
平成２４年度岩手県周産期医療協議会 会議録 

 

１ 日時 平成２４年１１月２０日（火） １６時から１７時３０分 

２ 場所 エスポワールいわて ３階 特別会議室 

３ 出席者 別紙出席者名簿のとおり 

４ 内容 

〔議事〕 

(１) 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１） 

 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２） 

 

〔千田委員〕 

 岩手県の周産期医療に対しましては、日頃御支援いただきまして感謝申し上げます。一

つだけであるが、資料２の３ページの②、超音波の画像伝送ネットワークについて、大変

詳しい構想だと思いますが、２、３お伝えしたいことがある。一つは、伝送システムの開

発の際、一度動画のテストを行っており私は見ているのでわかるのですが、リアルタイム

に心臓の診断を付けられるような画像は難しい。細切れになってしまう。これを解決する

方法はここ１、２年の間にあるのかどうか。それから、整備事業の中で３億７千万円位の

予算があるが、これは機器を購入するものがこれに入っているのか、それを何処に置くか

ということをお聞きしたいのと、これは間違いだと思うが、アの事業目的及び事業概要の

ところで、胎児データを郵送等により送付するとあるが、これは郵送で合っているのかど

うかを確認したいのと、ちょっと一点確認したいのは、そうやって送った時に誰が見るの

か、先程ソフトの問題点があって今後検討ということでありましたので、これは送るのか

それとも見て何か問題があった場合には地域のセンターでこちらから担当者が行って診断

を下すことが必要になってくると思いますのか、それとも伝送するのが良いのか、これは

技術的な面でも予算でもできるのかなというところかと思いますが、そのあたりを今後ど

んなことでやられるかを確認したい。 

〔野原医療推進課総括課長〕 

 最初の質問の、リアルタイムでの心疾患の動画の技術的な部分については、今回様々に

検討し、最初の大船渡病院、釜石病院、遠野市助産院のいわゆる遠隔妊婦健診への活用に

ついては、ここではモバイルＣＴＧといいまして心音のデータを付加している。そういっ

たところに超音波の画像を付加することによって、安心安全な出産環境を整えるというが

可能となる。そういった意味では、今回開発した仕様については十分満たしていると考え

ているところです。しかしながら、先生に指摘いただいたとおり、少なからず新生児胎児

の心疾患、こちらのスクリーニングのためには、非常に速い胎児心拍をスムーズに再生で

きる、その機能が必要でございまして、これに関してはこの開発した技術では胎児心疾患



には難しいだろうという評価をいただいたところでございます。ＩＣＴの技術は日進月歩

で進む部分もある一方で、基盤となる岩手県の医療情報ネットワークに載せていくという、

イントラの部分について、リアルタイムに載せていくというのがすぐできるかというのは

事務局の理解では簡単に行かないだろうと考えているところでございます。従いまして、

この二つの目的を両方満たすシステム、これは現時点では難しいだろうと考えております。

これについては先日の幹事会の中でも、そういうことを踏まえていかなくてはならないと

提示したところでございます。リアルタイムでの心疾患、それもオンラインで、という形

では少し厳しいだろうと、そういうことを目的としていくのであれば少し仕様を変えなけ

ればならないだろうと。二つ目がこの目的が機器を整備するのか、どこに置くのかという

ことでございます。基本的には機器の整備、超音波の機器を整備する、また、伝送システ

ムに付属した部分、そういったインフラの整備に考えているものでございます。また、何

処に置くかなのですが、先程事務局の方から説明した通り、送り手、受け手、双方の体制、

