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平成 28年度第１回岩手県周産期医療協議会 開催結果及び会議録 

 

１ 開催概要 

日 時  平成 28年 8月 4日（木）16時 00分から 17時 20分まで 

場 所  岩手医科大学 60 周年記念館 10階 同窓会室 

出席者  別紙「出席者名簿」のとおり。 

議 事 （１）会長選任 

（２）報告事項 

地域医療再生計画（周産期医療体制整備関連）の取組状況について 

（３）協議事項 

① 次期岩手県周産期医療体制整備計画の策定について 

② 周産期医療体制整備計画検討部会の設置について 

③ 周産期医療実態調査の実施について 

（４）その他 

 
２ 開催結果 

○ 委員の互選により、会長に菊池昭彦委員（岩手医科大学産婦人科学講座教授）が選任された。 

○ 協議事項①、②、③ともに、委員の意見を踏まえ取組を進めることについて了承された。 

 
３ 会議録 

（１）会長選任 

発言者 発言内容 

事務局（医療

政策室・高橋

地域医療推

進課長） 

今回の会議は、昨年度の委員改選後初めての会議となるので、最初に会長の選任を行う。 

本協議会の設置要綱第４条の規定により、会長は、委員の互選によることとなっている

が、各委員から提案はあるか。 

杉山委員 前回まで自分が会長を務めていたが、今後の新たな計画等を考えると菊池昭彦委員にお

願いすることが最適と考える。これについては、千田委員からも了解いただいている。 

事務局（高橋

課長） 

ただいま、杉山委員から岩手医科大学産婦人科学講座教授の菊池委員を推薦いただいた

が、いかがか。 

各委員 意義なし。 

事務局（高橋

課長） 

異議がないようなので、菊池委員に会長をお願いする。 

菊池会長 岩手県の周産期医療がさらに発展するよう頑張りたいと思うので、皆様のご支援をお願

いしたい。 

 

（２）報告事項 

地域医療再生計画（周産期医療体制整備関連）の取組状況について【資料１】 

発言者 発言内容 
事務局（医療

政策室・中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料１により、「地域医療再生計画（周産期医療体制整備関連）の取組状況」を説明。 

地域医療再生計画（周産期医療体制整備関連）については、左側の「目標」の欄にある

とおり、総合周産期母子医療センターを核とした医療機関連携により、安心な医療提供体

制の整備や医師の負担軽減を図るため、平成 22 年 1 月に策定し、国から交付された基金
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発言者 発言内容 
を活用して、事業検討部会のご意見をいただきながら、大きく分けて 5つの項目に取り組

