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平成 29 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 29 年 11 月 27 日（月）16 時 00 分から 17時 35 分まで 

場 所  岩手県立中央病院 ４階 大ホール 

出席者  別紙「出席者名簿」のとおり。 

議 事 （１）周産期医療体制整備計画検討部会における検討結果について 資料１ 

（２）岩手県保健医療計画（周産期医療の体制）の見直しについて 資料２ 

（３）その他 

 

２ 開催結果 

○ 議事（１）について、平成 29 年２～９月に計３回開催した同検討部会における検討結果を報

告した。 

○ 議事（２）について、同計画の見直し内容について説明を行い、意見を聴取した。 

 

３ 会議録 

（１）周産期医療体制整備計画検討部会における検討結果について【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、第１回周産期医療体制整備計画検討部会の開催結果について説

明。 

計画検討部会については、昨年度本協議会において設置について承認いただき、

今年の２月、７月、９月に計３回開催した。 

第１回では、岩手県医師会の吉田委員を部会長に選任のうえ、国の動向や次期計

画の策定について説明し、また、その他として県立病院における助産師の状況等に

ついて説明し、委員から意見をいただいた。 

第２回では、周産期医療に係る取組状況や国の指針改正の内容等について説明

し、次期計画の構成骨子や論点について示し、意見をいただいた。 

第３回では、周産期医療圏の設定や医療計画の見直しの方向性、医療情報連携の

状況、これまでの取組等について説明し、意見をいただいた。 

なお、各回の主な資料については、それぞれ参考資料１－１、１－２、１－３と

して添付している。 

２ページには、分野ごとの検討結果を載せている。 

患者の状況については、飛び込み受診や精神疾患合併妊婦等が増加しているとい

った発言があり、また、ＩＣＴの活用については「いーはとーぶ」の活用促進やテ

レビ会議システムの活用について意見があった。 

医療従事者の確保については、産婦人科医、小児科医、助産師の不足への対応と

して、産婦人科医等に特化した奨学金や助産師に特化した修学資金の創設について

ご意見をいただいた。また、圏域設定については、現状の設定で特に問題はないと

の意見や、限られた医療資源で現状維持が精一杯であるとの意見をいただいた。 

新たな取組としての災害対応については、災害時小児周産期リエゾンについては

本部だけでなく地域にも配置すべきといった意見や、周産期医療体制の整備につい

ては、救急搬送体制の強化、特にも新生児のヘリ搬送体制の整備や、ＮＩＣＵ入院

児の地域移行支援体制の整備について意見をいただいた。 

これらの意見については、右側の列に記載しているとおり、計画に反映し素案を

作成しているところ。 
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発言者 発言内容 

村上委員  第１回検討部会の内容で、「県立病院における助産師資格者確保の現状と課題に

ついて」とあるが、周産期医療は県立病院だけでやっているわけではなく、県内に

は盛岡赤十字病院や北上済生会病院など、県立病院以外の病院も役割を担っている

ので、「県立病院等」としないと不公平感がある。 

事務局（中村

主任主査） 

この議題については、県医療局から県立病院の助産師について、今後の退職予定

者数により減少する見込みであること等について報告があったものである。 

 

 

（２）国の動向について【資料２】 

発言者 発言内容 

事務局（中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料２により、岩手県保健医療計画（周産期医療の体制）の見直しについて説明。 