ソフト面の課題、機器の整備はもちろんなのでございますが、やはり先生方同士のネット

ワーク、受け手側の体制、どういった形でやりとりするのか、そういったことも並行して

きちんと整理をしていかなければならないと考えております。そういったことを踏まえて、

導入して活用される医療機関に整備をしていく。これについては幹事会で引き続き仕様、

どういうことで活用していくかということを検討させていただければと考えております。

また、胎児データの郵送等によるプラン、ＳＴＩＣという機能、これは決まったわけでは

ございません。先ほど胎児心疾患のスクリーニングという話の意見がございました。これ

については既にＳＴＩＣという形での方法が全国的でも取り入られてございます。こうい

った先進事例が、オンラインでやりとりするということもございますが、まずは簡単にＣ

Ｄ－Ｒであるとか、ＵＳＢメモリなどでやりとりするということで先行されておりますで、

あくまでもそういうものを参考にして記載しているものでございます。これについては、

今後、このＳＴＩＣをどういう形で導入していくかどうかについても、幹事会で議論して

いきたいと考えているところでございます。 

〔杉山委員長〕 

ありがとうございました。また、ハードの面で、ＳＴＩＣも含めて、画像の問題という

のが一つありますね。ソフトの面ではマンパワーという問題もあります。千田先生、そち

らの方でマンパワー的な話、これが将来数年後フル稼働した場合、可能でしょうか。 

〔千田委員〕 

 現時点ではですね、例えば診療所の先生の所で何か異常が見つかった場合、それで診断

に必要なものが揃っていて、もう異常ということが分かった場合はもうその段階で近くの

地域センターに紹介してもらって、小児科医がそこに行って診断を付けています。それ以

上の部分になるかどうかですね。そういう意味で、地域中核なり協力病院にしっかりした

超音波の診断装置が行くのであれば、それはそこにいってやることもできる。ただそれを

全県から例えば郵送で送られてきて、そういう異常があるのであればその段階で異常です



から、確認のためには送っていただいた方がいいのかなと。それを郵送で送って更に見て、

又見に行くということが、もっと良くなるのかどうかということですね。３億いただいて。

実際全部これを揃えるとなるともう少しかかると思いますけれど、そこのあたり結局今の

画像に問題があるのであれば、心臓の所に関してだけですが、実際の感じでですね、我々

としては、心臓の専門医が地域中核と協力病院で、紹介いただいたところに行って診断付

けて、実際生まれてすぐに問題があるような新生児の数は、岩手県の中の約一万の出生に

対して 30～40です。その半分が出生前に異常が見つかって母体で送られてきている。残り

はですね、生まれた後、産科の先生の所で酸素ボンベをつけていただいて、異常というこ

とで新生児科に紹介が来て診断する、ということでほとんど見ていると思いますね。それ

以上の心臓の診断力を上げるにはどうしたらよいかということなのですが、それを一気に

全部捕まえるということであれば、見ていただいて異常があれば紹介していただくという

ことでもよろしいのかなと。それを伝送して診断することのメリットが何かあれば。 

〔小林委員〕 

 今先生がおっしゃったことは正しくそのとおりですし、この間私どもの会で新生児科の

松本先生にも出席して下さって野原課長さんにもコメントいただいた会でもやったのです

が、このＳＴＩＣに取って送ると言っても、先程千田先生がおっしゃったように、では誰

が受けるのか、郵送してやって本当に意味があるのかなということは個人的にも思います。

で、これはですね、この当初のさっき課長さんからお話が合ったようにリアルタイムの動

画で送ってそれを診断してもらうという方針が無理だということはまずはっきりしたとい

うことです。今日のこの会がそういうことを決定する会なのかどうかは私にははっきりわ

かりませんが、地域医療再生計画の幹事会で、そちらの委員会はまだ一度も開かれていな

