

したいとの声を伺っている。随時保健師には確認をしたい。 

〔小林委員〕 

医療機関もいーはとーぶを二度手間しながらやっているので、渋っているところが結構ある。で

もそれはやって意味があるものだからいい訳です。さっきおっしゃったように、これが虐待予防に

つながるとか産後うつの対策に医療機関と市町村が連携してやっていくためには有効だと。だから

面倒臭くても我慢してやってくださいと言ってきた。これを嫌がっているところにも進めて行かな

ければと思う。だから、今後のうまい稼働を進めて行くための対応、啓蒙活動にご配慮いただきた

いと思っているので、お願いする。 

〔松田委員〕 
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医療機関と県の方がネットワークを密にして、情報を共有して患者をフォローアップする、そう

いうネットワークが必要ということで電子カルテが入ってきた。電子カルテはあるシステムの、た

とえばエコーから直接情報を得るにはあるシステムしかない。うちの病院のエコーからは電子カル

テに入れない。県が最初に作ったシステムは、情報はそのまま入る。心疾患にしっかりとシステム

作りが大事だ、だれが責任を取るかという話ももちろん大切だが、まずお互い同じ情報を得られる

ものを導入していただくのが早い。心疾患もそうだが普通のエコーの画像診断の悩みもあり、普通

の情報をやり取りできると助かる。先ほど小林先生からの質問でここで決めたらどうだと言ったが

それに対して答えがなかった。 

〔小林委員〕 

野原室長から話があったように、私が心配しているのは、お金がなくなったのでもうできません

という可能性が十分あるということ。実証実験を重ねてやっていくうちに、はいここまでで終わり

ですと。そうならないうちに導入しましょうと 超音波を入れて、とにかく活用の仕方はそれなり

に後で進めて行くにしても、超音波で画像を撮ってネットで送れる範囲のものだけでも送れるよう

な訓練を、各施設で入れたい施設にはやらせたらどうだというのを、幹事会ではこういう議論はし

ていないと思うので、ここで決めてしまわないと、その会は自分達でやっているモデル事業の範囲

は出ないと思う。ここで主張するものは主張してもらわないと駄目だと思う。 

〔村上委員〕 

うちの場合は、伝送システムではなくて診断装置です、この問題ははっきり言って。だから、そ

れなしでも補助してもらって、後からゆっくり伝送システムを導入するなり。 

〔小林委員〕 

という本音が出てくる訳だ。だから、別に伝送にこだわらなくていい。うまい画像が行かなきゃ、

そこだけにはまってしまうと大きい見方が出来なくなってしまうので、幹事会を含めてどうやって

進めるかだけに集中したらいい。今先生が言った通り、それを後でやって、自分達で技術を高めれ

ば別に伝送しなくてもいいじゃないかと。自分達で診断できる。 

〔佐藤多代委員〕 

遠隔地の場合、近隣の病院から開業の先生の方がいい情報をお持ちで、ここをスクリーニングし

てくれと言われた地域の病院がそれに見合う機材がない。我々の持っている技術で最大限のことは

するが、遠隔地の妊婦も大事だが、とにかく盛岡だったり北上だったりそれなりに母体数の多い中

核病院が非常に困っているということはお分かりいただきたいと思う。 

〔千田委員〕 

先ほど小林先生がいーはとーぶのメリットをいろいろおっしゃった。もう一つは、自治体のクラ

ウド化がある。紙ベースで災害に遭った時には個人情報も消えてしまう。だから国も自治体のクラ

ウド化を積極的にやるような通達が出ていたと思う。情報をしっかりクラウド化してみてと。そし

て何かあった時の個人情報ももちろんそうだが、それは有用に使えるデータベースなんだというこ

とを出していかないと困ると思う。 

〔杉山会長〕 

多くの問題点が掘り出されてきたと思う。いーはとーぶにしろ電子カルテにしろ、モデル事業の

伝送システムにしろ。少しずついい機械が入っているが結局は十分機能が出来ていないと言うとこ

ろで、やはり事務同士じゃなくて医療者を巻き込んで、本当のネットワークができるような取組を
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是非やっていただきたいと思う。結局は使いにくい使えないということになってしまうので、専門

