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藤本　保氏　それでは第
４分科会を始めさせてい
ただきます。この分科会
の主テーマは、「虐待防止
のための母子保健のあり
方」ということでありま
す。概要に大まかな目安
が書かれていますが、これから、私はコーディネー
ターとしまして、この分科会の狙い、及び、私が所
属する大分県医師会が行っております「ぺリネイタ
ル事業」、及び、それから派生します大分県下全域
で行われています「ヘルシースタート大分」という
事業の概要をお示ししていきたいと思っておりま

す。この分科会の狙いでありますが、まさに育児不
安を持つ親に対する早い段階からの支援と言うこと
が、今回のテーマを支える柱であろうと思います。
そのためには、できるだけ幅広くネットワークを広
げて、そのネットの目はできるだけ細やかであるこ
とが必要だろうと思います。その辺につきまして、
皆様方から、後程ディスカッションをお願いしたい
と思います。また、母子保健事業の中での実践をそ
れぞれのパネリストの方々からお話しいただきま
す。そして、今後のあり方を示していただきたいと
思いますし、皆様方、是非、それに対してご意見な
どがあれば言っていただければと思います。究極、
顔が見える関係というのが、母子保健事業の中では

概　要

児童虐待を防ぐための、育児不安を持つ親に対する早い段階からの支援や、母子保健との連携につ
いて、実践報告と今後のあり方を議論する。
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重要ではないかと言うふうに思います。先程、少し
触れましたように、これらのことを私から紹介させ
て頂きまして、現在、ぺリネイタル、ヘルシース
タート合同専門部会と言うのを毎月１回、県医師会
で、小児科医、産婦人科医、それから精神科医、行
政の方々、保健師、助産師、それから行政では児童
相談所の方々、多くの方々に来ていただいて、色々
な検討を行っております。そのことについて、紹介
できればと思っております。私、考えますに、育児
支援とは、要するに、子育て支援とは何か、これは
とりもなおさず子どもとその両親を一体としてとら
えて、子どもの育つ力、育つこと、それから親の育
てる事、これを両方同時に支援することだろうと思
います。そのことによって、子どもに安全で安心な
環境を整えて、その子どもが健康で幸せな一生を送
ることができるように保障することであろうと、ま
あ、その１つの事業として、「ぺリネイタルビジッ
ト事業」を少し紹介させて頂きたいと思います。こ
の事業が元になりまして、その後発展しました「ヘ
ルシースタート大分事業」もお示ししたいと思いま
す。この「ぺリネイタルビジット事業」というのは、
お腹の中にいるときからの育児支援ということが１
つのテーマになっています。これは、現在、大分県
における母子保健活動を示しているものです。それ
ぞれ市町村や、或いは、それぞれの立場でいろんな
ことを取り組んでいます。これらの取り組みを、いっ
ぱいいろいろ、これが一生の中での月や年齢を入れ
れば、それぞれの時期に応じた、このような事業も
あります。それらを一生懸命にやってはいるのです
が、これが果たしてネットワークとして有機的に結
びついているかということが課題であろうと思って
おります。そこで、それを有機的に結びつけるもの
として、「ぺリネイタルビジット」というものがあ
りますし、更にこれを発展させるのが「ヘルシース
タート大分」ということになります。今、示しまし
たように、ぺリネイタルビジットでは、産科、小児科、
精神科と、いろんな医療、それから保健、まあ一部、
福祉もですが、主に保健と、このネットワークの中
で育児支援がなされております。更に、地域にあり
ますいろんな力、特にまた、福祉や教育を含めて、
いろんな機関とか有機的に結びついて、このような
もっと大きいネットワークがしかも、それぞれの地
域で、地域に応じた形で推進されていくということ

を思い描いて始まった事業が「ヘルシースタート大
分」という事業です。これは、大分県ぺリネイタル
ビジット事業の概念を示した図です。当初、大分市、
別府市、杵築市で始まって、現在は大分県内の 18
市町村ありますが、そのうちの 11 の市町が現在取
り組んでいます。その他、残りの市町村は、大分県
がその窓口となり、いろんな事例を検討して、その
中からハイリスクと思われるものを専門部会、現在
これは「ぺリネイタルビジット・ヘルシースタート
合同専門部会」というところで、ヘルシースタート
の中で取り上げられたハイリスクの例もこの検討会
の中で検討されています。勿論それらの例は、要保
護児童対策地域協議会の中でも検討されたりしてい
る訳ですが、それらの色んな情報が集約されてくる、
今日の朝の基調講演の中でもありましたように、い
ろんな情報が集約されて、その中からアセスメント、
評価することによって課題が見えて解決に結びつく
という、まさにそれを、この中でやっているという
ふうにご理解いただければと思います。これは、今
までの 11 年間に行いましたぺリネイタルビジット
事業の、産科からの紹介数が 8,503 名で、小児科を
訪れて実際、小児科医が指導したのが 6,634 件、指
導率は 78% だったということで、下に書かれてい
るアルファベットは、それぞれの医療機関の頭文字
であります。このように、非常にたくさんの紹介を
し、たくさんの訪問を受けて指導する医療機関、非
常にばらつきがありますが、これは、全県下で見て
おりますので、人口比の違いもあり、ですから単に
熱心とか、努力だけではない分布もあるのですが、
大体約半分は、４、５件の産科、小児科が、非常に
集中的にやっているというのが見て取れると思いま
す。ここに書いてありますように、大体、７医療機
関で約 90% 近く、小児科では 50% 近くが実施して
いるという状況になっています。これが多くの医療
機関にばらつくというか、平均化されるとより良い
のかなと思いますが、しかし、先程申しあげました
ように、人口その他いろんな要素もあると思います
ので、そんなに平均化することはないだろうと思い
ます。これが、それぞれの年度における産科の紹介、
小児科の指導、まあこのような分布で、平成 16 年
ごろからは、大体、フラット、特にここ３、４年
は、ほぼ一定の数になっているように見えます。当
初からこのぺリネイタルビジットに産科から紹介さ
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れて、そして小児科に来て指導を受ければ良いので
すが、来なかった人たちの中にはハイリスクが潜ん
でいるのではないかと思われていました。で、いろ
いろ調査したのですが、結果として、紹介を受けた
のに指導を受けなかったその理由を問い合わせてみ
ますと、最初のこの期間の調査でも、「時機を逸し
た」と言うのが約６割、「親御さんの体調不良」と
か、「忘れた」というのが１割、このような状況で、
幸いなことに、来なかった、指導を受けなかった方
の中にはハイリスクはいなかったということが分か
ります。21 年から 23 年の最近の例でも、「時機を
逸した」が半分、「体調不良・忘れていた」が大体
４分の３で、特別大きなリスクを抱えていたわけで
はないということが分かりました。「ぺリネイタル」
と言うのは、出産を境にして、出産前と出産後、特
に大分の場合は、出産後は 57 日までを対象にして
おりますが、その期間での産科の紹介と小児科での
指導の、それぞれを利用した方の割合です。大体約
６割が産前、４割の方が産後に紹介を受けて、小児
科で指導を受けているということが分かります。で、
小児科で指導を受けた際に、指導内容に満足したか
と言うことですが、幸いなことに、「非常に満足した」
というのが６割、「まあまあ満足した」と言う方が
３割で、大体９割が満足しています。「不満」はゼ
ロですけれども、「やや不満」は少しあったようで
す。これが、私が実際に行っているところで、この
ように、診察室と違う部屋で、こういう形でやって
おります。これは、産前の分で、これが産後の方、
このように赤ちゃんを抱っこしてやってきて、お話
を聞いて、いろんなアドバイスをしているところで
す。この事業で分かったハイリスクの要因というの
が、このようなことが多かったということが分かり
ました。専門部会で事例を検討するのにあたって、

