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平成 29 年度第２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 30 年２月８日（木）16時 00 分から 17 時 35 分まで 

場 所  岩手医科大学 60 周年記念館 10 階 会議室 

出席者  別紙「出席者名簿」のとおり。 

議 事 （１）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１、２、３ 

（２）その他 

 

２ 開催結果 

○ 議事（１）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）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１、２、３】 

発言者 発言内容 

事務局（中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料１、２、３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１、３〕 

前回の協議会でも説明したが、改めて、保健医療計画の位置付け等について説

明する。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。 

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示され、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い

る。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。 

次に、国の指針などを踏まえた次期計画の主な見直し事項についてであるが、

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。課題については、総合周産期母子医療セン

ターにおける精神科との連携の必要性や医療的ケアを必要とする障がい児等の療

養・療育支援体制の整備等について記載している。また、施策については、産後

うつや精神疾患を合併した妊産婦の健康をサポートする取組や、新生児のヘリコ

プター搬送に係る体制構築の検討、災害時小児周産期リエゾンの配置のほか、妊

産婦へのアクセス支援や産前・産後ケア等についての市町村の取組促進、医療的

ケアを必要とする障がい児等の療養・療育支援体制の構築などについて記載して

いる。 

２ページに移って、今後のスケジュールについて、12 月から１月にかけてパブ

リックコメントを実施し、現在、最終案の検討を行っており、２月下旬の医療審

議会医療計画部会に最終案を諮り、最終的に医療審議会の答申を得て、新年度か

ら新たな保健医療計画を施行することとなる。 

次に、前回協議会で示した素案からの主な変更点について説明する。資料３を
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併せてご覧いただきたい。なお、変更箇所には下線を引いている。 

