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二人に一人が“出産難民”に。分娩施設がなくなる日 
 
 
 
 
 
 
現在通院している約 8 割の妊婦が、産科

医不足の報道などに不安を感じ、約 3 割が

次の妊娠を控えたいと考えていることが、

日本医師会総合政策研究機構の調べでわか

った。 
「都内であっても妊娠 5、6 週で『うちはい

っぱいだから』と分娩予約が取れなかった

り、近所に分娩施設がない地方では、陣痛

が始まって、車で 2 時間の病院に向かう間

に出産してしまうケースも、実際に起きて

います」（都立府中病院産婦人科・桑江千鶴

子部長） 
 
世界トップレベルの日本の産科医療の崩

壊が、すでに始まっている。全国的に産科

を休診する病院が後を絶たず、高齢化が進

む開業医の引退も追い討ちをかけている。 
医療設備の整った病院の分娩廃止は、母

体死亡や新生児死亡リスクを高める。 
根本的な問題は、現場を支える医師の不

足。この不足が新たな不足を呼んでいる。

労働条件（賃金、労働時間、結婚・出産後

の女性医師のフォローアップ）と、訴訟問

題を改善することにより、医師の産科離れ

＝産科崩壊は食い止めることができると、

多くの現場医師は語っている。 
 
このまま崩壊が進むと、40 万人から 50

万人が『出産難民』になると、社団法人日

本産婦人科医会が警鐘を鳴らしている。 
産科崩壊は少子化に拍車をかけるもので

あり、安心して出産できる環境を作ること

が早急に望まれている。 
 

産科医療の基礎知識 

「お産は命がけ」と言われていた昭和 30 年

代、出産による母体死亡は 10 万人に 400 人

前後もいたが、現在は 6 人にまで減少し、

日本は世界でもトップクラスの産科医療レ

ベルを誇る。そのため患者やその家族は何

の疑いもなく“お産＝安全”だと認識して

いるが、実際には危険を伴う。 
 

「出産において、予測不能な状態は普通に

起こります。50 人に一人は“ヒヤリ”とす

るケースがあります。今でも無事赤ちゃん

を取り上げて、はじめてほっとする」（キャ

リア 20 年以上のベテラン産婦人科医） 
このように患者と医師の、お産への認識

のずれは大きい。 
 

 
 
 
 
 
 
「順調な妊娠だったのに突然胎児の心音が

下がり緊急帝王切開するケースはよくある

し、健康な母体なのに産後に子宮から蛇口

をひねったように出血し、分娩台で意識を

失うことも珍しくありません。このような

ダイナミックな急変が、ものの 2、3 分で起

こるのが産科の特徴のため、常に監視が必

【ポイント】 
1. 産科医不足により、分娩できる病院が激減し、東京など大都市圏でも『出産難民』が出現。 
2. 訴訟リスクが高まり、難しい出産ケースの受け入れを拒否する病院も出てくる可能性が。 
3. 低賃金、長時間労働、産科医療へのプレシャーなどが重なり、重大な医療ミスの恐れも。 

「妊婦、胎児の急変に対応できるの

は、他科の医師では無理。産婦人科は

特殊な医療」 
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要で緊張が伴います。『妊婦の体は特別』と