（資料２－１、２－２） 

まず、保健医療計画の位置付け等について、この計画は医療法に基づく計画であ

り、計画期間は平成 30年度から平成 35年度までの 6 年間となっている。 

次に、昨年度末に国から出された計画策定指針において方向性や論点がについて

示されており、まず、医療計画と周産期医療体制整備計画を一体化することとされ、

また、医療計画においてこれまで周産期医療体制整備計画に記載されていた協議会

や周産期母子医療センター、搬送コーディネーター等について医療計画に記載する

こととされました。これらについては、計画を一体化するとともに、周産期医療体

制整備計画の記載事項を継承し医療計画に記載することとしている。 

また、新たな課題への対応として、災害時の対応や総合周産期母子医療センター

における精神科との連携が示され、これらも医療計画に記載することとしておりま

す。また、圏域の設定については、分娩取扱医療機関のカバーエリアやカバー率を

考慮することとされ、それらを踏まえて圏域設定することとしている。 

資料２－１の２ページでは、先に説明した検討部会での意見や、国の指針を踏ま

えた次期計画の主な見直し事項について記載している。なお、計画の構成について

は、資料２－２に示している。 

現状については、ＩＣＴ活用による医療情報連携体制の整備や、東日本大震災津

波での対応等について追加している。 

資料２－２では、現行の医療計画と周産期医療体制整備計画を踏まえ次期計画の

柱建てを示しており、現状として、ＩＣＴの関係、研修、災害対策、地域で妊産婦

を支える取組について新たに追加している。また、求められる医療機能として総合

周産期母子医療センターにおける精神科との連携や災害対策、療養・療育支援につ

いて追加している。 

また、圏域の設定については、第３回検討部会でカバー率やアクセス状況等につ

いて資料を示し（参考資料１－３）意見をいただいたところであり、先ほど説明し

たとおり、現行の４圏域で特に問題ないとの意見もあり、現行の設定を継続するこ

ととしている。 

次に、課題については、これまで「妊産婦の負担軽減」、「医療従事者の負担軽減」、

「周産期医療体制の整備」としていたが、「周産期医療体制の充実・強化」、「災害

時における小児・周産期医療の確保」、「地域で妊産婦を支える取組」、「医療的ケア

を必要とする障がい児等の療養・療育の支援」に再編成した。 

具体的には、周産期医療体制の充実・強化として総合周産期母子医療センターに
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発言者 発言内容 