んだもの。なお、計画期間については、当初は 25 年度末までであったが、一部の事業に

ついては国へ延長の協議を行い、平成 27年度までの実施が認められたもの。 

各項目の取組状況について、一番上の段の「周産期電子カルテ」については、周産期母

子医療センター及び協力病院の 10施設に、24年度から 25年度にかけて周産期電子カルテ

を導入し、各医療機関の総合(基幹)電子カルテや「いーはとーぶ」との連携を図る環境を

整備した。また 25 年度には、「いーはとーぶ」について、超音波画像伝送システムの画像

呼出し機能の追加や、日本産婦人科学会の統計情報報告フォーマットの変更に伴う改修を

行った。 

なお、各医療機関での周産期電子カルテの運用経費について、この地域医療再生基金に

よる支援は終了したが、平成 26年度からは「地域医療介護総合確保基金」、いわゆる新基

金により支援している。 

次の段の「超音波画像伝送システム」については、胎児の超音波診断画像を他の医療機

関に伝送できるシステムを開発し、平成 24年度に県内 5施設にモデル的に導入・運用し、

実証実験の結果から、胎児先天性心疾患の診断については別の方策が必要とされたことか

ら、平成 25 年度に胎児心疾患の連携体制整備の検討を岩手医大への委託により行うとと

もに、スクリーニング体制構築のための超音波診断装置を各周産期母子医療センター及び

遠野市助産院の 12施設に整備した。 

平成 26、27 年度は、その他の分娩取扱等医療機関へのエコー機整備を行うとともに、

読影技術や機器操作の研修を実施した。 

次の段の「いーはとーぶの加入拡大」については、市町村における妊婦情報の二重登録

の負担を軽減するため、各市町村の保健システムと「いーはとーぶ」との間で妊婦基本情

報が共有できるよう連携するための改修費用を補助するもので、取組の結果、「いーはと

ーぶ」への加入市町村数は現在のところ 32市町村となっている。 

次の段の「周産期医療情報連携に係る人材育成」については、新生児蘇生法や「いーは

とーぶ」の操作、超音波診断装置の操作に係る講習会の開催などを平成 24年度から 27年

度まで遠野市に委託して実施してきたもの。平成 26 年度からは、事業の一部を見直し、

新生児蘇生法や超音波診断装置の操作に係る講習会などを実施した。 

一番下の段の「新生児救急搬送体制の充実」については、平成 24 年度に各周産期母子

医療センター及び協力病院 11施設に保育器と人工呼吸器を整備した。 

全体事業費については、計画額 16億 3千 3百万円に対して、実績額は 15億 1千 8百万

円となった。 

小林委員 再生計画の事業は平成 28年度以降はどうなるのか。終了なのか継続なのか。 

事務局（中村

主任主査） 

再生計画の事業については基金事業であるため、平成 27 年度で終了した。今後は事業

で整備したシステム等を運用していくものである。 

小林委員 新生児蘇生法の研修は、平成 28年度以降はどうなるのか。 

事務局（高橋

課長） 

平成 28 年度は、資料１の別紙にある「６ 周産期医療関係者育成研修事業」により新

生児蘇生法の研修会を行うほか、「７ 超音波画像読影技術等研修事業」により画像読影

技術等の研修を新規で行う。 

県としては、基金事業により平成 27 年度までに各分娩取扱医療機関にエコー機を設置

したほか、周産期母子医療センターに超音波画像転送システムを導入し、システム関係の

整備は平成 27年度までで終了したものであるが、平成 28年度以降はそれらの機器を使っ

てスキルアップのための人材育成研修を継続していく必要があると考えている。 
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（３）協議事項 

① 次期岩手県周産期医療体制整備計画の策定について【資料２】 

② 周産期医療体制整備計画検討部会の設置について【資料３】 

発言者 発言内容 

事務局（中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料２、資料３により、「次期岩手県周産期医療体制整備計画の策定」及び「周産期医