いう理由で、救急で運ばれた妊婦さんは他

科の先生は見たがらず、産婦人科にまわっ

てきます。小児科は内科医が診ることもで

きますが、妊婦は産婦人科医にしか見られ

ない」（40 代男性医師） 
 
医療の最前線で命を預かる医師は、重圧

に耐えながらボランティア精神で医療現場

に踏みとどまってきたが、医師の使命感だ

けではどうしようもないレベルまで崩壊し

ているのが現状だ。 
 
少子化を上回る産科崩壊のスピード 

 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省の統計によると、30 年前に比

べると医師全体の数は 2 倍になっているに

もかかわらず、産婦人科医の数は約 1 割、

産科医数は約 3 割も減少している。 
日本産婦人科医会の 2005年 7月の調査に

よると、分娩を取りやめた病院は平成 14 年

で病院 13 施設、診療所 50 施設だったのに

比べ、平成 16 年では病院 60 施設、診療所

で 103 施設と急増している。 
 

表 分娩取り扱いを中止した施設の推移 

年 病院 診療所 出生数

平成14年 13 50 1,153,855

15年 25 78 1,123,610

16年 60 103 1,110,721  
有効回答：45 支部／47 支部 
出所：日本産婦人科医会調査（2005 年 7 月） 
 

表 新規開設と分娩取りやめの動向 
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出所：同上 
 
例えば都立病院では、NICU（新生児集中

治療室）が併設されており、本来なら高度

周産期医療センターになるべき豊島病院が

分娩を休診。墨東病院でも新規では受け付

けず今秋にも休診する方針である。 
 

「大塚病院も産科を維持するには厳しい状

態。産科医不足により分娩を休診、廃止し

ている地方の日赤、公立病院が増え続けて

いるのが現状です。そのうえ生活保護を受

けている患者は私立病院では断られること

も多いので、『出産難民』が公立病院に押し

寄せてきます。都立府中病院でも、近郊に

ある年間 1,400 件も分娩していた病院が、

医師不足により分娩を取りやめます。すべ

てをフォローすることは不可能ですし、診

察を受けられずに、臨月にやってくる『飛

び込み出産』も増加すると予想されます」

（前出・桑江部長） 
 
約半数の分娩を担う開業医も高齢化が進

んでいる。現在、看護師の内診（膣内に指

を挿入し、子宮口の開き具合を確かめ、出

産の進行状況を確認する有効な手段）が文

面上はっきりと認められていないため、開

業医の負担が増え（出産が迫ると数時間お

きに検査が必要なため、眠ることができな

柳沢厚労相は産科の減少理由を「出生

数の減少で医療ニーズが低下してい

ることの反映」というが、茨城県では

11 年で出生率が 11％減ったが、分娩

施設は 47％減となっている。 
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い）、廃業する医院も増える見通しである。 
 
医師不足を解消するために、大学病院の

定員を増加させたり、高額な奨学金を出す

などの検討を、千葉県などが行っているが、 
「お金を使うところが間違っている。一人

前の医者になるまでに手術の技術の継承な

ど、10 年以上の時間がかかる。その医者が

離れているのが問題。数が足りて、しかも

負担の少ない美容整形や耳鼻科、眼科に行

くかもしれない学生のために、高額な奨学

金が必要でしょうか」（桑江部長） 
 
厚生労働省の 2004 年の調査によると、産

婦人科医師数は、全国平均で 10 万人あたり

8.3 人（内科は 76.9 人）。青森県にいたって

は 6.0 人しかおらず、全国のワースト一位

だった。 
 
柳沢伯夫厚労相は「出生数の減少で医療

ニーズが低減していることの反映」と発言

したが、認識不足としか言いようがない。 
 
日本産婦人科医会の茨城県での平成 7 年

から 17 年までの調査によると、出生数は

11％減少しているのに対し、分娩施設は

47％も減少している。少子化による出生数

をはるかに凌ぐスピードで、分娩施設が崩

壊しているのである。 
 
柳沢発言には、現場の医師も口をそろえ

て異議を唱える。 
「的外れもいいところ。産婦人科医の数は

減少している上に、がん検診や不妊治療な

どに特化したクリニックに移行する医者も

大勢います。また、結婚や出産の高年齢化

が進み、女性のライフスタイルが変わった

ことでハイリスク出産（高血圧や糖尿病な

ど合併症を持つケース、排卵誘発剤による

多児出産など）が増えました。不妊治療で

やっと妊娠にいたるケースもあり、親の求

める医療側への要求は年々高まり、少子化

とはいえ、一人当たりにかかる診察時間は

確実に増えています」（複数の産婦人科医） 
 

表 茨城県の分娩機関数の推移 

年 病院数 診療所数助産院数 合計 出生数

平成7年 37 60 4 101 27,517
8 37 58 5 100
9 36 60 5 101

10 35 61 6 102
11 35 59 6 100
12 37 52 6 95
13 35 54 6 95
14 34 53 7 94 27,337
15 34 47 7 88 26,523
16 32 44 7 83 26,751
17 27 30 4 61 24,513
18 24 26 4 54  