おける精神科との連携の必要性や、災害時における小児・周産期医療の確保、それ

から地域で妊産婦を支える取組の必要性、医療的ケア児等の療養・療育の支援等を

追加している。 

また、数値目標については、資料２－２にあるとおりこれまでの「周産期死亡率」

のほかに、検討部会意見等を踏まえ「新生児死亡率」と「災害時小児周産期リエゾ

ンの養成数」を追加している。 

施策について、そのうち主な取組としては、周産期医療体制の充実・強化として、

ＩＣＴの活用により医療機関や市町村が連携し産後うつや精神疾患合併妊産婦へ

のサポート、救急搬送体制の強化として新生児のヘリ搬送体制の整備検討、災害時

の対応として「災害時小児周産期リエゾン」の配置のほか、アクセス支援や産前・

産後ケア等の市町村の取組促進、医療的ケア児等の療養・療育に係る連携体制の構

築等について追加している。 

資料２－３は、現行の計画を見え消しした素案で、下線部分が変更・追記したと

ころである。統計数値等は調整中であり、最終的には最新の数値を掲載する。５ペ

ージ以降の求められる医療機能の部分には、これまで周産期医療体制整備計画に記

載されていた細かい機能等を記載しているので、追加記載が多くなっている。 

また、９ページ以降の課題の医療従事者確保の部分については、関係学会からの

提言等を引用し、産科医、小児科医の不足状況について示している。 

なお、数値目標（P11）の周産期死亡率及び新生児死亡率の目標値については、

暫定的に数値を記載しているが、これについてはご意見をいただきながら調整を図

りたいと考えており、検討案について資料２－５により説明する。 

まず、周産期死亡率については、全国では一貫して低下傾向にある一方、本県で

は概ね低下傾向にあるものの、年による変動が大きくなっており、これらを踏まえ

目標値については、近年の最低値である平成 27年の 3.4、又は国の過去 5年の平均

の 3.7、又は県の直近値 3.8 の３案が考えられる。 

また、新生児死亡率については、全国では周産期死亡率と同様に一貫して低下傾

向にあり、一方、本県においては年による変動が周産期死亡率よりも大きくなって

おり、これらを踏まえ、目標値については、県・国の過去 5年の平均値である 0.9、

又は県の直近値 0.8の２案が考えられる。 

11 ページ以降の施策については、これまで説明してきた取組を記載しており、取

組にあたっての協働と役割分担については、現状を踏まえ変更している。また、最

後の体制図についても現状を踏まえ変更している。 

次に資料２－４により「災害時小児周産期リエゾン」の説明を行う。 

この災害時小児周産期リエゾンについては、平成 28 年度から国が養成研修を実

施しており、昨年度、今年度とも岩手医大附属病院の小児科医、産婦人科医が受講

している。 

本県における体制については、現在県が委嘱している「災害医療コーディネータ

ー」と同様に県から委嘱する形で設置したいと考えており、活動場所や費用等の関

係も同様としたいと考えている。また、平時から研修や訓練にも参加していただき、

ＤＭＡＴやコーディネーターと顔の見える関係を築いていただきたいと考えてい

る。 

事務局（高橋

課長） 

補足説明であるが、昨年度から計画検討部会を３回開催し様々意見をいただき、

また、８月末から９月にかけて各周産期母子医療センターを訪問し、産科医、小児

科医から直接意見をいただいたところである。 

その中で多かった意見として、産科医・小児科医、助産師の不足の状況や、新生

児の救急搬送体制の強化が必要、また、岩手医大ＮＩＣＵの長期入院児を地域に戻
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発言者 発言内容 