「リスクがあるだろう」と言うふうにピックアップ
された主な項目は、この調査の中では、「育児不安
がある」と自ら書いた人が一番多くて 135、「現在、
悩みや落ち込むことがある」が次に続いて、それ以
外には「若年出産」とか「母親の精神疾患」あるいは、

「シングルマザー」「母親が外国籍である」、あるいは、
「高齢の出産」「母親が自分で健康状態に不安を抱い
ている」あるいは、その家族の「経済的な不安がある」
あるいは、「未入籍である」ということと続きます。
中には、本人が、「是非、この事業で指導を受けた

い」と産科の先生が、これは以前希望があったと言
う、これは、「リスクがあって保健師の訪問を受け
たい」という希望です。このようなことで、現在まで、
この 23 年度までに、事例検討に上がってきた人が
365 件、それらについてどのようにアセスメントし
たか、「通常の保健サービスでよいだろう」という
人が 80、最も多かったのは「保健師が継続的に訪
問等を続けて支援する」というのが 186 件で一番多
かったです。次、「通常のサービス」、「それから日
常の診療や検診の中で見守っていきましょう」とい
うのがその次に続き、「実際に色んな機関が協力し
て介入した」例が14件、これが23年までの経過です。
しかし、この時に、今朝から色々と報告、お話の中
にもありましたが、別府市での４歳児虐待死の事例
がありまして、このぺリネイタルの専門部会のあり
方、それから「ヘルシースタートとの合同の専門部
会で、よりもう少し細かく検討してフォローアップ
する必要があるのではないかと言うことで、ぺリネ
イタル、ヘルシースタート合同専門部会で検討する
時に、検討結果を６段階に分けるようにして、これ
は 24 年の５月から、この分け方で行っております。
それまでは、先程の４つの「通常サービス」「見守り」

「継続支援」「介入」でした。この中で６段階に分け
て、通常の母子保健、見守り、ここまでは同じです
が、この３、４が保健師が継続支援、４になります
と保健師が中心となって支援するのですが、それ以
外にも、福祉や医療、あるいはまた行政あるいは保
健所等が一緒になって支援する。５番目は、児童福
祉の担当者が中心となった継続支援で、これはもう
介入になりますが、一時保護などの早期介入と言う
形で６段階に分けて評価しております。この事業か
ら分かったことは、もともとはこのぺリネイタルビ
ジット事業と言うのはポピュレーションアプローチ
と言いまして、健康な方々の不安を取り除く、つま
り保健サービスをして、漫然とした育児不安を取り
除くようにしよう、それから生まれてくる子どもの
かかりつけ医として生まれる前から、生まれた直後
から、良い関係を作ろうというようなポピュレー
ションアプローチの効果を狙ったものですが、その
中から、今回、問題となりましたような虐待に結び
つくようなハイリスク、これを何とか、いろいろ検
討しながら見つけて、早期に介入して不幸な事例に
陥らないようにしよう、で、一方では、今回のテー
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マにもありましたように、ぺリネイタルビジット事
業がネットワークの強化をする非常に大きな役割を
果たしたということです。その結果から、「ヘルシー
スタート大分」というのができて、この「ヘルシー
スタート大分」には、医療では医師は、小児科、産
婦人科、精神科、及び歯科医師も入っておりますし、
教育の方では、幼児教育、幼稚園や保育所及び小学
校教諭、それから薬剤師会、栄養士会、その他、色々
な地域の方々に委員になっていただいて検討してい
るものが出来上がっております。その中で、色んな
ケアがなされる、また、継続的ケアが必要とされる
であろうハイリスクをピックアップして、その合同
専門部会で検討していくことになっています。私か
ら最初に、この分科会において、大分で行われてお
ります「ぺリネイタルビジット」と「ヘルシースター
ト」で検討される合同専門部会についても紹介し、
これから３人のパネリストの方々にお話をいただい
て、実際の保健事業の中での実践、その中から出て
くる課題と今後のあり方と言うことについて、お話
をいただきたいと思います。では、順番に、大江さ
んからお願いいたします。

大江　洋美氏　こんにち
は、一般社団法人大分県
助産師会の大江と申しま
す。普段の勤務は大分市
の堀永産婦人科医院と言
うところで勤務しており
ます。今回、子どもの虐
待への助産師のかかわりについてご報告をさせてい
ただきます。助産師は、妊娠、分娩、育児期の支援
のみならず、乳幼児から親子の触れ合いを通して乳
幼児期の虐待の予防、学童期から思春期の命の大切
さについての正しい知識の普及、望まない妊娠の予
防、DV、家族計画指導について、女性の生涯にわ
たる支援として、継続的な支援を行っております。
公益社団法人大分県助産師会では、平成 11 年より、
支援するセンターを開設し、各ライフサイクルへの
支援を行っております。