療体制整備計画検討部会の設置」について、事務局（案）を説明・提示。 

吉田委員 計画検討部会の委員について、岩手県産婦人科医会から１名を委員として入れていた

だきたい。 

小林委員 県内の分娩数の半数近くを取り扱っている開業医が吉田委員だけで、その他は周産期

母子医療センターである病院の医師であるため、開業医からの意見が反映されないと困

ることから、岩手県産婦人科医会から若手の医師を出したいと思うので、よろしくお願

いする。 

事務局（高橋

課長） 

改めて、岩手県産婦人科医会から推薦いただいて委員を追加することとしたい。 

小林委員 国の指針を待って県の計画を策定するということであるが、産科医・小児科医（新生

児医療専攻医）の不足、女性医師増加については分かり切っていることであることから、

これに対して国の指針を待つまでもなく、医師不足対策や産科・小児科医を増やすため

の何らかの具体的な方策を、岩手県として独自に検討していく必要があると思う。 

事務局（高橋

課長） 

国の指針については、昨年度から国の「あり方検討会」において検討しており、当初

昨年度末までに示すこととなっていたものであるが、その後今年の夏頃という情報がさ

らに延びて、現段階では秋頃ということになっており、年内に示されるかどうかという

状況である。本来であれば、昨年度末に国の指針が示されるのを受けて今年度当初早々

にこの協議会を開催するという予定であったが、国の様子を見て今の時期の開催になっ

たものである。 
国ではこれまで５回検討会を開催し、ある程度議論の方向性は見えているので、国の

指針が遅くなるようであれば、国の指針にかかわらず計画検討部会を開催し、岩手県と

しての議論を始めたいと考えている。 

杉山委員 岩手県で新生児を扱う小児科医、産科を行う産婦人科医の増加が見込めるかというこ

とがポイントである。おそらく増加は見込めないと思われるので、県として、この（周

産期の）枠組み以外でも対策をとれると思うので、何らかの手立てを積極的に行うべき

である。 
福島県では積極的に医師を集めており、実際にある程度集まっている。例えば医学生

の地域枠で、産婦人科、小児科に 15人のうち１人でも入れるような方策を先んじて動い

てほしいと思う。 

事務局（野原

副部長兼医

療政策室長） 

年々、分娩取扱医療機関が少なくなってきており、産科医も高齢になってきているこ

とから、何とかしなければならないという危機感を県としても共有しており、県議会で

も周産期医療をどうしていくのかという質問を多数いただいており、県民にも関心のあ

ることだと理解している。 

一方、医師不足については、ここ 10年来、県として医師確保にずっと取り組んできた

ところである。産婦人科医、小児科医はもちろん、がんを取り扱う病理医、放射線治療

医など、さまざまな分野、すべての診療科で不足している。そういった意味では岩手県

の取組は、まずは医師の絶対数を増やそうということで、地域枠医師、奨学金養成医師

の取組を進めてきたところである。地域偏在に関しては、ある程度、奨学金養成医師に

より成果が表れてくるのではないかと思われるが、今後は診療科の偏在についても議論
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発言者 発言内容 

を進めていかなければならないと考えている。一方で、すべての診療科が足りない状況

で、どの診療科を優先させるかということについては、なかなか議論が難しい部分もあ

る。 

これまで 10 年来、この周産期医療協議会でも、少ない医療人材の中でどのようにみん

なで分担してやっていくかが主なテーマであり、これについては引き続き議論していく

が、今後は人材確保についても、単に奨学金養成医師だけでなく、先に杉山委員から紹

介のあった他県の取組事例なども参考とし、各委員からの御意見もいただきながら、ど

のような方策があるかを一緒に検討していきたい。 

渕向委員 国の検討において小児周産期災害リエゾンの話があったが、具体的に岩手県で指定し

ていくという動きになるのか。 

事務局（高橋

課長） 

まだ国から県に正式な通知はない状況であるが、国で研修事業を行うという情報があ

り、いずれ制度化されるものと思われる。実際の災害時には、県が委嘱している災害医

療コーディネーターと小児周産期災害リエゾンが一緒に活動するような内容のようであ

るが、具体的な情報はまだ来ていない。 

渕向委員 熊本地震の際には、小児周産期災害リエゾンが県災対本部に入って小児や周産期関係

のニーズ把握し活躍したようであるので、ぜひ岩手県でも指定していただきたいので検

討をお願いする。 

天沼委員 産科医、小児科医等の医師を増やすこと、招聘について、今後専門医制度が変わるこ

とにより大学が中心になると思うが、若手を集めるだけでなく中堅クラスの医師を集め

ることも重要ではないかと思う。自分も大学から県医療局に移ったが、入る前は招聘が

手厚いが、入った後はあまり手厚くなくなるような感じがするので、入ってきた医師が

残るようなことを検討すべきである。 
また、災害医療に関して、新生児専攻の小児科医でＤＭＡＴ隊員もいるので、活用し

ていくことも重要であると思う。自分もＤＭＡＴ隊員である。 

事務局（佐々

木保健福祉

部長） 

医師招聘に取り組んだうえで、来ていただいた医師に残っていただくための取組を行

う医師支援推進室という組織があり、医師を訪問し入ってみてどうかというようなフォ

ローアップ等の活動を行っている。まだまだ取組が足りないという指摘と理解したので、

保健福祉部と医療局の共管組織である医師支援推進室に伝えて、今後とも来ていただい

た医師の意見を聞いて施策に結び付けることに力を入れていきたい。 

菊池会長 それでは、各委員の意見を踏まえて、事務局からの提案のとおり計画検討部会を設置

し、計画策定作業を進めることとしてよろしいか。 

全委員 異議なし。 

菊池会長 異議がないとのことであるので、そのように進めることとする。 

 
③ 周産期医療実態調査の実施について【資料４】 

発言者 要旨 

事務局（中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料４により、「周産期医療実態調査の実施」について、事務局（案）を説明・提示。 