部会が出来たらその辺の議論をじっくりやっていただいて、また上げてもらって一緒に決めて行か

なくてはいけないと思う。それでも時間が限られているので、なかなかそこまで議論できない。 

〔佐藤昌之委員〕 

先ほど聞いたが、21年度から 25年度までの 5年間で再生計画は終了すると捉えて良いか。この

表記でも 25年度で全部尻すぼみで終わっている。26年度からこの事業がどんどんつながっていく

ものと考えていいのか、5 年間で全部終わってしまうのか。今年度中に、電子カルテといーはとー

ぶとハローベイビーを全部つなげて年度を終わってもらわないと仕事が中途半端でそれこそ全部チ

ャラになり、ムダ金を捨てるようなものになる。その辺を教えてほしい。 

〔事務局（高橋地域医療推進課長）〕 

 先ほどの説明の中で再生基金については 5年間と申し上げた。これは当初 5年間でやりなさいと

いうのがあり、そういう計画を立ててやっているものだが、実際、岩手県だけでなく各県いろいろ

基金があるが、なかなか進展具合が計画通り行っていない部分もあり、国に対して協議し 26年度、

27年度と延長を認めていただくことを実施する予定で、それは認められるだろうという想定の中で

進めている。25年度と説明したが、多少伸びることを想定して事業を進めて参りたい。一方で、こ

の基金が終わっても当然周産期医療体制は整備を図っていかなければならず、引き続き検討・協議

いただくことが出てくるだろう。 

〔佐藤昌之委員〕 

是非、電子カルテといーはとーぶの連携は最後までやっていただきたいし、超音波診断装置は確

実に今年度中に入れていただきたい。 

 

エ 本県の風しん対策について（資料５） 

 

〔千田委員〕 

対象に関して国から何も来ていないか。希望すれば全て受けられると、風しんワクチンはMRだ

と思うが、そのような方に抗体価を測定して、男性は 15％、女性は 4％に抗体がないが、抗体のな

い人にだけワクチンをやると全て受けられる。大量に全国で全部使い出すと、それがどこかで在庫

が切れる可能性がある。そのような通知はないか。 

〔事務局（高橋感染症担当課長）〕 

 今指摘のあった通知だが、7月 2日付けで来ており、その中に、風しん予防接種助成の対象に抗

体検査を義務付けられないか検討してほしいというのが入っている。それから厚生労働省のホーム

ページで、①妊婦の夫、②妊娠を希望する女性、の抗体価の足りない方に優先的に接種してほしい

とのアナウンスがある。 

〔千田委員〕 

妊婦は全国で 100万人いるので妊婦の夫というと 100万本必要。在庫は 60万本位しかなく、15％

の人にワクチン接種するなど何かやっていかないと在庫が切れる可能性があり、全国的に全額補助

する市町村は抗体価を測ってやっている。 

もう一つ大事なのは、先天性風しん症候群といって、はっきり症状が出なくても、不顕性で生ま

れた後に風しんにかかっていればその当時の見極めをどうするか検査が必要だが、その辺りを県と
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して衛生研究所などで今後対応できるのか、これから問題になる。つまり、生まれた子供が風しん

のウイルスを 6か月から 1年間出し続けるので、そこがウイルスを出す元になる。それで感染する

かどうか、余りないかもしれないが、理論的にはウイルスを出し続けるので、検査体制を検討しな

ければならない。それから、先天性風しんと分かれば恐らく隔離するが、不顕性となって検査した

ら風しんだった場合にどうするか、検討が必要。日本周産期新生児学会で近々対応策が出るので注

目していただきたいのと、県で衛生研究所で PCR検査をできるのか調べていただきたい。 

〔杉山会長〕 

今後の課題として県で議論していただきたい。 

 