まず、大分県助産師会の取り組みの経緯について
お話しさせて頂きます。昭和７年 10 月 22 日、大分
県産婆会が設立されました。各郡市に分かれていた
産婆会を行政の指導により一本化して、大分県産婆

会を設立いたしました。ピーク時には 1,200 人の会
員が在籍し、そのほとんどが地域の中で、「取り上
げ屋」として１日 24 時間、年間 365 日、妊娠、出
産時期のみならず育児期を通じて、いつでも相談で
きる体制が整っており、自然とサポーターになって
おりました。勤務助産師の増加、昭和 30 年代から
出産場所が自宅から病院に移行し、助産師の勤務体
系も変化し、次第に地域から助産師の姿が見えなく
なりました。平成 10 年、日本助産師会、社会福祉
医療事業団、子育て支援基金中央の助成を受けて全
国５か所にモデル事業として「子育て先行県支援セ
ンター」を設置し、電話相談を開始しました。平成
11 年には、10 か所に設置しました。平成 11 年、「大
分県助産師会子育て支援センター」を設置し、電話
相談を開始しました。「子育て支援センター」の活
動の目的です。母子に身近な地域で助産師が、母子
及びその家庭に対して気軽に相談に乗ることによ
り、母親の育児不安の緩和、解消、及び産後の精神
疾患等の予防を図るとともに、子どもの虐待防止等
を目的とする、さらに青少年の健全育成としての思
春期相談事業をはじめ、不妊相談、更年期相談活動
を通じ、女性の生涯の健康支援をすることを目的と
しております。妊娠ヘルスセンターの開設、大分県
の委託を受け平成 24 年１月から開設しております。
望まない妊娠や若年妊娠や出産について悩むものを
対象に相談を受け、解決に向けた適切な行動がとれ
るように支援する目的で設置されております。

次に、子育て支援活動の実際をお話しさせて頂き
ます。まず、赤ちゃん・おっぱい電話相談です。少
子核家族化の中で母親が子育て不安を持ちながら、
身近に相談できる人もいないまま、一人で子育てを
しているのが現状です。そのため、子育てからくる
イライラが子どもの虐待につながることがありま
す。赤ちゃん・おっぱい電話相談事業では、相談時
間は 10 時から 16 時、原則として毎日行っておりま
す。妊娠中から子育て、思春期から更年期、不妊、
避妊等の相談まで、リプロダクティブヘルスの視点
に沿って、女性の健康全般にかかわれればと思って
おります。子育て支援センターでの、赤ちゃん・おっ
ぱい電話相談の件数は、平成 11 年から始めた電話
相談ですが、１年間に 1,000 件以上、平成 24 年ま
でで約１万３千件以上の電話相談を受けておりま
す。平成 23 年からは大分県による「いつでも子育
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てホットライン」による電話相談も行われるように
なりました。相談内容は、母乳に関することがほぼ
半数を占めております。乳房トラブルに関すること、
分泌に関することの相談が多いです。育児に関して
は、夜泣きのことや離乳食、食事に関する相談が多
かったです。次に、大分母乳育児相談室では、予約
制で、来所相談を希望する妊産婦やその他の面接相
談に対応するようにしております。その時の様子で
す。

次に双子の支援活動についてです。早胎や多胎で
は、育児負担が非常に大きく子ども虐待を招くこと
もあるといわれております。そこで親の心身の負担
を少しでも軽減するため、児童を短時間預かり育児
から解放する、また、孤立した環境の中で一人で子
育てをしているので、この機会を利用して親の交流
会を行い、情報交換の場を提供する目的で行われて
おりました。妊娠中の支援、出産直後からの児が、
退院するまでの支援、乳幼児の子育て支援を行って
おりました。現在は、大分市の事業として行なって
おります。次に、孫育て教室です。現在、母親にな
る人たちが、生まれた時代の育児と現在の育児内容
が異なっていることがあり、そのため、親と娘、姑
関係が悪くなることがあることが妊産婦、新生児訪
問を通して出てきました。そこで、祖父母に現在の
子育てを理解してもらい、若い母親の相談相手とし
て自信を持って対応できるようにとの考えから、平
成 12 年度からこの教室を開催しております。孫育
てにも積極的に協力してもらい、合わせて家族関係
の調整が図られ更に地域の子育てにも積極的に参加
してもらうことを期待しております。その時の様子
です。続いて、命の出前講座大分についてです。近
年、情報の氾濫により性行動の若年化が進んでいま
す。その結果、望まない妊娠による 10 代の人口妊
娠中絶は増加の一途をたどっており、また若年者の
性感染症の増加も問題となっています。性意識の低
下も考えられております。このような状況の中で、
性に対する知識が未熟なままに、特に女子の場合、
思春期からの心身が傷つき、母性機能や母性意識の
発達に大きな障害となっていることも少なくありま
せん。そこで、妊娠、出産に直接かかわる助産師の
立場から、命の大切さや正しい知識の普及、思春期
からの健康管理について、希望する学校や地域に講
師を派遣しております。また、みんなの前で聞けな