す際の保健・福祉との連携体制の構築が必要ということであった。 

また、国の計画策定指針において、災害時における小児周産期医療体制の確保、

精神科との連携による妊産婦への対応というようなことが新たに追加されたこと

を受け、それらの取組を新たに盛り込んだところである。 

また、本県独自の取組として、アクセス支援等も含め地域で妊産婦を支える体制

づくりの強化といった取組も記載している。 

今回の医療計画の見直しでは、これまでの医療計画と周産期医療体制整備計画を

一本化して新たな医療計画の周産期医療の体制部分を策定するものであり、資料２

－２のとおり二つの計画を一本化して項目も充実したものとなっている。 

資料２－３の P11 の数値目標は、これまで周産期死亡率のほかに、計画部会でご

意見のあった新生児死亡率を追加したもの。資料には平成 27 年の数値を記載して

いるが、平成 28 年の数字が出ており、周産期死亡率は 3.8、新生児死亡率は 0.8

となっている。目標値については、平成 27 年の数値であり、現状維持ということ

で仮置きしている。これについては、資料２－５で説明したとおり、これまでの推

移を見たうえでご意見をいただきたいということである。 

菊池会長 数値目標の設定について意見等があればお願いする。 

小山委員 新生児死亡率を数値目標に掲げることについては、非常に意味があると思う。資

料２－５で、岩手県の数値は全国に比べて低い年もあるが、かなり高い年もあり、

安定した新生児医療を提供するという意味では、このアウトカム（結果）は良くな

いと言わざるを得ないものであり、変動しやすい医療圏だということになる。よっ

て、それを数値目標に掲げることは非常に大きな意味があると思う。 

また、資料２－３の P9 の全国の主要な学会が求めている医療従事者の確保につ

いて、産科医は総合周産期母子医療センターは常勤医師 20 名以上、地域周産期母

子医療センターは常勤医師 10 名以上、新生児科医はＮＩＣＵ15 床あたり常勤医師

10 名以上の配置が必要という提言であるが、これは岩手県の現状からかけ離れてお

り、岩手県でははるかに及ばない状況で周産期医療が行われているという認識が必

要だということであり、人手不足が否めないということである。研修医の確保や専

門医制度が大きく変わっているが、弱体化している周産期医療に向けた人材確保と

初期研修医制度、専門医研修制度との関係を岩手県全体としてどのように考えてい

くか。例えば、専門医制度ではこれからは大学病院のような大きな教育機関に属し

ていないと専門医にはなれない。そうすると専門医の教育プログラムと岩手県の医

療がお互いに連携していないと、必要なところに周産期を担当する医師を派遣でき

ないということが現実に起きていて、大変な困難に直面している。そのあたりを県

全体の問題として考えていただきたい。 

事務局（野原

室長） 

ご指摘いただいた点は重要なことであり、初期研修医制度については制度が変わ

り産科・小児科が必修となり元に戻ったところであり、また、新たな専門医制度は

来年度から本格的にスタートするが、県では専門医の協議会を立ち上げ、杉山委員

に委員長を務めてもらっている。産科・小児科に限らず、すべての分野の県の医療

体制と専門医制度による人材育成がきちんと整合を取ってリンクしていかなけれ

ばならない課題であると理解している。そういった意味では、国の制度が今後変更

され、立ち上がるところであり、ご指摘いただいた点は重要なことであるので、現

時点では具体的な記載は難しいが、いただいた意見の趣旨を踏まえて今後検討を進

めていきたい。 

菊池会長 よろしくお願いする。数値目標の新生児死亡率については、設定案についてはど

うか。 
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発言者 発言内容 

小山委員 ある年だけ良くてもダメなので、常に全国平均よりも良い状態でないと安心して

赤ちゃんを産めないという状況だと思う。資料のグラフで岩手県の値が年によって

変動しているということは岩手県の医療の一つの現状を表しているので、常に全国

平均に近くないと、岩手県で赤ちゃんを産むのは危険だということになってしまう

ので、これは非常に大切なところだと思う。よって、全国平均を目標とすべきだと

思う。周産期死亡率については、母体の関係等もあるので特に意見はない。 

菊池会長 新生児死亡率については、小山委員の意見のとおり設定案①の全国平均（0.9）

が適当であり、周産期死亡率については、小山委員の言ったとおり母体の状況との

関係もあるので難しいとは思うが、同様に設定案②の全国平均（3.7）を目標とす

ることが適当と思うが、どうであるか。 

各委員 異議なし。 

菊池会長 それでは、数値目標についてはその方向性で進めていただきたい。 

杉山委員 人材確保については非常に問題があると思う。来年４月から始まる専門医制度に

ついて、岩手県にとっては初期研修が始まった時と同じように地域医療崩壊の方向

に動いている。例えば、東北大学のプログラムか、岩手医大のプログラムのどちら

に入るかで迷っている岩手県の奨学生の医師が２人いる。一人は岩手医大出身であ

る。県が聞き取り調査を行った結果について聞いた話であり、正確ではないかもし

れないが、県側から東北大学に行っていい、それほど強く引き止めなかったとのこ

とで、産科・小児科はそれ自体がへき地医療であるため、東北大学の関連施設であ

る中部病院や磐井病院で義務年限を果たせばいい、沿岸部には行かなくていいと言

われたとのこと。東北大学に聞いたところ、東北大学関連病院に派遣するのでそこ

で義務年限を果たせるとのこと。そうなると岩手県の産科を担う医師は増えない、

減るということになる。このような状況において岩手医大内部では、岩手医大とし

ても東北大学に行った医師と同じような待遇をしなければならない、そうなると沿

岸部は縮小せざるを得ないという方向で議論が進んでおり、それは怖いと思ってい

る。このことについても、岩手医大が核となって県、行政としっかりタッグを組ん

で取り組まないと深刻な事態が起こると思われるので、そのようなこともぜひ検討

していただきたい。県の奨学金をもらっている医師の指導もぜひお願いしたい。 

事務局（野原

室長） 

県がそう言ったという認識ではないので、確認させていただきたい。 

奨学金養成医師の配置調整については、県のほか、岩手医大、県医療局、国保連

の４者からなる配置調整会議を運営しており、その中で県内でも特に医師不足が深

刻な県北・沿岸地域について、キャリアアップ支援を考えて中核病院勤務と中小医

療機関勤務を組み合わせて、また、猶予期間も混ぜながら、例えば専門医の取得を

しながら地域で働くという仕組みを作ったところ。その中でも、東北本線沿いと県

北・沿岸の配置状況に差があるという事実を鑑みて、平成 31 年度からの研修医か

らは中核病院で勤務後は県北・沿岸部での勤務にするという運用について概ねコン

センサスが得られているところ。 

また、産科・小児科についても、配置調整のワーキンググループで長年議論して

きたところである。ひとつは地域偏在を解消しなければならないことと、もうひと

つは診療科偏在、岩手県の場合は産科医・小児科医に限らず病理医、がん専門医、

心臓血管外科医など、すべての診療科が少ないという状況にあって、まずは地域偏

在をきちんと解消しなければならないということでルールを作ったところである。

その中でも特に産科医、小児科医の不足が深刻であり、これを何とかしなければな

らないため、先日の配置調整会議において、現在はどの診療科を選んでも、２年間

は中小医療機関、内科・外科だけを標榜しているような病院に勤務することが原則
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であるが、産科医・小児科医については周産期母子医療センター等の分娩取扱医療