出所：日本産婦人科医会 
 
 
 
 
 
 
 
神戸大学付属病院産婦人科の山崎峰夫准

教授が興味深いアンケート調査を行った。

兵庫県産科婦人科学会会員 625 名（診療所

勤務 374 名、病院勤務 251 名、有効回答 327
名）にアンケート調査を行ったところ、回

答者の 13％が 60 代、23％が 70 代だった。

普通の会社なら退職している年齢の医師が

36％を越えているのだ。 
 
また、まったく分娩を扱っていない医師

が 41％にものぼった。このうち、31％を占

めたのは、本来医療の最前線に立っている

はずの 40 代、50 代の医師だった。60 代、

70 代の医師が引退した後の世代交代が懸

分娩を扱う医師の３人に一人が 
「10 年後には分娩をやめている」 
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念される。 
「開業医の平均年齢は 64 歳（厚生労働省の

2004 年の調査では 62 歳）で、あと 5 年も

すれば多くの医師が廃業します。2,500 人で

50 万件の分娩をしていましたが、世代交代

がうまくいかなかったら、完全な崩壊にな

ります」（前出・桑江部長） 
 
また、産婦人科医が分娩を止めた理由と

しては「意欲低下・リスク」、「体力・スト

レス」、「家族との時間」が主な理由だった。 
最も憂うべき回答は、現在分娩を扱って

いる産婦人科医師の 30％が、今後 10 年以

内に分娩取り扱いを止めるつもりだと答え

たことである。 
 

崩壊を阻止するためのポイント１： 
訴訟リスクの低減 

医師全体で産婦人科医の占める割合は

5％だが、産婦人科の訴訟数は、医療訴訟全

体の 10％を占めている。最高裁判所の資料

を元に朝日新聞がまとめた数字によると、

2004年度の産婦人科医1千人あたりの訴訟

率は 11.8 件。外科は 9.8 件、内科は 3.7 件

で、産婦人科の訴訟の多さが目立った。 
 
 
 
 
 

 
訴訟の多さは前項の「出産＝安全」とい

う認識が広がっていることが原因の一つで

ある。新たな生命の誕生という希望の裏に

は、母体、新生児死亡という結果が潜んで

いる。希望と結果がまったく逆になるのも、

産科の大きな特徴である。 
「産科訴訟の特徴は民事裁判の賠償額が高

いこと。平均寿命から賠償額が算出される

ため、弁護士がやりたがる。しかし、平均

寿命が高いのは、赤ちゃんの死亡率が少な

いからであって、それは産科医たちの努力

の賜物。それが自分たちを苦しめる結果に

なっている」（大学病院医師） 
 

2006 年 2 月、福島県立大野病院で母体死

亡事故があり、担当した産婦人科医が業務

上過失致死で逮捕された事件がある（現在

係争中）。しかし、この症例は医師にミスは

なかったのではないかと考える医師がほと

んどだった。 
ミスがないのに逮捕されたことで、医師

は萎縮している。難しいケースを受け入れ

ず、たらい回しになる患者が出る可能性も

ある。そうなれば数字上、病院で死ぬ数は

減るが、救急車で死ぬ数は増えるだろう。 
悪質なケースは罪に問われるべきだが、

善意で救おうとした結果、亡くなってしま

った責任は医師に負わせるべきではない。

どのようなケースが刑事介入にまでいたる

のか、そのガイドライン作りが必要である。 
 
現在、無過失保障制度（過失の有無を問

わず、医師の保障をする）の準備が整いつ

つあるが、遺族のために、なぜ死にいたっ

たのか、裁判に頼らずとも事実を究明でき

る方法が必要になるだろう。 
 
崩壊阻止するためのポイント２： 

医師の労働条件の改善 
 
 
 