いことの対応として、電話相談にも対応しておりま
す。これは、赤ちゃん・おっぱい電話相談の電話番
号で対応しております。その時の、命の出前講座の
時の様子です。

続いて、大分妊娠ヘルスセンターの活動をお話し
させて頂きます。大分妊娠ヘルスセンターは、大分
県の委託を受け、平成 24 年４月に開設いたしまし
た。実施期間は、電話相談、メール相談及び面接相
談を受けるものとしております。医師による面接に
ついては予約で行っております。相談にあたって
は、医学的な側面のみならず、心理的、社会的側面
についても考慮するなど、相談内容を総合的にとら
え、必要に応じて他機関と連携を図ること、相談を
行った場合は記録を整理、保管するものとしており
ます。関係機関との連携として、本事業の実施にあ
たり、医師会、産婦人科を担当する医師、その他、
関係団体と十分に連携を図り、本事業の実施につい
て協力を求めております。平成 25 年、電話相談を
受けているところです。平成 25 年９月までの相談
件数は、416 件で、内訳は、電話相談が 313 件、メー
ル相談が 93 件、面接相談 10 件でした。相談者から
の悩みを聞き、関係機関と連携しながら、不安への
対応や問題の解決を図ってきております。電話相談
はフリーダイヤルで受けており、じっくりと話を聞
くことができます。殆ど女性の方からの相談です
が、男性の方からの相談も 5.5% ほどあります。相
談の目的は、情報提供が一番多く 190 件、その次が、
妊娠一般相談が 85 件あります。妊娠、葛藤、中絶
についての情報提供が多いです。妊娠、葛藤、中絶
相談の内訳ですが、継続の葛藤についての相談が多
く 25 件、中絶の費用など経済的な相談が 18 件と多
いです。相談の対応は、殆どが、助言、相談、次に
継続相談です。あと、専門機関の紹介では、医療機
関への早目の受診を勧めたり、地域の保健師さんと
の連携を行っています。リピーターの方も何人かい
らっしゃいまして、保健師さんとその都度連絡を取
り合い、お話を聞きながら連携をしております。妊
娠ヘルスセンターを周知してもらうために作った
カードです。ポスターもあります。県内の薬局、ド
ラッグストア、公共施設のトイレ、広報室への記事
掲載、ラジオ番組等で広報活動を行っております。
裏にはセンターの地図を載せております。このカー
ドとポスターは今日、エントランスホールのポス



97

第４分科会●

ター、パネル展示で貼らせて頂いております。で、
毎月１回、運営会議を行って、みんなで共有したり、
話し合ったりする方の事例について検討しておりま
す。

あと、その他の事業ですけれども、大分市ハッピー
ファミリー支援事業として委託を受けて、プレママ、
プレパパ教室、親子スキンシップ教室を行っており
ます。沐浴の練習とか、パパ達同志でのお話し合い
とか、先輩ママの赤ちゃんを抱っこさせてもらった
り、妊娠中からの赤ちゃん抱っこ体験ができており
ます。親子スキンシップ教室、タッチケア教室です。
自分の赤ちゃんが産まれるまで、赤ちゃんを抱っこ
したことがないとか、わが子への接し方が分からな
いとか、親子のスキンシップの取り方が分からずに
不安につながる、そして、ひいては虐待に発展する
ということも考えられております。タッチケアを通
して、子育てに楽しさの体験や親子の精神的安定、
子育ての不安解消などを目的として定期的に行って
おります。今は、３市７地区、年間約 20 回行って
います。

次に、産科医療機関での助産師活動についてです。
私が勤務している産科医療機関では、全妊婦を対象
に、20 年以上前から妊婦健診時に助産師による保
健指導を行っております。妊婦からは、妊娠に伴う
不安、心配などが多く聞かれ、医療情報が錯そうし
ている現在、助産師が妊娠期から積極的にかかわる
姿勢の必要性を感じております。何となく心配だと、
思われる方もいらっしゃり、気になることがあるの
ではないかと言う方を継続して様子を見させていた
だくことや、ぺリネイタルビジットを通して、小児
科の先生や地域の保健師さんとも連携をしておりま
す。あと、退院された後の家庭訪問や中間健診で、
産後のお母さんと赤ちゃんの状況を見させていただ
いております。その他、両親学級や退院指導などの
活動を行っております。当院でも、中学生に対する
赤ちゃん抱っこ体験をやっております。中学生で初
めて赤ちゃんを抱っこしたという人も多くて、生徒
の方が毎年、感想文を送ってくれるのですけれども、
それを去年、10 年分、分析してみたところ、命の
大切さとか、命の危うさ、癒された、自分のことを
振り返った、親への思い、今後のことを考えた、と
かいう感想があげられておりました。抱っこ体験を
しているところです。まだ生まれて間もない、４日

目、５日目ぐらいの赤ちゃんで、勿論、お母さんの
許可を得て、みんなに抱っこさせてもらっておりま
す。大分県助産師会での事業、産科医療機関での活
動、これらは全ての活動が、妊娠中、子育て中の不
安な気持ちに寄り添い、望まない妊娠の予防、相談
から虐待の予防につながっています。地域で関わる
ことと、電話やメール相談に応じることもあります
が、いつでも、どこでも、どんな世代にでも関わっ
ていることには変わりはありません。助産師は、妊
娠、分娩、産

さんじょく

褥、新生児期の支援のみならず、乳児
からの親子の触れ合いを通して、全てのライフサイ
クルを通して、子どもの虐待予防に継続的な支援を
行っております。ご清聴ありがとうございました。

藤本氏　それでは、引き続きまして、佐藤さんにお
願いいたします。

佐藤　拓代氏　本当に御
二方のすごく多角的な活動
のご報告に続いて、先程
からの妊娠ヘルスセンター
の大江さんのお話がありま
したが、その部分を取り上
げた私の話になります。

大阪府立母子保健総合医療センターは、総合周産
期母子医療センターです。371 床ありまして、100
床が産科、新生児が 60 床、そして残りの 211 床程
が全て子どもにかかわる診療科で、いろんな診療を
行っております。年間分娩数が 1,500 ぐらい、そし
て、1,000 グラム未満の超低出生体重児が年間 50 人
ぐらい入院してくるところです。32 年ぐらい前に
できまして、開設時から病院の名称に「保健」を入
れて、地域保健との連携を視野に入れて活動を行っ
ております。私の企画調査部の下に地域保健室とい
う部署があり、地方独立行政法人ですが、大阪府の
保健所から保健師を派遣してもらっておりまして、
妊娠中からのいろんな問題を抱えている妊婦さんへ
の面接、相談、それから、小さく生まれた子どもさん、
障害を持った子どもさんへの支援を保健師がやって
おります。当センターでは、未熟児に学童期までの
健診をやっていまして、自分たちが行った医療の
フォローを行っています。また、昔から保健師さん
は保健センター等にこういう人がいますから支援を
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お願いします、とずっと 32 年間もやってきていて、
今も年間 800 件くらいの訪問依頼をしています。こ
のような状況から、大阪府は思いがけない妊娠の相
談窓口を地域保健機関と連携している当センター地
域保健室に設置しました。私は、部長兼地域保健室
長の立場で働いています。