まず現状については、全般的に統計数値を最新値に更新している。出生数や医

師数などの数値を最新のものに更新したもの（資料３・Ｐ１～２）。 

次に数値目標について、周産期死亡率及び新生児死亡率について、現状値の更

新等により、改めて数値目標の設定について、前回示した素案本文では、現状値

が平成 27年で、周産期死亡率が 3.4、新生児死亡率が 0.9、目標値はそれぞれ 3.7、

0.9 としていたものである（資料３・Ｐ10）。前回の協議会においては、周産期死

亡率は全国水準を目指すということで、全国の過去５年（平成 24～28 年）の平均

である 3.7 を目標とすることで了承いただき、改めてその旨資料に記載している。 

また、新生児死亡率については、前回の協議会では、国・県とも過去５年（平

成 24～28 年）の平均値が 0.9 であったことから目標値を 0.9とすることで了解い

ただいたところであるが、平成 28 年の現状値が 0.8 で、目標値が 0.9 となると後

退することになることから、本県の実績値で新生児死亡率 1.5 と突出して高い平

成 24 年を除いた過去 4年（平成 25～28 年）の平均値である 0.7 を目標と設定し

たいと考えている。 

次に施策について、新たに重点施策という項目を追加し、周産期医療を担う医

療従事者の育成・確保と周産期救急搬送体制の強化を記載している。 

〔資料２、３〕 

次に、パブリックコメントや前回協議会で出された意見に係る対応等について

説明する。なお、資料３の該当箇所に網掛け等をしているので、併せてご覧願い

たい。 

「１ 災害時小児周産期リエゾン」については、一般的になじみのない表現であ

るため注釈をつけてほしいということから、計画本文に注釈を付けたもの（資料

３・Ｐ４）。 

「２ 圏域の設定」については、久慈・二戸の圏域設定について現実的ではない

との意見ですが、計画における圏域の設定については、カバー率や移動時間等を

考慮してこれまでと同じ圏域設定としたところ。なお、県境の受療動向等につい

ては隣県である青森県、宮城県と情報共有しているところ（資料３・Ｐ８）。 

「３ 医師確保」の関係については、久慈管内の状況について医師不足等で妊産

婦への負担が大きいということから医師確保に重点的に取り組んでほしいとの意

見であり、計画本文には産婦人科及び小児科の医師確保について重点的に取り組

む旨記載しているもの（資料３・Ｐ10、12）。 

「４ いーはとーぶの活用」については、手間がかかりタイムリーではなく、活

用方策等を検討いただきたいという意見ですが、計画本文には「地域で妊産婦を

支える取組」の部分にいーはとーぶの活用等について記載しているもの（資料３・

Ｐ12）。なお、いーはとーぶについては、課題を踏まえ、システムの改良や産婦人

科医会とも連携し、活用促進等を図ることとしている。 

５番以降は前回協議会において出された意見等への対応についてである。 

「５ 医師確保」については、専門医制度による影響や両磐地域における周産期

医療体制の確保についてご意見をいただいたものであるが、医師確保については

先に説明したとおり、計画本文には産婦人科及び小児科の医師確保については重

点的に取り組む旨記載しているもの（資料３・Ｐ10、12）。なお、医師確保につい

ては、引き続き新専門医制度協議会や奨学金養成医師配置調整会議等で検討を行

う。 

「６ 助産師確保」については、岩手看護短大の岩手医大への移管に伴い、県内

で助産師資格が 1 年で取れなくなるという課題があるということであるが、計画

本文には「周産期医療体制の充実・強化」「重点施策」に記載しているもの（資料
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３・Ｐ11、12）。なお、この件については、引き続き関係機関や当協議会で協議し

ていくこととする。 

「７ 精神科との連携」については、精神疾患を合併した妊産婦へのサポートと

して精神科との連携が必要になるため、当協議会委員に精神科医を追加するよう

にという意見であったが、計画本文に関連部分として「周産期医療協議会の運営」

「ＩＣＴを活用した医療情報連携」に記載しているもの（資料３・Ｐ11）。周産期

医療については、精神科医の関わりが部分的であるため、当協議会において精神

科医の意見を聞く必要がある場合には、設置要綱に規定する「委員以外の出席」

による対応を検討したいと考えていつ。 

「８ 療養・療育支援」については、ＮＩＣＵ退院児への支援を充実してほしい

という意見であり、計画本文には「医療的ケアを必要とする障がい児等の療養・

療育の支援」に記載しているもの（資料３・Ｐ12）。なお、この件に関しては、障

がい保健福祉課の所管となるが、来年度、既存の協議組織である「岩手県重症心

身障がい児・者支援推進会議」に保健、保育、教育関係者を新たに加え、医療的

ケア児への支援の方向性について協議する予定としている。また、保健医療計画

の他分野である、「小児医療の体制」（参考資料２－１・Ｐ７）及び「障がい児・

者保健」（参考資料２－２・Ｐ１）においても、療養・療育支援について記載があ

るもの。 

小林委員 先日、一関病院から通知があり、４月から分娩取扱を辞めるとのことであり、

そうなるとこの地域では磐井病院と開業医で分娩を担うことになるが、磐井病院

では対応可能か。 

天沼委員 今年１月に産科医が１人大学に戻り、現在は常勤医２人で対応している状況で

ある。何とか医師を確保してほしいということで東北大学に掛け合って４月から

週何回かは来てもらえることになり、それで何とか凌いでいる状況である。でき

れば東北大学以外でもサポートしてもらえれば助かる状況であり、菅原医師がい

なくなれば回らなくなると思うので、サポートを強力にしていただきたいと思う。

東北大学から４月から常勤医を出してもらえるという話もあるが定かではなく、

厳しい状況である。 

小林委員 産科医師の確保対策については、これまでも努力してきており、これからも努

力すると思うが、医師確保の見通しはどうなのか。明るい見通しはあるのか。 

事務局（野原

室長） 

産科や新生児を取り扱う小児科の医師の不足については、非常に深刻に考えて

おり、県民の関心も非常に高いと思う。県内では産科・小児科を含めてすべての

診療科で医師が足りない状況であり、奨学金養成医師については、産科・小児科

を専攻する方々の将来的な貢献が期待されるところであるが、今後どうしていく

かを考えなければならない。また、前回も説明したが、地域枠の配置調整につい

て、原則としてすべての診療科について、地域偏在解消のために中小の医療機関

への勤務を義務付けているが、産科・小児科については、中小の医療機関勤務の

２年間に関しては地域周産期母子医療センター等での勤務も対象とするように配

置調整会議で議論しているところである。このような施策を含めて県としても一

人でも多くの産科医・小児科医の育成・確保に取り組んでいきたいと考えており、

この件に関しては産婦人科医会や大学等とも連携して取組を進めるので、引き続

き協力・支援をお願いしたい。 

小林委員 県も一生懸命やっているし、今後もぜひ取組をお願いしたいと思うが、現状は

今作っている医療計画のスピードを上回る状態で危機に陥りつつあると思う。だ

から、今後努力しても医師数が充足するのはかなり難しく、久慈地域の話もあっ

たが、現実的には、あちこちで産む場所がなくなり、産むのが困難になる地域が
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出てくる事態を想定していく必要がある。そうなった場合には、バラ色の夢を追