機関や小児科を標榜している中核病院も中小医療機関勤務とみなしてはどうかと

いうことで議論しており、これについても委員から概ねコンセンサスが得られてい

るところである。こうした意味では、産科医・小児科医の奨学金医師の確保につい

ては、他の診療科に先駆けて、少し前向きな議論を進めているところである。その

配置に関しても、内陸だけでなく県北・沿岸の医師不足が深刻な地域にきちんと配

置していくことは原則だという意見も出されており、詳細は検討中であるが、その

ような形で議論を進めている状況である。 

杉山委員 十分に検討していただきたい。専門医は、過去の「入局」と同じように捉えられ

ている。大学の枠の中でしか動けないとなると、岩手県にとっては大変なことにな

るので、ぜひ大学の枠を超えた動きができるように検討していただきたい。 

小林委員 助産師不足について、今後かなり深刻になるだろうということであり、磐井病院

では助産師不足で増やしてほしいということであったが、問題をクリアできたの

か。 

また、中長期的には助産師の養成機関（岩手看護短大）が岩手医大に移ることに

よって、今後、看護師がこれまでは１年で助産師資格を取れたものが、取れなくな

る、道が絶たれてしまうということについて、今後の具体的な対策が考えられてい

るのか。今後、岩手医大、岩手県立大学でどのように考えているのかについて教え

ていただきたい。 

天沼委員 市内の一関病院が助産師不足により来年度から分娩取扱を取りやめとなり、そう

なると一関病院でやっていた年200件程度の分娩がすべてではないとしても磐井病

院に来ると思われるので、今まで年 600 件だったものが 800 件になり、また、助産

師はなり手がないということで現状維持のままの予定であり、大変な状況である。 

事務局（高橋

課長） 

県医療局では県立病院間の応援体制で磐井病院に厚く配置できないかというこ

とで調整中と聞いている。 

岩手看護短大が岩手医大の看護学部に移管されることについては、検討部会でも

話題になったところであり、資料２－３の P13 に助産師の確保について記載してい

る。来年度予算との関係もあるので検討段階ではあるが、看護協会や県立大学等関

係機関・団体と連携し、潜在助産師の復職支援、助産師を目指す学生に対する修学

支援制度の創設なども検討しているところである。 

小林委員 医療局で助産師を確保できそうなのか。磐井病院で 600 件が 800件に増えて大丈

夫なのか。医師が増えるわけではないのだろうし。 

天沼委員 医師は増えないし、逆に臨時で来ている医師が来年度から減る予定である。 

小林委員 産科医師が体調を崩したりしたら産科医療崩壊するのではないか。個人の力に頼

ってやっと成り立っている状況であり、このような状況でやっていたらいずれ崩壊

してしまうと思う。もっと真剣に考えなければならない、放っておくわけにはいか

ないと思う。 

事務局（高橋

課長） 

産科医、助産師の確保については、そのとおりであり、県も県医療局も努力をし

ているところである。助産師については、医療局で通常募集に加え特別募集も行っ

ており、少しでも確保に向けて取組を行っている状況なので、ご了解いただきたい。 

福島委員 助産師不足に関して、県立大学の現状について説明させていただく。今年の２月

に県立病院の助産師不足の見通しが出され、非常に深刻な状況とのことであり、県

立大学においても助産師を養成しているが、県外就職が非常に多いため、対応につ

いて医療局長も交えて何度か協議してきたところである。 
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これまで、県内就職に向けた看護職のキャリアセミナーを実施し、県内の病院・