子ども虐待の死亡事例等の検証報告は、皆様ご存
知と思うんですけれども、虐待死した子どもの年齢
を出しています。人数的には虐待死は、大体年間
50 人ぐらい、心中による死亡が 50 人ぐらい、毎年
の報告で 100 人ぐらい出てきているのですが、その
中で 50 人の虐待死の年齢を見ていくと、０歳が４
割から６割ぐらいです。そのうち、第９次だけ取っ
てみても、生まれたその日に死亡しているのが 19%
という、生まれてすぐに死亡する子どもたちをどう
やって予防するのか、今、すごく大きい課題となっ
ています。第１次から第９次までまとめて、０日で
死亡したお子さんが 83 人おられます。そして、そ
の中で、望まない妊娠、これ複数回答ですけれども、
75.9% で、中には心の問題をお持ちの方もいるので
すが、これは０日死亡ではむしろ少なくて、０カ月、
１か月未満の死亡のところで少し多くなり、この生
まれたその日の死亡を乗り越えると、望まない妊娠
による死亡も減るという状況がはっきりみえてきて
おります。経済的な問題は、どちらもちょっと多め
ですけれども、若年の出産の経験、１人目を若年で
産んだ、今は２人目がいて 20 代なんだけれども、
十代で結婚する時のいろんな問題を抱えたまま、死
亡させるような虐待に至っているというのも見えて
きています。

また、これは大阪府が、思いがけない妊娠の相談
窓口を設置するきっかけになった未受診調査なので
すが、これまで４回実施し、今年も５回目の調査を
やっています。医療機関単位では調査されていると
ころはあったのですが、都道府県レベルで初めての
未受診妊娠の調査でして、定義を 14 回の妊婦健診
のうち受診回数３回以下、または、受診が３か月以
上間が開くとしています。大阪府の 150 〜 160 の分
娩を扱うすべての施設に調査をしています。回答が
出てきてるのは大体 30 施設ですので、５分の１ぐ
らいの施設がこういう飛び込み分娩を扱っていて、
回答数が４回目の調査で倍になっています。大阪府
は７万８千人ぐらい生まれているのですけれども、

250 に１の割合でこういう分娩があるという結果に
なりました。聞こえてくるところでは、岡山県の全
県調査では 1,000 人に１人、隣の奈良県でも 1,000
人に１人とかですので、大阪はやっぱりこういう人
たちが流れ込んできやすいのかもしれません。年齢
別にみると、若年のピークと、30 代後半のピーク
というのが、４回の調査でも同じ傾向です。中学、
高校生が 12 名で、また年齢が高い人たちは４回以
上の多産婦というリピーター。妊娠、分娩は病気で
はないから大丈夫だと思っているのですけれども、
妊婦健診未受診ですと本来健康で産まれてくる子ど
もさんが、いろいろ大変な状況になっているという
こともこれで見えてきました。経済的に勿論、お金
がなくて妊婦健診を受けていないという方が多いで
す。未受診になった理由も、先程の職業のところと
一致して、経済的な問題が３分の１、妊娠の知識が
足りない、これ特に若い子たちに多いのですけれど
も、妊娠の受容の困難とか、不倫とかによるような
状況も見えてきています。10 代は特に家族に言え
ず、どうしてよいかわからなかったというのが４人
に１人です。お母さんの被虐待歴があって、自分の
親に恐らく相談できていないと思うのですが、それ
が４％、前回の 2012 年の調査では１割でした。お
母さんの精神疾患がもともとある人と、それから
合併症としての精神疾患と一緒になっていますが
9.4％です。死産で産まれた子どもが６人いまして、
周産期死亡率と言って、妊娠中、それから生後１週
間までの死亡を合わせると、1,000：19.5 になりま
すが、全国的には 4.2 ですので、妊婦健診未受診は、
５倍もの不利益を子どもに生じさせていると言えま
す。４回の調査で産婦人科医もかなり、これは大変
だということを認識していただいて、きっちり医療
もしてくれまして、新生児合併症は減ってきていま
すし、NICU 入院も減ってきています。アプガース
コアという生まれた児の健康度をみるスコアで、９
点・10 点は元気な状態を表しますが、７点以下と
いうしんどい子どもさんも減ってきています。しか
し、その後の子育ての状況の大変さというのはやっ
ぱり変わらないです。この調査報告は大阪府のホー
ムページで健康づくり課母子グループにあり、すべ
ての報告書がダウンロードできますので、是非、大
変な実態を読んでいただけたらと思います。

国の虐待死亡事例等の検証報告、大阪府の未受診
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妊娠調査から、既存の妊娠届出、母子健康手帳の交
付から始まる公的サービスに乗りにくい親というの
は、情報が届かないのか、情報を利用する力がない
のか、あるいは、全く子どもに愛着が無いのかもし
れません。こういう人たちには、妊娠したら 14 回
の妊婦健診の補助券がもらえるということをあれだ
け色んな所で PR しても全く届いていないので、こ
の人たち特有の情報を得やすい窓口が必要だろうと
思いましたし、また、本当に子どもに愛着が無くて
産み捨てる人もあるわけで、こういう人には、適切
な時期の妊娠中絶か、あるいは、この人が育てなく
てもいいよ、という施設入所、あるいは、特別養子
縁組制度等の情報提供等が必要だろうと思いまし
た。ここには書きませんでしたが、実は、お金がな
いというのも非常に大きい理由でして、助産制度の
PR と言うのは、どこの自治体でもすぐにホームペー
ジで見つかる状況ではないのです。お金がないこと
を背景に本当に子どもを殺す人たちもいますので、
私たちはそのことも併せて情報提供しています。

このような状況から、国が相談窓口設置の通知を
出す前から私たちは用意をしていまして、平成 23
年の 10 月に都道府県レベルで初めての思いがけな
い妊娠の相談窓口を開設いたしました。情報をホー
ムページで提供し、産んだ決断をした人の手記と、
産まない、中絶をした人の手記も載せています。ま
た、妊娠したらどういうことが起きるかとか、ある
いは、どこにどんな情報があるかと言うようなこと
も載せています。メール相談と電話相談に対応して
いるのですけれども、対応を指示するのではなく
て、私たちは、あなたがこれで産めないと思ってい
るのだったら、それはこういうことでここに相談し
たらいいよ、とか、私たちが産みなさいとかではな
くて、決めるのはあなたという主体的な選択を選ん
でもらえるようにサポートしています。PR の方法
としては、子どもたちが通学定期を買う時にポケッ
ト時刻表を定期入れに入れると思いますが、そこに
広告を出したりとか、「にんしん SOS」のカードを
ドラッグストアで、妊娠チェッカーを買いに来ると
きに持っていくだろうと思って配布していますが、
1,000 件以上の相談でこれを見てというのは１件だ
けでした。あまりこれは効果が良くないようです。
産科医療機関からは、結構これを見て相談して来て
くれています。深夜の FM 放送で電話番号を控え