っても仕方ないので、医者はあまり増えないという可能性を考慮し、その場合に

どうするか、地域住民のために何ができるのかを考える必要がある。 

具体的な例として、遠野市の取組では、「ねっとゆりかご」という助産院を作っ

て、産前・産後のケアを手厚くやることで、住民サービスを提供している。この

取組は 10年くらいやっていて、今後もさらに手厚くやろうとしている。このよう

な取組を地域ごとに展開していくことを急がなければならないと思う。 

例えば、一関地域で大変な状況になっていくのがやむを得ないのであれば、例

えば宮城県に行ってお産をしてくださいとか、久慈地域では八戸に行ってお産を

するというような、そのような事態も想定していかなければならない。お産は他

の地域でやったとしても、生まれた後は速やかに居住地に戻り、産後ケアを手厚

くやるということも、併せて、急いで整備していく必要があると思う。計画どお

りに状態は進まないと思うので、そのようなことも考えてほしい。 

松本助教 参考資料４の周産期医療実態調査の中の従事者数の小児科医師数について、各

病院の常勤小児科医師数、周産期母子医療センターの専任＋兼任の新生児科医師

数があるが、病院の小児科医師数と周産期母子医療センターの新生児科医師数が

同じ数となっているところが多く、つまりほんどの基幹病院ではほぼすべての小

児科医が小児科をやりながら新生児も診ている状態で回しているということであ

る。当然ながら周産期医療に従事する医師が特別に割り当てられているところは

ひとつもないということである。岩手医大はＮＩＣＵがあるので人数が多いのは

致し方ないが、ほとんど専任はいなくて、岩手医大でも半数が兼任である。 

小林委員が話したように、地域によってはお産が確立できないところが出てき

た場合に、他の形で体制を整備していかなければならないが、体制を整備してい

れば絶対に安全だということではなく、一定の確率で必ず具合の悪い子どもが生

まれるものであり、そのときにこの状況のまま行って、われわれ小児科が対応で

きるかというとできない場合もある。そのときにどう対応するのか。1 時間で移

動できる範囲で圏域を設定したことは状況も理解しているので仕方ないと思う

が、そこで重症の新生児が生まれた場合に、どう対応するのかということを、周

産期救急搬送コーディネーター事業等で対応していることは十分理解している

が、それで十分なのか、十分でない場合どうすればいいのかというようなことを、

より詰めていかなければならないと思う。 

先ほど話のあった別の地域で産んで、戻ってきたときに、医療的ケアが必要な

い子どもであっても、核家族化等も含め社会情勢の変化に伴って、育児困難家庭

が増えていると感じており、ひとり親家庭なども認知されてきていると思うが、

岩手県においてもそのような状況は今後ますます進んでいくのではないかと思

う。産前産後のケアだけではなく、少なくとも乳幼児期、場合によっては学童期

まで子育ては続くので、元気に生まれた子どもがきちんと育つ環境まですべて整

備していくべきである。産前産後では何とかケアできたとしても、その後つまず

くことが絶対あると思うので、先ほど話のあった小児医療の計画や障がい児者の

計画にもあったが、後に続くものがあると思うので、そこをシームレスに引き続

きケアができるような体制を検討していただきたい。そうなるとこのような国の

通知に出てくる目標の数字だけでは不十分ではないか。そのようなことを、悪い

想定をしてそこにどう対応していくのかという施策につながる文言が計画に盛り

込まれるべきではないかと思う。 

事務局（高橋

課長） 

重篤な新生児が生まれた場合の救急搬送体制を各地域でも確立していくべきで

あると考えており、搬送コーディネーター事業については、来年度さらに充実を
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図ることとしている。また、救急搬送に当たっては地域の救急隊との連携を強化