いので、その辺を上手く整理してですね、この会で決めるなら決めるというように整理し

ていただいて、地域医療再生計画検討委員会はたぶん今後も開かれないだろうと思います

ので、この協議会で決めるなら決めるという方向でいって、今の無理だということがわか

ったらもうやめると、もうそれはしょうがないと思います。で、それに代わって、何か違

う、今ＳＴＩＣというお話があったのですが、ＳＴＩＣも実際にやって本当に意味がある

かというそれはですね、私も貴重なお金を使うからには、実効のあるものにしなければな

らないと思いますので、今後、今話したように受け手も大変、送り手も大変、診断するに

もいい画像が出るまでには送り手側の訓練も必要ということではいつそれができあがるの

かということになると、これもなかなかはっきりしたことが言えないのであれば、先生が

おっしゃったようなシステムをもう少し進めていくということで無理してですね、やって

も効率が悪いことはやめるときにはやめると、いうことも仕方がないのかなと個人的には

思いますが、これは私個人の意見ですけれども。 

〔杉山会長〕 

 ありがとうございました。正に現実的なところにリンクしていくような、修正もやむを

えないかもしれませんけれども、そういう方面で検討を進めていくと。 



〔菊池委員〕 

 私からも二点指摘させてください。胎児の超音波診断、心臓以外と心臓と二つに分けて

話させていただきますけれども、まず心臓以外の方ですね、この３ページの真ん中、平成

24 年度の所に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の話があり

ますが、これは実際の画像を見ないと心臓以外の超音波診断でも診断に耐え得るクオリテ

ィかという評価が必要ですので、これはぜひとも、私は実証実験に立ち会ったことがない

ので、立ち会わせてください。それがまず心臓以外のこと。それからもう一つ、ＳＴＩＣ

を使った胎児心臓診断についてなのですけれども、幹事会の方で案が作られてこの会に提

出した構造なのですけれども、これは幹事会のメンバーにはＳＴＩＣとか心臓診断の有効

かどうかという判断ができる方がいないので、ＳＴＩＣも含めた心臓の超音波診断を進め

るかどうかとその内容に関して議論するのであれば、この幹事会のメンバーに産科から僕

と、後小児科サイドから少なくとも松本先生、できれば小山教授の２名又は３名を是非と

も入れていただかかないと実際に話が進まないと思いますのでそれを要望します。 

〔野原総括課長〕 

 ありがとうございます。１点目については使う先生からの評価をいただくのが前提でご

ざいますので、速やかに先生に評価していただくよう手続きしたいと思います。２点目に

つきましては、当初の幹事会とは議論の中身、論点が少し絞られて参りましたので、ご提

案のとおり、今後の論点がまさにこの周産期の超音波画像の伝送システム、ここに集まっ

て参りましたので、使う先生方、菊池先生、また先生からご提案いただいたように次回幹

事会に参加をいただきまして進めさせていただきたいと思います。 

〔杉山会長〕 

 ぜひよろしくお願いします。 

〔葛西委員〕 

 確認させていただきたいのですけれども、去年までの事業内容におきましては、超音波

断層装置を県内の 11医療機関に設置するとあったと思うのですが、資料を見ますと、３ペ

ージの５医療機関だけに超音波断層装置を設置することになるのでしょうか。 

〔野原総括課長〕 

 はい。結論から申しますとそのとおりでございます。リアルタイムで活用できる前提で

進めて参りました。しかしながら、最初の目的、リアルタイムで画像のやり取りをすると

いうこと、これは診断的な部分で難しいだろうという評価がございました。現場の皆さん

から難しいというものを進めるのは難しいと考えてございますので、そういう意味ではあ