てくれていて、自分の家で産んだのだけれども、出
血が止まらなくて６日目に心配になって電話をかけ
て下さった例がありました。本当に、夜に起きてい
る人たちに対するメッセージも重要だと思っていま
す。

相談対応者は専属です。非常勤の保健師と助産師
が 10 時から４時まで詰めていて、朝メールを開け
て、実際祝祭日が入ると、本当に月曜日なんかは９
件、10 件ぐらい入っているのですけど、そのメー
ル相談の返事は言葉として残りますので、私かもし
くはもう一人の保健師が見てからメールを送信する
というようにしています。相談件数は６か月単位で
見ますと本当に倍々で増えていまして、９月が約
200 件で、10 月がちょっと落ち着いて 150 件といっ
た状況です。私たちはメールの方が多いのかなと
思ったのですが、電話が多いです。メールが２割の
後半というような状況ですね。電話でも、あれこれ
相談に乗って、それでまた、電話してきてください
ね、と言うと、電話を返してくれる人がいます。こ
の中で本当に産まれましたという電話をもらうこと
もあって、私たちにとってもうれしい限りです。け
れども、電話でも結果を教えてくれることもありま
すが、メールの方が、今はもう本当に、逐一、今妊
娠検査をしたらマイナスでしたが、これはどういう
ことでしょうというようなことが何回も来るように
なって、件数として延べ件数は非常に多くなって来
ています。相談はやっぱり本人からが多いのですけ
れども、本人と本人以外の相談でも対象妊婦の年代
は、10 代が電話の 22%、メールが 48%、やっぱり
10 代はメールでよく相談してきています。年齢は、
20 代が多いのですが、どんどん 10 代が増えて行っ
ているんですね。それから、10 代の新規相談件数
は３月と７月、８月がピークです。10 代の中でも、
中高生、大学生などの分析をしてみると、１、２、
３月と、７、８、９月が多いという結果になってい
ます。

実人数で分析しないと実際のことはわからないの
で、開設後の１年半でメールと電話で同一事例と思
われる相談を分析していますが、1,300 件ぐらいの
相談がある中で、実人数は 1,010 件でした。メール
では詳しいことがわからないので、電話で詳しい状
況を教えてくださいね、よかったらこちらから電
話をかけなおしますよなどと対応しています。「に
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んしん SOS」を知ったのはインターネットからが、
電話でもメールでも６割ぐらいです。他に相談した
ことがない初めての相談が４割で、特に中高生は他
に相談したことがないのが５割です。パートナーの
状況は、交際中が４割ですが、大学生は８割ですね。
結婚しようと思っている、けれども妊娠したかもし
れないと言って、中高生も６割がステディな関係に
あって交際中という人が多いです。意外に 20 代以
降が、別れたとか捨てられたとかいうような相談が
多いです。このごろメールで相談してきているのは、
超早期妊娠症状というのがネットでものすごく流布
しているようで、生理が来る前でもおっぱいが張る
のは妊娠ですか、生理が来ても妊娠することがある
と書いてありましたとかです。それを見て、ものす
ごく心配に思って相談に来てる。それはメールが多
いのですけれども、実際の中絶とか、産む医療機関
探しとか、DV とか、性病とか、すぐに解決策が欲
しいのは電話での相談が多いです。私たちは傾聴し、
情報提供し、自分たちで決断してもらうようなこと
をしていますが、未受診の妊婦の中絶先がなかなか
見つからない、またお金も非常にかかる、中期の中
絶で 40 万必要と言われたけれどお金がない、それ
をどうしようかというような相談もあり、公的な所
だったならば何とか分割払いとかしてくれる所もあ
るので、もうちょっと具体的に話を聞きながら、身
元証明と言ったら何なのですが、福祉につないだり、
保健師さんと一緒に医療機関に行ってもらったり、
それでようやく分割払いで中絶というようなそんな
サポートもしています。
「にんしん SOS 相談」で飛び込み分娩や新生児死

亡に至りかねない状況を予防できたと考えているの
は、139 人（13.7%）です。そのうち出産に至った
というのが 28.8% です。最初の頃の相談で、妊娠
38 週でどこにも相談していなくて、とにかく親に
も相談できないと言うんです。お金もないし、住所
を聞き出して、近くの保健所センターの保健師さん
のこれこれという人に相談してあるから、あなたが
行ったらこの人が対応できるからと言って、動きに
くい人でも動けるように、行きやすくしているんで
すね。それで、その人にようやく繋がって、病院に
行って、初めて妊婦健診の補助券があるということ
を知った。２回だけ妊婦健診を受けて出産に至り、
生まれて２か月後に赤ちゃんが生まれたというメー

ルをまた返してくれました。そのように、出産に
至ったのが 40 人です。父子家庭の中学生が父親に
は絶対に言えないと、だけど、妊娠していることは
間違いないと、まず、受診してくれなければならな
いのですけれども、赤ちゃんが動くと言っているん
ですね。で、それをお父さんに報告することを促し、
お父さんも明日から長期出張に行くからどうしても
今日言わなければいけないので今日言いますってい
うメールが来て、それから翌日に相談できましたと
いうメールが入りました。そのような細やかなフォ
ローをしています。レイプされた相談とか、誰の子
か分からない相談に、本当によく相談してくれまし
たねと、そこからこの人たちを受容し話を聞く、そ
んなスタンスでやっています。誰の子か分からない
という相談もかなり入ってきています。これは、５％
ですけれども、はっきり妊娠何週とわかるような母
数だけから見ると、倍の１割が誰の子か分からない
という相談です。きっと、今の人たちの性行動はか
なり活発で、でも、これは公的な所には相談できな
いんだろうなあと思うんですね。ちょっと離れたと
ころに相談したい、だから、大阪府外からの相談が
多くなるのかもしれません。
「にんしん SOS」では、社会的に認知されない経