していく必要があるが、搬送コーディネーター事業について現場の救急隊に制度

として認知されていないところもあるようなので、昨年度、県のＭＣ協議会に搬

送コーディネーター事業について資料提供し周知を図り、今年度も先日の同協議

会で改めて周知を図ったところである。これについては、地域の各消防本部に周

知徹底を図っていきたいと考えている。 

また、産前産後ケアだけでなくシームレスにケアする体制が必要だということ

については、国では平成 32 年度までに子育て世代包括支援センターを各市町村で

整備を進めることとしており、妊娠出産から子育て期まで切れ目なく、シームレ

スに支援体制を地域で作っていこうということで、県でも取組を進めているとこ

ろである。今回の医療計画の周産期医療部分には産前産後ケアについても記載し

ているが、子育ての部分まで記載できるかどうか検討したい。 

松本助教 連携につながるような文言にしてほしい。 

小林委員 母子保健事業は各市町村の事業であるが、すべての市町村で十分にできるわけ

ではないので、もっと広域で進めるようにしたほうがいい。例えば両磐地域で産

後ケア事業をやるとなれば、一関病院の産科病棟が空くわけだから、その病棟を

利用して、育児不安などがあれば、そこで母子に数日間宿泊してもらい、元気に

なって家に戻ってもらうというようなことをやってみるといいと思うが、これを

病院が独自にやることはできないと思うし、市町村、一関市だけでやろうと思っ

てもできないと思うので、広域単位で１か所でいいので、国の助成などを活用し

て県が指導して作って、単独の市町村だけではなく、広域の市町村からも応分の

負担をしてもらって運営することによって、病院も赤字の事業にならなくて済む

ような、具体的な、住民にやさしい施策をぜひやってほしい。それが上手くいけ

ば、今後同じような不安がある久慈地域などでも取り組めるのではないか。産む

のは他の地域で産んで、戻ってきたら手厚いケアをしてあげますよというような

ことを、県が主導して広域でやる。久慈市でやりなさいといってもそう簡単には

いかないと思うので、県が主導してやることによって、助産師会、医師会なども

含め官民一体となってやっていくことが必要だと思う。計画が間に合わないくら

い危機的な状況が進んでいると思うので、このようなことを申し上げた。 

事務局（後藤

総括課長） 

各市町村では子育て世代包括支援センターを設置して、産前・産後サポート事

業、産後ケア事業に順次取り組み始めており、現在来年度の実施予定を確認中で

あるが、来年度も確実に新たに取り組む市町村が増える見込みである。周産期医

療機関が減少してきている地域における産後ケアについては、身近な地域でその

ようなサービスを受けられる体制を作っていく必要があると考えており、地域の

医療機関や助産師の状況などの活用可能な人的状況やハード面の状況、受け入れ

可能かどうかなどについて確認しながら、そのような体制整備について検討しな

ければならないと考えている。これには県本庁だけでなく保健所の支援も必要で

あり、今後早めに検討を進めていきたい。 

村井委員 ぜひ県から市町村への支援をお願いしたい。市町村は規模によって全くできる

ことが違っており、盛岡市のような大きいところであれば、それなりの職員体制

でありできると思うが、町村であれば１人で複数の施策を担当しているような状

況で、保健師の数も限られるので、広域での対応や振興局単位で支援するという

ような県の取組が非常に大事だと思う。ぜひ県からの支援をお願いしたい。 

また、圏域の設定について、意見として出ているもので、久慈地域で八戸で出

産しているというのであれば、圏域内で８割程度カバーしているからいいのだと

いう考え方ではなくて、県境地域では青森県なり宮城県なりに県を越えた対応も
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発言者 発言内容 