小舘委員 新生児の搬送状況についての質問であるが、勤務先で今年になって新幹線を使って県

外に搬送したケースがあったが、これも対象になるのか。また、5 か月や 8 か月の子ども

も対象になるのか。 

菊池会長 ５か月や８か月となると新生児ではないので対象外であり、生後 28日以内のものが対

象になるものであろう。 
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発言者 要旨 

佐藤多代委

員 

未受診妊婦の定義はどうなるのか。出生届と母子手帳を同時に受け取った者というこ

とか。結構、市町村が住民の情報にアンテナを張っていて、この人がお腹が大きいとい

うので 35～36週で１回だけ受診して母子手帳をもらうケースもあり、次はすぐ分娩にな

ったという場合は未受診にならなくなるが、それでよろしいか。 

事務局（高橋

課長） 

未受診については、1度も受診せずに「駆け込み」で分娩した事例を考えている。 

小林委員 定義上はそうかもしれないが、そのような事例はほぼ未受診で、「駆け込み」に準じる

出産であり、それも未受診として取り扱ってほしいと思う。 

例えば、４か月で１回受診して、その後出産のときにだけ受診したというのは、当然

未受診に準じるものであり、母子手帳は持っていてもぜんぜん健診に来ないで、突然来

て生まれたというのは、未受診の範疇に入るのではないか。 

事務局（高橋

課長） 

定義については、後日、相談させていただきたい。 

菊池会長 純粋な未受診と、１回だけ受診とかいくつかのパターンで回答欄を設けてはどうか。 

事務局（高橋

課長） 

了解した。 

佐藤多代委

員 

市町村に照会するのであれば、健診券を何回以下しか使っていないということで拾え

ると思うので、病院でも市町村からでも回答できるのではないか。 

吉田委員 医療機関の状況について、診療所にはそぐわない内容が多いので、後で事務局と相談

させていただきたい。 

事務局（中村

主任主査） 

診療所については、詳細を把握する必要がない部分もあると思うので、簡素化したい

と思う。 

小林委員 院内助産について、現実に院内助産をやっているところはあるのか。 

事務局（高橋

課長） 

県立釜石病院と県立宮古病院で行っている。県立久慈病院は現在は行っていない。 

佐藤昌之委

員 

県立久慈病院では昨年度途中までは院内助産をやっていたが、現在はやっていない。

自分が立ち会わないで分娩が終わった症例もあった。 

小林委員 院内助産については、やっているところが分かっているので、やっているところにだ

け聞けばいいのではないか。これは院内助産を推奨しようとしているのか、発展的に進

めようとしているのかによって対応が違ってくるので、その確認のほうが大事だと思う。 

事務局（高橋

課長） 

それらについても含め検討させていただきたい。 

鈴木委員 前回の計画策定時には青森県、宮城県との県境地域の妊婦の受療動向調査を行ったが、

今回のこの調査でそれも把握できるものか。 

事務局（高橋

課長） 

前回は県北、県南の県境地域のみを対象として受療動向の調査を行ったが、今回は範

囲を全県域に拡大し、さらに母体・新生児の搬送状況等も含めて詳細な調査を行うもの

である。 

千田委員 この調査である程度の受療動向は分かるが完璧ではないため、完璧にするためには死

亡者の小票を見なければならない。それによって、岩手県の人が県外で亡くなっている

のか、県内で亡くなっているのかが分かる。それで課題を抽出しないと本当の意味での

問題点は出ないと思うので、この調査が終わった後に、問題を完璧に、完全に明らかに

するために小票調査をしてほしいと思う。 
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また、「いーはとーぶ」への参加市町村が 33市町村中 32市町村となっているが、あと