過で宿った妊娠や、親との関係が悪く相談できない
妊娠などがあります。中絶や出産するお金がなくて
相談してくる場合もありますが、お金がないという
ことの背景には親から見放されているということも
よくあります。受け入れられた思いを持ってなくて、
ようやく勇気を振り絞って私たちのところにメール
や電話をしてくれているので、まずは受容すること
から、励まし励ましながら対応しています。中絶と
言うことを決めたんだけど、と言って電話してくる
人たちもあります。中学生が 30 分、本当に泣きっ
ぱなしだった事例があって、相手も納得しているし、
明日、中絶に行くんだけれど、もう赤ちゃんの靴下
を買って、これを見てると涙が出てくる、と言って、
30 分お話を聞いたことがあります。物凄い喪失感が
あります。こういうケアと言うのも、今までの母子
保健では、できてなかったところだと思っています。

思いがけない妊娠の背景をまとめました。父親が
分かっている場合と分からない場合があり、前者で
は逃げられているとか、若すぎる、経済問題があっ
て産めないとかがあります。誰の子かわからない場
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合もあり、いずれにせよ偏見を持たなくて真に相談
者を受容するということが必要ではないかと思って
います。特に、この妊娠、出産経過というのは、自
分の親との関係を振り返る機会ですので、親との関
係が悪い人は、ちょっと相談したところで撥ねつけ
られたという思いを持つと、誰にも相談できなくな
ります。午前中の川﨑さんのお話の中で、大阪市内
の女の子と男の子の餓死事例の本の話が出ていまし
たが、あの人も、ちょっと子どもを預かって欲しい
と相談していて、相談を受けた方はこれだけ深刻
だったらまた来るだろうと思ったんだけど、書類な
どでこういうことが必要ですと言われたら、撥ねつ
けられた、拒否されたと思って、あと、どこにも相
談できないですね。だから、どのような経過でも、
本当に私たちもびっくりするような、義理の父親と
の子どもができたとか、いろんな相談が出てきます。
けれども、それを、まずは受けとめて、自分の経済
的な問題とか、親に相談できないとか、親との関係
も振り返って支援することが今、非常に求められて
いると思います。私の話は、以上です。

藤本氏　取りあえず、全てのパネリストに発表して
もらいますので、最後のパネリストの豊田さんにお
願いいたします。

豊田　まり氏　はい、資
料の 75 ページになります。
写真等、一部、資料に出て
いないスライドもあります
のでご了承ください。大分
県別府市福祉保健部健康
づくり推進課で保健師を
しております豊田と申します。本日は別府市がぺリ
ネイタルビジット事業を、どのように取り組み、虐
待予防につないでいるかを説明させて頂きます。ま
ず、ぺリネイタルビジットという言葉をご存じでな
い方もいらっしゃると思いますので、どのようなも
のかということを簡単に説明します。ぺリネイタル
ビジット事業とは、産科、小児科、行政の連携の下、
妊娠中、又は産後早期に小児科医より直接、育児に
関する保健指導を受ける機会を提供することで、子
どもの「かかりつけ医」を確保するとともに、育児
不安の解消を図るものです。一言でいうと、産科、

小児科、行政が一体となった産前からの育児支援事
業です。別府市が予算化して参加するようになった
のは平成 15 年度からです。この事業の実施主体は、
大分県医師会と市町村です。対象者は育児不安のあ
る産婦さんです。ご利用されるときに自己負担はあ
りません。実施医療機関は、大分県内の産婦人科
40 施設、小児科 54 施設です。それぞれの機関の役
割は、このようになっており、市町村の保健師の役
割は継続指導が必要と思われる妊産婦さんに対して
相談指導を行うことです。事業の流れを説明します。
妊産婦さんが産科を受診します。産科医は、小児科
の指導の必要性を認めた場合、紹介状を持って、妊
産婦さんが小児科を訪問し、そこで 30 分から１時
間程度の指導を直接、小児科医から受けます。各小
児科で、指導の内容に偏りが出ないように、マニュ
アルが作成されており、これに基づいて指導が行わ
れます。産科、小児科の両方から、県医師会に、そ
の結果が報告され、各市町村に報告されます。継続
支援が必要と認められた場合は、保健師の指導、育
児支援が開始されます。緊急の場合など早急に保健
師のかかわりが必要なケースは、直接、産科や小児
科から連絡が入ります。保健師がフォローしていく
ときは、より効果的な支援ができるように、産科、
小児科と連携を取りながら行います。ぺリネイタル
では、虐待を含むいろんな事例があがってきます。
様々な事例に対応し、ぺリネイタルを円滑に進めて
いくために、専門部会が毎月開かれています。産科、
小児科、行政の担当者が、毎月集まり、情報の交換、
困難事例の検討を行っています。こちらが、専門部
会の様子です。先程、藤本先生からご説明があった
ように、ヘルシースタート大分と合同の専門部会と
して、毎月実施しています。最近は、困難で複雑な
事例が多くなってきているため、児童相談所や精神
科の医師も部会に参加し、いろいろな立場から意見
を交わして事例を深めています。こちらが、大分県
小児科医会が作成した小児科指導用のマニュアルで
す。育児や子どもの成長に関することなど、12 項
目において作成されています。産後のイメージがつ
きやすいように、具体的に育児に関して小児科医か
ら紹介を受けます。この様子は、先程、藤本先生か
ら写真であったとおりです。また、保健師に送られ
てくる紹介状や指導票に、このような項目を追加し
て工夫をしています。継続支援を必要とする妊産婦
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さんが、どのような受け入れ体制で保健師のかかわ
りを受けるかは、ケースによって異なります。基本
は、産科医、または小児科医から、保健師の介入の
必要性の説明を受け、同意した上で、保健師が介入
するようになるのが理想的ですが、場合によっては
介入の必要性を感じず、拒否をすることも考えられ
ます。連絡を取り合う用紙に、この項目が追加され
ていることによって、妊産婦さんの保健師に対する
受入れ状況が把握でき、介入時に把握して、対応す
ることができるため、以後の継続支援を円滑に進め
ることができます。医療機関に貼っているポスター
です。一人で悩む方を一人でも減らすことができる
ように、皆さんの目につくところにポスターを貼っ
て周知しています。また、母子健康手帳の交付の際
にも、全員にこのような事業があることをお伝えし
ています。