必要だということを書いてもいいのではないかと思うので検討いただきたい。 

事務局（中村

主任主査） 

圏域の設定については、久慈・二戸地域が同じ周産期医療圏となっており、正

常分娩は久慈病院で対応し、リスクのある場合は二戸病院で対応するという体制

としている。久慈地域の市町村ではこのような体制に対応するため、交通費の助

成や広報で住民に役割分担について周知を図るというような取組を行っており、

県内の圏域については、このような形で設定しているところ。受診自体は個人の

自由意思によるものであり、八戸で出産される方も一定程度いることは把握して

いるが、県として医療圏の設定については、このような形としているものである。

なお、参考資料４に圏域ごとの受療動向を調査したものを載せているが、久慈圏

域では約２割の方が青森県で産んでおり、逆に二戸病院で出産した方の約 13％は

青森県の方であり、実際には妊産婦の出入りがあるもの。 

両川委員 産後ケアや子育て支援について、専門の人材がそれほど多いわけではなく、医

師も助産師も不足しており、住民の力も必要になると思うが、少子化の中で生ま

れてきた子どもには、これからは質のいい支援をしていかなければならないと思

う。そのようなときに、住民と専門家とがスクラムを組んでやっていく場合の住

民の育成もとても大事なことであり、計画に書き込むことかどうかは分からない

が、県民全体でがんばりましょうというのであれば、専門家を中心として住民の

育成をしながらみんなで周産期の体制を守っていきましょうという感じの方向性

を見せていただくことは、県民にとっても大事であると感じた。 

事務局（高橋

課長） 

当事者だけでなく県民全体で子育てを支援していくという機運づくりが必要だ

と思っており、計画では本文（資料３、Ｐ13）に「取組に当たっての協働と役割

分担」に記載している。県民・ＮＰＯの皆さんにおいては周産期医療に関する理

解の促進等、県としては県民に対する周産期医療に関する正しい知識の普及・啓

発というような役割としている。また、県では、今年度、周産期に係るガイドブ

ックを作成することとしており、これは妊産婦向けとしてだけでなく、医療従事

者を目指す子どもたち向けのメッセージを含めて社会全体で出産、子育てを支え

ていきましょうというメッセージを込めたものにしよう考えている。 

 

（２）その他 

発言者 要旨 

事務局（中村

主任主査） 

◇資料説明 

 資料４により、平成 30年度の小児・周産期医療関係事業を説明。 

小林委員 「５ 産科診療所開設等支援事業費補助」は、地域の限定はあるのか。 

事務局（中村

主任主査） 

（１）の国庫補助事業については、国の要綱では少ない地域という要件があるが、

岩手県は全県域で少ないことから、盛岡も含めて全県域で活用可能である。 

事務局（高橋

課長） 

（２）については、平成 30 年度新規事業で県単で上乗せするものであり、こちら

は分娩取扱診療所のない市町村に限定するものである。分娩取扱を再開する場合も

対象となる。 

松本助教 周産期の予算は県予算における割合はどの程度になるのか。 

事務局（中村

主任主査） 

県の当初予算額が 9,500 億円程度であり、今回説明した周産期医療関係の事業費

は４億円程度となっている。 

松本助教 それが多いのか少ないのか分からないが、それが県全体のコンセンサスとしてそ

れでいいのかということである。お金の話だけでなはいか、医療体制整備のための

人材そのものが少ないのでそれを増やすための予算は必要であり、どの場面でも圧
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発言者 要旨 