施設の情報提供や、県内に就職した卒業生を呼んで様々な情報を学生たちに提供す

るということをやってきたが、助産師に特化したキャリアセミナーはやってこなか

ったことから、今年度、助産師に特化した取組を行おうと思っている。助産師コー

スを選択した学生の分娩介助の実習を県立病院等で行わせていただいており、実際

に実習を行って岩手県内で就職して良かったという声が先輩たちからも出ている

が、実際の就職活動では４年生になる前の２～３月に病院の見学などを行い、県外

のアメニティや教育環境が整っている素敵な医療施設に魅力を感じて就職先を決

めてしまう。その後、県内で分娩介助の実習をすると県内でも良かったという声も

ある。このため、今年度は県医療局と県立大学が連携して、学生だけでなく保護者

も対象として２月上旬に県立病院を実際に見学してもらうこととしている。この取

組は、実際に県立病院で働いている卒業生や先輩助産師の声も聴いて、岩手県内で

自分も働きたい、県立病院や県内の周産期医療に貢献できるというようなモチベー

ションを高めるための情報提供の機会とするものである。 

また、一気に 10 人、20 人というのは難しいが、県外から県内にＵターンする助

産師の卒業生を積極的に受け入れるためネットワークを作って、数人ずつでもＵタ

ーンしてもらえるよう情報提供を開始している。 

また、未定ではあるが、県内で働いている看護師について、大卒に限られるかも

しれないが、編入制度の見直しにより助産師養成の特別枠を設けることについて

も、医療局と協議を行っている。分娩介助の実習施設には大変お世話になっており、

そのまま県外に行ってしまわないように、できるだけ県内医療機関の魅力を学生の

うちに伝えるように努力を重ねようと思っている。 

菊池会長 新たな取組として、よろしくお願いする。 

松田委員 助産師養成数の減少ということであるが、岩手看護短大から岩手医大看護学部へ

の移行により、助産師の定員 30 人が 10人になるということや、先ほど話のあった

看護師資格者が１年で助産師資格を取れるというコースがなくなってしまうとい

うことについては、県産婦人科医会で大分危惧しているところであり、今年の初め

頃に岩手医大の小川学長に文書で配慮をお願いしたところである。先日、岩手看護

短大の坂井学長から連絡があり、来週関係者が集まる会合があることから、産婦人

科医会として希望を述べたいと思っている。 

吉田委員 資料２－１の P2 の精神疾患を合併した妊産婦の健康をサポートする取組につい

て、確かに最近は高年齢で初産や生殖医療で妊娠している 40 歳代の妊婦も増えて

おり、また、うつやそれに伴う虐待などの問題が多くあり、精神科との連携は今後

必要になってくるが、精神科医も妊婦以外の対応でかなり忙しいため、どのように

連携をとっていくかがとても重要であると思う。それで、今後この周産期医療協議

会にも精神科医の参加が必要だと思うが、どう考えるのか。 

事務局（高橋

課長） 

国の医療計画作成指針では、総合周産期母子医療センターにおける精神疾患を合

併した妊産婦へのサポートが新たに盛り込まれており、総合周産期母子医療センタ

ーである岩手医大附属病院には精神科があり、診療科どうしの連携を図るというこ

とだと思うが、吉田委員から話のあった精神科医に周産期医療協議会の委員として

参画いただくということではなく、例えば協議会の中で連携についてレクチャーを

いただく機会を設けるなどでも対応できるのではないかと思う。精神科医も非常に

多忙であり、周産期だけでなく様々な分野において精神科との連携が言われてお

り、オブザーバー的に参画いただくことではどうかと考える。 

小山委員 母親のストレスは出産後も非常に大きく、妊婦だけでなく育児中の母親のストレ
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スが非常に強くなるものであり、小児科では早産時も救命して退院していただくわ