る程度ドクターとドクターのやり取りというところでない部分、いわゆる妊婦健診の部分

で活用するところ、これについて評価は可能、十分使えるところとなっておりますので、

その部分をまず先に進めていくと。そして岩手医大と宮古病院については、リアルタイム

での心疾患での評価は難しいと感じているところで、一方で技術的な部分の革新もござい

ますし、また、心疾患以外の部分のスクリーニングという要請も又あるのではないかとい



う幹事会でのご意見がありまして、そこでの地域病院と総合周産期センターで相当程度や

り取りしていると伺っている２病院で有効性を実証させていただければということで入れ

させていただいて、幹事会では了承いただいたところでございます。 

〔杉山会長〕 

 他に電子カルテと画像がリンクしてこないと機能できないと思うのですが、それに対し

ても何かございますか。 

〔村上委員〕 

 当院は電子カルテを導入しないと事務局から話があったかと思うけれども、超音波は電

子カルテを導入しないと受けられないということはあるのか。 

〔野原総括課長〕 

 そういうことではございません。 

〔村上委員〕 

 電カルが無くても超音波は入れてもらえるのでしょうか。 

〔野原総括課長〕 

 超音波をどこに入れるかということはまだ決まっておりません。先程説明した通りです

が、今後、目的、参加する医療機関というところを整理させていただいて、改めて各病院

に御相談させていただくように考えております。 

〔杉山会長〕 

 岩手医大にとっても非常によかった事業の一つに周産期救急搬送コーディネーター、こ

れが確実に実績が上がっていますが、これに関しての御質問はございますか。開業の先生

等で困ることとか問題などがあれば。 

〔小林委員〕 

 いーはとーぶもですね、今は母体搬送だけで使われているみたいですので、これは決し

て満足できる使い方ではないはずなので、これは菊池先生が今度お入りになって、いーは

とーぶの有効な使い方についてもですね、最初私がお話したように幹事会で決まったこと

が決定事項としてここに報告されるということになるのか、きちんと整理してもらった方

が良いのではないかと。委員会はもう現実には有名無実なものになっているわけですので、

消滅するなら消滅するで、新しい幹事会なら幹事会のメンバーをもう一度構成してですね、

菊池先生がおっしゃったようなメンバーを入れていただいて、そういう発想を変えた方が、

今までのもので行くと矛盾点が出てくるわけですね。変えていただいた方が良いんじゃな

いかと。率直に申し上げて。そうした方がやりやすいような気がします。 

〔野原総括課長〕 

 私の所ですぐに即答は出来ませんけれども、御指摘ごもっともの部分でございますので、

枠組みについては整理させていただいて、また委員の方々からも参考になる意見を頂戴し

て、それを踏まえていきたいと思います。 

〔千田委員〕 



 いーはとーぶのシステムは今回震災に対して蓄積されたデータが復元されて評価されて

いる素晴らしいシステムだと思います。私から希望するものとしては、せっかくここまで

出来ていますので、できればその後の、生まれたお子さんのデータ、例えばお母さんが困

るような予防接種や感染症のモニタリングに役立つような資料を一緒に入れていただける

と市町村に全てデータがあってこれを集めるのはなかなか難しいんですね。それと定期接

種は評価がつかまることができますが、任意のものはデータも症例もない。そういう意味

でも感染症の予防対策を練る上での医学的な資料として重要なものになってくると思いま

すので、そのあたりもネットワークの中で解決できるように考えていただければと思いま

す。 

〔松田委員〕 

 周産期救急搬送コーディネーター事業の継続性について聞きたいのですが、毎日御連絡

いただいて、こちらの病床の状況や産科医の職員が病床の体制を知らせていただいたりと

か、そういったことをしていただいております。夜や、深夜など、そういった時間帯でも