倒的にマンパワーが少ないと感じている。マンパワー確保のためにはお金がかかる

ものであり、それにどのくらいの予算を充てているのか。 

小林委員 2025 年問題で、団塊の世代が 75 歳を迎える時の社会保障費がパンクしそうだと

いうことで、それで頭がいっぱいだと思うが、岩手県は少子化については、ここ 30

年で出生数が約 1万９千人だったのが約８千数百人と半分以下になっているが、沿

岸や県北では半分ではなく１／３程度になっている。人口は盛岡地域や岩手中部地

域はあまり変わりないが、その他の地域は減っている。この出生数を回復しない限

り、岩手県は地方消滅の典型的な例になってしまうと思う。だから、思い切って高

齢者向けの予算を子どもの少子化対策に振り向けていかないと、岩手県の将来は暗

いものになってしまうと思う。 

事務局（後藤

総括課長） 

今回説明した周産期医療関係以外に、社会保障関係・福祉関係を加えると子ども

子育て支援課だけでも 100 億円程度はある。今後新たな総合計画づくりを進めるこ

ととしているが、その中でも少子化対策はかなり大きな位置付けで進めなければな

らないと考えており、そのような取組は県としても重点的に取り組まなければなら

ないので、予算の確保、取組の拡大について検討を進めていきたい。 

事務局（八重

樫部長） 

少子化対策に関しては、岩手で産み、岩手で育てて、いったん県外に出ていった

方も戻ってきて働いてもらうというように県を挙げて取り組んでいる。 

予算規模は復興分が入っているので１兆円弱となっているが、通常の岩手県の予

算規模は６千数百億円程度である。岩手県としてこれまで最も大切にして行ってき

たものは医療の部分であり、県立病院への繰出金だけでも 200 億円程度の負担があ

る。少子化対策ということでは保育料の問題や子どもの医療費助成などについて各

自治体で取り組んでいるが、岩手県の場合は県立病院への繰出金もあり、医療をし

っかり守っていくという部分に加え、さらに少子化や子どもの対策を様々考えなが

ら取り組んでいる。また、マンパワーについては岩手県の奨学金養成医師の地域枠

についての県負担が約 13億円あり、これは県としては圧倒的に多額の負担をして、

医師の養成を行っているところである。岩手県の予算のうち衛生費や医療に係る分

は圧倒的に比率は高いが、さらに少子化対策などについても県を挙げて取り組んで

いきたいと考えているので、本日いただいた意見を踏まえて取り組んでいきたいと

考えている。 

佐藤委員 周産期母子医療センターへの補助金はどの程度になるものか。それを周産期母子

医療センターのために全額使っていいものかどうか。 

また、久慈・二戸の圏域の状況について、参考資料４の数字は平成 27、28 年の

状況であるが、平成 29 年度は二戸病院の分娩数は減っているが、久慈病院の分娩

数は増えてきている。久慈と二戸ではどうしても独立したものであるということを

認識してほしい。久慈・二戸は圏域として合わせるのは簡単かもしれないが、現実

としては、分娩数は久慈の減り方は少ないが、二戸はどんどん減っていくと思う。

そのような中でもう一度圏域を見直していく必要があると思う。医師数が減って久

慈から二戸に搬送するということはやっているが、潜在的な分娩数は二戸では減っ

てきている。 

事務局（中村

主任主査） 

周産期母子医療センターへの補助金について、県立病院分は県医療局に一括して

補助している。規模等にもよるのでそれぞれ金額は異なるが、平均すると１つの地

域周産期母子医療センターあたり約 1,000 万円程度の補助となっている。 

佐藤委員 周産期センターの補助はほかの補助金と一緒に入ってプールして使われるので、

これだけ独立して使われるということはないということか。 

事務局（高橋 配分等については県医療局で行っているものである。 
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発言者 要旨 

課長） また、久慈の圏域については、実態調査を行ったとき（平成 27、28 年実績）と

現在の 29 年度の状況とは変化があるということはそのとおりだと思うが、圏域設

定については、産科医の配置の状況から久慈・二戸で一体として県北地域周産期母

子医療センターという位置付けで今回の計画上は従前どおりの圏域設定でお願い

したい。 

佐藤委員 圏域としては、久慈・二戸というのはあるが、現実的には久慈は独立した形でや

っていかなければならない場所であろうということが実感できるということにつ

いて理解していただきたい。 

天沼委員 周産期母子医療センターへの補助について、どのくらいきているかは確認してい

るが、病院にまとまった予算としてきているので、自分たちが使いたいように使え

ない。数年前に人件費として使えるということで要望したが、県医療局との調整が

必要ということで実現しなかった経緯もある。医療機器を買うにしても予算がない

からと言われてしまう状況であり、周産期医療体制の充実のためには、しっかりと

した名目をもってどのくらい使えるかを県として出すべきではないか。病院には入

ってきていても周産期に使われているか分からないというような状況である。 

事務局（高橋

課長） 

地域周産期母子医療センターの運営費補助は、県医療局にそれぞれの地域センタ

ーごとの金額を示して補助しており、それの配分については県医療局の方で対応し

ているところである。 

天沼委員 県として予算があっても、交渉するのは県医療局ということになるので、結局上

手く使われなければこの予算が配分されても意味がないのではないか。 

事務局（野原

室長） 

公費、税金を使って各病院に周産期医療の充実のために使う予算であるため、説

明する責任はあると思う。そのような意味では周産期に限らず、がんなどの様々な

政策医療のための補助を行っているので、そこは病院にも説明する責任もあるし、

県医療局にも先生方に話をしてきちんと使うということについて整理するよう話

をしたいと考えている。 

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） 

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、

長時間の議論いただき、ありがとうございました。それでは本協議会の閉会に当

たり、県保健福祉部の八重樫部長から一言ご挨拶を申し上げます。 

事務局（八重

樫部長） 

今年度、次期保健医療計画の周産期医療部分の策定作業を進めてきたところであ

り、本協議会及び周産期医療体制整備計画検討部会において皆様から頂戴した貴重

な御意見を踏まえ、新たな計画を年度内に策定したいと考えております。委員の皆

様には、計画の策定に多大なるご協力をいただきましたことについて、感謝申し上

げる。この保健医療計画の推進に当たりましては、行政や医療機関、大学など関係

機関の相互の連携・協力、さらには県民の皆様の御理解が必要と考えている。委員

の皆様におかれましては、引き続き御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げ

まして、御礼とする。本日はありがとうございました。 

事務局（高橋

課長） 

保健医療計画につきましては、先ほど説明したとおり、本日のご意見等を踏まえ

て最終案を作成のうえ、２月下旬の医療審議会医療計画部会を経て３月に開催する

医療審議会に諮り、成案とするところ。以上で、平成 29 年度第２回岩手県周産期

医療協議会を終了します。本日はどうもありがとうございました。 

 