ひとつはどこか。 

事務局（高橋

課長） 

西和賀町である。 

千田委員 「いーはとーぶ」に 32市町村参加していれば、これである程度のデータは取れないの

か。 

事務局（高橋

課長） 

「いーはとーぶ」の利用は妊婦全員ではなく同意した方のみであり全員ではないため、

全数のデータはないものである。 

菊池会長 それでは、これまでの各委員の意見を踏まえて、周産期医療実態調査を実施すること

としてよろしいか。 

全委員 異議なし。 

菊池会長 異議がないとのことであるので、そのように進めることとする。 

 
（４）その他 

発言者 要旨 

事務局（中村

主任主査） 

今後の取組として、今年度は周産期医療協議会をもう１回、検討部会を２回開催する

予定であり、また、周産期医療実態調査を各医療機関、市町村を対象として行うので、

よろしくお願いする。 

鈴木委員 地域医療構想関係の会議などでも、地域の大きな課題として、周産期医療の話は必ず

取り上げられており、保健所が主催して地域の関係者や市町村と検討する場は増えてい

る。 

その場で周産期医療の本質を変えるところまでは行かないかもしれないが、検討部会

などを通じて、保健所、地域、市町村が周産期医療にどう関わっていくかや、これまで

も中核病院とは母子保健事業などで密接に関わってきたが、これまで以上に中核病院と

のよりよいネットワークや太いパイプを築くことや、地域での課題の検討や周産期医療

の充実のための地域での取組については、保健所が担っていけると思うので、よろしく

お願いする。 

小林委員 直接周産期医療に関係するか分からないが、保健所単位で、子どもの虐待予防のため

に、地域の保健師、小児科医師、精神科医、福祉関係者、助産師などが集まって症例検

討会を行っている。その検討会などを通じて関係者のスキルアップや助産師の自立性も

高まっていくことから、今後も続けて欲しい。さらに、実態はよく分かっていないが、

東京都の調査では出産後 1 年以内の自殺者が結構いたということもあり、岩手県でもあ

るだろうと思われるため、妊産婦の自殺予防や親子心中の予防にも保健所が主体となっ

て進めて行ってほしい。 

事務局（高橋

課長） 

地域の助産師が虐待防止を含めて産後ケア、妊産婦のケアをどう支援していくかが大

きな課題となっていると思う。そのようなこともあり、今回、県助産師会から大坂委員、

県立大学から福島委員に本協議会に参画いただいたところである。地域で安心・安全な

出産ができるような環境を整えていくためには、産婦人科医だけではなく、その他の周

産期医療人材をどのように活用していくかということも大きな課題であると思うので、

今後、市町村や地域の取組も含めて県も一緒に考えていきたいと思う。 

事務局（子ど

も子育て支

援課・後藤総

産科医療機関においては、産後うつスクリーニングを実施するなど、妊産婦のメンタ

ルヘルス等に協力いただいている。 

各保健所においては、ＥＰＤＳ（エジンバラ産後うつ病質問診）の点数が高く注意が
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括課長） 必要な妊産婦に対して、医療連絡会議を通じて市町村につなぎ保健師等が家庭訪問によ

り見守りを行うということであり、保健所、市町村、産科医療機関等が一緒になって地

域でそのような体制をとっているところである。 

そのような体制も含めて、妊産婦のメンタルヘルス、虐待予防、自殺予防に取り組ん

でおり、今後も取組についてよろしくお願いする。 

菊池会長 他に意見等がなければ、これで議事を終了とする。 

事務局（高橋

課長） 

長時間の議論について、感謝申し上げる。 

本県の周産期医療を取り巻く環境は非常に厳しいものであるが、県内の周産期医療関

係者、市町村を含めて一体となって取り組む必要がある課題であると思うので、今後、

計画検討部会を中心として具体的な協議を行いながら、岩手県として新たな方向性を検

討していきたいと思うので、今後ともよろしくお願いする。 

以上をもって第１回周産期医療協議会を終了する。 

 