 
 
 

①労働時間と賃金 

勤務形態は日勤（例・8 時から 17 時）と

夜勤（17 時から翌 8 時）に分けられる。夜

勤の勤務数は病院によって異なる。月に 4

訴訟率の多さ、刑事告訴を回避するた

め、病院側が難しいケースを敬遠し、

患者がたらい回しになる危険性もあ

る。 

過酷な労働条件下、重大な医療ミスに

つながる可能性も大きい。 
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～5 回のところもあれば、週に 2 回のとこ

ろもある。当番の日は日勤の後、夜勤。そ

して翌日の日勤もこなすし、カルテ記入な

どで残業もあるため、連続 36 時間以上の労

働になる。がんなど婦人科も診るため、当

直明けであっても手術を複数手がけること

は、どこの勤務医にも共通している。 
「週 100 時間労働を超えることもあるし、

平均 80 時間は働いています。当直日にお産

が入れば一睡もできません。当直がなくて

もオン・コールといって呼び出しがかかれ

ばいつでも病院に駆け付ける体制をとらな

くてはならない日もあり、枕元には常に携

帯電話を置き、心休まるときがありません。

このままでは過労死します」（桑江部長） 
 
過酷な労働を強いられる勤務医の賃金も、

高給ではない。医療費の削減と、分娩費用

の安さもその要因の一つである。 
「日本の分娩費用は 30から 35万円くらい。

諸外国に比べ非常に安い。ところが、実際

に分娩するとなると、それ以上の費用がか

かる。足が出た部分は定期検診などでカバ

ーしています。一回の分娩で 60 万円かかる

という計算もあり、産めば産むほど赤字が

出るという産婦人科医もいます」（複数の産

婦人科医） 
 
 桑江部長もこのように語る。 
「産科医は患者の急変が日常茶飯事だし、

長時間労働で訴訟リスクも高い。皮膚科や

眼科に転科したり、医者そのものを辞める

人が多いのも無理のない話」 
 

②女性医師のための職場環境改善 

 

 

 

 

 

女性医師を現場に踏みとどまらせること、

つまり女性の働きやすい環境作りも重要で

ある。現在、若い世代の産婦人科医の 70％
が女性医師である。過酷な労働条件下、妊

娠、出産を機に現場を去る女性医師が多い。

にもかかわらず、50.4％の施設にしか院内

保育所がなかった（『女性医師の継続的就労

支援のための委員会』調べ）。うち、医師の

子弟を優先的に利用できる施設は 34.6％に

とどまった。また、産休取得後に職場復帰

した女性医師は 60.1％、育休取得後に職場

復帰した女性医師 46.2％だった。 
 
最後に 
医師への訴訟リスク（主に刑事告訴）へ

の対応と、分娩を扱う現場医師を確保する

ために労働時間、賃金を改善し、そして女

性医師が結婚・出産後も働けるよう託児施

設の拡充を行う。そのための、産科への補

助が早急に必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行：公共政策プラットフォーム 

http://www.platon-web.net 

＜妊婦からもひとこと＞ 

「高齢出産なので、医療設備が充実して安心し

て生める病院が欲しい」（36 歳 初産） 
「近所の病院が分娩をやめてしまった。不妊治

療でやっと授かった子どもなので、無事に生

めるか不安」（30 代 初産） 
「ブランド出産のように、お金に余裕がある人

は安心して出産できるけど、一般庶民は無理

なのかしら」（37 歳 2 児の母） 

若い産婦人科医の７割を占める女性

医師が、結婚、出産を機に現場を離れ

ていることが、残り３割の男性医師の

負担に繋がる。 