けであるが、超低出生体重児を育てていくことのストレスは尋常ではない。ここで

は精神疾患を合併したとなっているが、精神疾患に限ってしまうと限定的な対応に

なってしまい、心理的なサポートはＮＩＣＵ入院児のほとんどの家族に必要だと思

うので、広い意味でとらえた方がよいと思う。 

資料１の P2 の検討部会の検討結果にある周産期体制の整備で、「ＮＩＣＵ入院児

の地域移行支援体制の整備が必要」となっているが、これは児だけでなく母親が退

院してくる児を自分の住む地域で迎えられないという状況があり、それがなかなか

退院できない、あるいは転院しても家ではみられないという事例につながっている

ので、現状のところの「飛び込み受診」や「精神疾患を合併した妊産婦」に限定し

た対策では済まない状態であり、非常にストレスフルな育児を強いられているとい

うことなので、全体としての対応を考える必要があると思う。 

小林委員 ハイリスクの児の母親をサポートする体制はもちろん必要であるが、精神科のあ

る県立中央病院では、精神疾患を合併した妊婦への対応はできているのか。 

葛西委員 精神科の入院施設はないが、精神科医がいるので、外来でスクリーニングして、

あるいは入院中に何かあったときには精神科を通していろいろケアをしてもらっ

ている。開業医から精神疾患を合併した患者が来たり、不妊治療をした高齢の患者

はさまざまなケアが必要になるので、そのような患者を診てもらっている。 

小林委員 例えば、明らかに統合失調症の治療が必要だという場合に、これからは地域周産

期母子医療センターでも対応できなくなってくるだろうし、最終的には岩手医大附

属病院にお願いせざるを得なくなると思う。そうなると、総合周産期母子医療セン

ターである岩手医大附属病院が役割を果たしていただかなければならなくなるの

で、岩手医大の中で産科医、小児科医と精神科医との連携をまずとっていただくこ

とが基本になると思う。症状が悪化していれば岩手医大に診てもらわなければなら

ないので、最後に拠り所となる岩手医大においてしっかりした連携をお願いしたい

と思う。 

菊池会長 先日も沿岸部の精神疾患を合併した妊婦が厳しい状況であるということで、産科

外来の新患で受診し、その日のうちに精神科に紹介して受診し、産科と調整し入院

したという例があり、連携は上手くいっていると思うので、今後更に連携をしっか

りやっていきたい。 

この件は一つの重要なテーマであるので、先ほど吉田委員が話したように、当協

議会に例えば岩手医大の精神科医を委員に加えることも含めて検討してもいいの

ではないかと思うので、よろしくお願いする。 

両川委員 地域で妊産婦を支えるという意味で、専門家の医師ではない我々（団体）の担え

る役割をどうするか、もちろん専門のところは専門家に任せるが、自分たちがスキ

ルアップして何かお手伝いできることがあればと思っている。盛岡市の子育て応援

プラザに「お疲れママのリフレッシュルーム」というものを提案して作ったところ

である。産後のお疲れの母親たちを受け入れる部屋として設置しており、来年度か

らは専門の担当者を１人置いて相談もできて、他のところにもつなげられるような

体制に発展させていこうと考えているが、専門家と我々のようなＮＰＯとが担わせ

ていただけるスペースがあるものか。 

事務局（高橋

課長） 

ぜひそのような取組をお願いしたいと思っている。県として地域で妊産婦を支え

る取組を始めており、県内の市町村でも国の産前・産後ケア事業を利用して、助産

師や保健師、ＮＰＯも含めて妊産婦を支える取組を進めており、県と市町村で一緒

に取り組んでいる。専門的なケアが必要な妊産婦もいるが、地域の方々の力で支え
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ていける妊産婦もいると思うので、そのような方々について地域で支える体制づく