対応していただいて、非常にいい制度であると思います。ずっと続けていただければと思

っています。 

〔野原総括課長〕 

 はい。そういうところは先生方から評価されていますので、役所の中でも、予算を我々

のサイドと全体に配分するサイドとございますが、我々としては医療体制を整備する立場

でございますので、引き続きこの事業を続けていきたいと思います。 

〔杉山会長〕 

 一つ、いーはとーぶの件ですね、33市町村のほとんどが入っているということですけど、

地域での母子保健体制とのすり合わせはうまくいっているのでしょうか。 

〔野原総括課長〕 

 市町村サイドからも、先生方と同じ課題がございまして、母子保健台帳と、いーはとー

ぶ、これはダブル入力になってしまう、市町村にとっても大変なわけです。それで、母子

保健台帳に入力したものといーはとーぶをリンクさせるための補助ということで進めてま

いりました。そういう意味では、母子保健を進めている市町村にとっても、この先生方の

データ、保健師のデータはとても貴重なデータと思いますので、引き続き市町村の方にも、

この有効性を我々の方からもアピールをして、先ほど、先生がおっしゃったとおり、震災

の方でもいーはとーぶデータが生きていて、被災した役場でのバックアップデータが取れ

たということもございますので、様々アピールをして、まだまだ確かに、市町村を含め、

各先生方十分活用されていない部分もありますので、引き続いて活用について取り組んで

いきたいと考えております。 

〔杉山会長〕 

 そこらへんも、もっと確実にされていけばと思います。 

〔千田委員〕 



 乳児検診も手入力なんですね、紙ベースでやっております。ですから是非その辺りとも

リンクできるようにしていただけるとですね、すごくいろんな活用方法があるんじゃない

かと思いますね。 

〔小林委員〕 

 いわゆる電子母子手帳という考え方があって、山田さん、電子母子手帳が今、試作され

て使われているのではないですか。 

〔傍聴者〕 

 よろしいですか。 

〔小林委員〕 

 電子母子手帳だけでなくて、生涯にわたって、千田先生がおっしゃったようなものも入

るような仕組み。 

〔傍聴者〕 

 はい。あの、メディスの山田でございます。私どもの方は、電子母子手帳につきまして、

岩手県の遠野市さんの方でやらさせていただいて、そこでは、母子手帳は６歳までですの

で、それを開発して、それ以降は子育て電子手帳ということで、そのデータを引き継いで

さらに、小学生以降の予防接種情報や、もちろん検診の情報とそれから、大きな病気の情

報をいれて、それが最終的には成人になって、健康増進電子手帳、最後は福祉も入ってく

る６５歳以上の高齢者向けの電子手帳ということで、遠野市ではゆりかごから墓場までと

いうことで一貫してそういう発想で行くということで開発をして、全部が一貫して動いて

るわけでなく、電子母子手帳を始めたお子さんが実際にはまだ小学校に入ってませんので、

一人のお子さんをみれば、ずっとデータが入っているわけでないのですが、そういう志向

で動き出しているという事実はございます。 

〔杉山会長〕 

 ありがとうございました。ＩＣＴを使った取組も、連動して進めていかないと。また、

１年１年、かなり変わってくる部分もありますので、その辺もよろしくご検討いただいて

進めていただければと思います。 

 

(２) 協議事項 

 ア 地域周産期母子医療センターの認定について 

 

〔杉山会長〕 

 分娩数や規模からいっても問題ないと思われます。よろしいでしょうか。 

 他に御意見がなければ、ここで新たに県立宮古病院を認定するということで、よろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

〔杉山会長〕 



 ありがとうございます。異議なしと認めます。 

 

 イ 保健医療計画について 

 