りを県としても進めていきたいと考えており、県助産師会からも協力いただいて進

めているところであり、ぜひＮＰＯの方々も一緒に進めていただければと思う。 

吉田委員 盛岡子育て応援プラザについて、本日は 20 人の利用があり、そのうちリフレッ

シュルームは２人の利用で、だいたいが子どもの遊びのための利用となっている。 

産後ケアについては、盛岡市でもそのような施設を利用してやっていくことを計

画しているので、ＮＰＯにも相談があるものと思われる。 

小舘委員 日本看護協会の助産師職能委員のほうで、小児在宅移行支援に関する療育支援を

するスタッフの研修会を行っており、５日間の研修に加え、地元の訪問看護ステー

ションで実際に同行訪問などの実習を含めて進めている。来年はその人材を投入す

ることにより退院支援加算にカウントされるという動きもあるが、これは総合周産

期母子医療センターに勤務する退院支援調整看護師に限られているのか、今後それ

をどのように日本看護協会で拡充していくかということは見えていない。 

ＮＩＣＵから地域に戻るときに児だけでなく家族全体を支援していかなければ、

在宅に戻れる数は限られてしまう。岩手医大の小児科から在宅のレスピレーター

（人工呼吸器）を持って家に行っても、１、２日ですぐに戻ってきてしまい、特に

冬期間は家に戻ることが恐怖で、病院のほうがいいという声もある。よって、家族

を含めた「ファミリーセンタードケア」という考え方で、今後岩手県全体で進めて

いかなければ、産み育てていくことができない。日本看護協会の事業も含めて、岩

手県看護協会ではそれを具体化していくためにどうしたらよいかを考えていると

ころなので、それらについての支援もお願いしたい。 

 

（３）その他 

発言者 要旨 

事務局（中村

主任主査） 

資料２－１の P2 の今後のスケジュールについて説明する。今回いただいた意見

を踏まえて中間案を作成し、パブリックコメントを 12～1 月に実施し、パブリック

コメントの意見等を踏まえて最終案を作成し、２月上旬に第２回周産期医療協議会

を開催する予定である。それを踏まえて、今年度内に新たな保健医療計画を作成す

る流れとなる。 

松田委員 医療資源が不足しているということで情報提供あるが、国の「働き方改革実現会

議」で５年後に医師の時間外労働に規制を適用するということとなった。労働基準

法によるいわゆる 36 協定で時間外労働を規制するということであるが、もしこれ

が厳格に適用された場合のシミュレーションを産婦人科医会で行ったところ、産科

のデータだけであるが全国の半数の周産期施設で運営ができなくなる、４分の１程

度の妊婦の出産場所がなくなるということである。厳格に労働基準法を適用する

と、３交代又は２交代で産科医が勤務するということになり、明らかに医師が不足

しているということである。岩手県では、総合周産期母子医療センターは数字上は

３交代勤務が可能であるが、他の地域周産期母子医療センターではすべて医師不足

となり全部で 36 人足りないということになった。 

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） 

菊池会長、議事進行ありがとうございました。また、他の委員におかれましても、

長時間の議論について、感謝申し上げる。 

保健医療計画の素案については、本日いただいた意見等を踏まえ必要な修正を加

えて、パブリックコメントを踏まえて最終案を作成することとなる。先ほど説明し
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発言者 要旨 

たとおり2月上旬に第２回協議会を開催するので、改めて日程調整させていただく。 

本日はどうもありがとうございました。 

 