〔杉山会長〕 

 ５年に１回直される計画ということでございます。今後何年かの計画について示されま

したが、委員から何かありますでしょうか。 

〔千田委員〕 

 産科医療従事者の負担軽減については色々書いてありますが、小児科医については何も

書いてないのはこれはどうしてでしょうか。負担軽減しなくてもよろしいということなの

でしょうか。 

〔千葉地域医療推進担当課長〕 

 いえ、そういうことではございません。あの、こちらの漏れだと思いますので、追記を

させて頂きたいと思います。 

〔小林委員〕 

 ついでによろしいでしょうか。千田先生おっしゃる通りだと思います。２ページのです

ね、産科医療機関数、産科医療従事者数はあるけれども、新生児科従事者数ということに

関しては記載が無い。これはやっぱりまずいと思います。新生児を見るドクターがいなけ

れば産科医療は成り立ちませんので、周産期医療には新生児科の医師がどれくらい負担が

あるかについては是非記載すべきであって、調べるべきです。それから新生児も産科もそ

うなのですが、この中に今日女性のドクターもいらしてますが、女性医師数の状況とその

処遇、こういうことはぜひ入れなければならないのではないかと思いますが、例えば、中

部病院さんは女性医師さん４人で、全員女性、そういう状況の中で今やっているわけで、

それが、何歳までピークを持っていけるかということは、女性のドクターに対する全国的

な調査、あるいは岩手県でも何年か前に調べた段階では、やはり３５歳くらいを境にして、

産科医療から少なくとも撤退している方が多数いるという話があるので、その辺は女性の

ドクターがいますので、意見をぜひ言ってほしいものです。 

〔杉山会長〕 

 中部病院の先生どうですか、意見ないですか。 

〔佐藤委員〕 

 当科は転勤が多くあって、夏までは男性１人いたが、今は私をを含めて全員女性です。

今小林先生の御指摘もあったとおり、幸いなことに５人中ママさんドクターが１人だけで

すので、とりあえずフルタイムで当直も含めてやっているのですが、ママさんドクターが

お子さんの事情で、欠勤が続いてて４人でやりくり非常に苦しい状況なんですね。それは

他の病院で女性だから男性だからというわけではないのでしょうけど、やはり子育てして

いる人も大変だし、それで穴を開けてしまって、残りの女性なり男性の医師も大変だと思



います。少し配慮いただければなと思います。 

〔杉山会長〕 

 他にございませんか。 

〔小舘委員〕 

 岩手県看護協会の助産師職能理事の小舘と申します。私は岩手医大の周産期センターの

師長をしていますが、この程、助産外来を開設しています。助産師外来という名目で表記

されていますけれども、ほとんど今助産外来等になっていると思います。院内助産システ

ムをまさに助産外来と言えると思います。全国的にそういう名称になっておりますので、

ここはぜひ確認して頂いて、このプリントの中では全部助産師外来となっていますので、

お願いします。というのは、看護外来というのも、同じような名称で使われているので、

助産業務を行うところということで助産外来にしてください。よろしくお願いします。 

〔杉山会長〕 

 ありがとうございました。他にございませんか。 

〔天沼委員〕 

 出生数の数を見ていく上で話をされるのは、岩手県に住所がある方ですよね。実際は里

帰り分娩の数を含めれば、出生数というのはそんなに推移としては減ってないのではない

かなという印象を受けるので、そういうデータを含めて出された方が、例えば周産期をや

る上で、市町村が分娩数が減ってきているというのは、あくまでもそこにいる住民票のあ

る方の現象であって、里帰り分娩を含めれば変わってくると思うので、そういうデータも

早く出されればいいのかなと思います。 

〔千葉地域医療推進担当課長〕 

 今、様々御意見頂いたことにつきましては、こちらで今日のご意見はきちんと踏まえま

して、計画の見直しはさせていただきたいと思います。県の中でも、女性医師に対する支

援などの事業は実際には周産期に限らずやってございますけども、そういった事業をやっ

ているところの書き込みが足りないとかですね、あるいは現状に対して、施策が書き込ま

れていないとかですね、そういった整合ももう一度検証しながらですね、先生方の御意見

と一緒にですね、また更に検討していきたいと思いますので、今日の御意見をしっかり踏

まえてやっていきたいと思っています。 

〔杉山会長〕 

 よろしくお願いします。今までもやってますけれど、ＩＣＴという一つの大きなキーワ

ードですね、今医師が少なくなっていますが、もう一つ助産師外来を謳ってますから、助

産師の支援的なものは具体的に何かあるのでしょうか。例えば県立大学で助産師の育成さ

れてますけれど、実績として見えてこないんですよね。そういった視点でも助産師さんの

もっと働きやすい環境を、特に病院内にですね、作ればかなり状況が変わると思うのです

が。 

〔千葉地域医療推進担当課長〕 



 即答はしかねるのですが、持ち帰って検討させて頂きたいと思います。 

〔杉山会長〕 

 他にございませんか。よろしいでしょうか。もしございましたら、この際御意見を頂い

ておれば、今度の５年間に反映できるところですが。 

 

 

(３) その他 

〔杉山会長〕 

 全体を通じて何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。それではその他の部分に

はいりたいと思いますが、事務局何かございますか。 

〔千葉地域医療推進担当課長〕 

 特に用意してございません。 

〔杉山会長〕 

 よろしいでしょうか。それではちょっと早く終わりますけれど、なければ、今日の議事

終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

〔千葉地域医療推進担当課長〕 

 杉山会長、議事進行いただきまして、ありがとうございました。委員の皆様には長時間

にわたり、ご協議いただきましてありがとうございました。様々ご意見を頂戴いたしまし

たので、県の方で検討させていただき、施策、計画に反映していきたいと思います。 

 それでは以上をもちまして、平成 24年度の岩手県周産期医療協議会を終了させていただ

きます。本日は誠にありがとうございました。 

 