ここから、ぺリネイタルビジット事業を、別府市
がどのように行っているかということをご説明して
いきます。別府市は、人口約 12 万人で、大分県で
２番目に人口の多い市です。市内には、約４千人の
外国人がおり、一般市民 30 人に対し１人は外国人
という国際色豊かな街です。年間の出生数は、約
900 人です。また、別府市の特色として温泉があり
ます。温泉の泉源数、湧出量、ともに日本一を誇っ
ています。少し話がそれますが、市内には別府八湯
と呼ばれる温泉エリアがあり、年間 1,000 万人を超
える観光客をお迎えしています。８つの温泉地はそ
れぞれに、風景、趣きがありますので、もし県外や
市外からおいでになった方がいらっしゃいました
ら、温泉をぜひ楽しんで帰って頂きたいと思います。
本題に戻りまして、こちらは別府市の母子保健事業
の体系図です。妊娠の届出を行い、母子健康手帳の
交付をするときから始まり、健康診査や予防接種な
ど、色々な事業がありますが、ぺリネイタルビジッ
トは、産前から産後にかけての事業の中で、根幹を
担うものであり、対象を把握し、他の事業へと効果
的につなぐことができる重要なものです。年間のぺ
リネイタルビジット利用者数は、このようになって
おり、出産した方の約３割程度の方が利用していま
す。平成 22 年度から 24 年度の要支援になった割合
は、このようになっています。年度で少しばらつき
がありますが、小児科受診者の約２〜４割が要支援
となっています。要支援となる理由の多いもので

す。様々な理由がありますが、最も多いのは育児に
対する不安が強い、です。要支援になった方へは保
健師が電話や家庭訪問などで支援を行います。その
場合は、産科や小児科の医師と連携を取りながら支
援を行うようにしています。それぞれが異なる指導
をすると、妊産婦さんは混乱してしまいます。その
ようなことがないように、同じ方向性で支援ができ
るように連携を取り合っています。このように、ぺ
リネイタルビジットでは、産科、小児科、行政の連
携が大きなポイントです。効果的に連携が取れるよ
うに行っている会議がありますので紹介します。ま
ず１つは、産科との連絡会議です。市内の産科の医
師、助産師と、別府市の母子保健を担当する保健師
で行っています。連携を取り、支援をしている市と
の情報交換や困難事例の検討、別府市の母子保健事
業の検討を行い、ぺリネイタルだけでなく別府市の
母子保健事業が円滑に進むように話し合いを重ねて
います。そして、もう１つは、小児科医師との連携
である「子育てカンガルー会議」です。乳幼児健診
における検討事項や別府市の母子健康事業に関して
意見を交わし、別府市の親子がカンガルーの親子の
ように仲睦まじくなるように、目標を持って会議を
しています。このように別府市では、産科や小児科
との連携を更に深めていけるように、それぞれ連絡
会議を行っています。顔を合わせる機会が多いこと
で、連絡の取りやすい関係を築け、別府市で妊娠、
出産、子育てをする方を包括的に支援できるように、
関係機関の連携体制を構築しています。虐待予防に
は、叩く等の行為に目を向けるだけでなく、母の育
児負担感や孤独感、辛さなど、気持ちに寄り添った
支援が重要であると考えます。

最後に、虐待予防としてのぺリネイタルビジット
をこちらにまとめました。ぺリネイタルビジットを
導入するまでは、出産後から支援を開始する場合が
多く、妊婦さんへのかかわりは多くありませんでし
た。そこに、産科や小児科の医師が保健師の活動を
紹介し、気軽に相談できるのだから気を張らずに訪
問に来てもらったらいいよ、と一言を添えてもらう
だけで、保健師の介入を受け入れやすくなり、妊娠
中からも家庭訪問などの支援につながるケースが増
えました。早期にかかわりを始めることで、育児不
安の軽減になり、ひいては虐待の予防につながると
考えます。また、関係機関と連携して関わることで、
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複数の目で確認することができます。多面的な支援
ができることで、虐待の早期発見や育児不安が大き
くなる前に、何らかの支援をすることができます。
このように、ぺリネイタルビジットでできた連携の
基盤があるため、お互いに少しのことでも声をかけ
やすく、母子保健事業を進めていく中で協力しやす
くなってきたことも、虐待予防として大いに有効で
あると考えます。このぺリネイタルビジットを通し
て、関係機関との連携をより深め、虐待に至るよう
な追い詰められた状況になる方を減らすことができ
るよう、小さい声にも耳を傾けることができるよう
な母子保健の体制づくりに努めていきたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。

藤本氏　はい、３人のパネリストの先生方、ご発表
ありがとうございました。それでは、明かりをつけ
ていただきまして、本日のテーマであります育児支
援のネットワークの強化、そして、母子保健の中で
の実践の報告、そこから示唆されるネットワークの
強化と、もう一つは連携、これについてこれからディ
スカッションしたいと思います。まず、今までの発
表の中で、もう少し追加しておくべきだったという
ことがパネリストの方にあればお話を伺いたいと思
います。最初に私は、冒頭に話せばよかったのです
けれども、母子保健事業は、現在、市町村単位で行
われています。それは、身近な地域、より目が届
き、手が届くということで良いのだと思いますけれ
ども、先程、スライドでお示ししましたように、色
んな事業が色んな所で熱心に行われておりますけれ
ども、それらの有機的なつながり、ネットワークと
言った点では、かなり問題があるかな、と思います。
それを解決できる１つの方法として、全県下を対象
としたぺリネイタルビジットというものを紹介いた
しました。それを詳しく、別府市の実践例が示され、
そして、その中では、現在のぺリネイタルビジット
だけではされていない、さらに広がったネットワー
クの広がりが紹介されたと言うふうに思います。こ
のように、それぞれの中に、ネットワークの強化と
その連携をどのようにして深めるかということを示
唆する話題もあったと思いますし、そういう点では、
もう一度パネリストの方々に自分の発表でもう少し
強調すべきだったということがあれば話していただ
ければと思います。私は、この分科会を進めるにあ

たって提示した中で、もう少し申し添えたかったな
ということを、３人の発表を聞いた後で付け加えさ
せてもらいました。どうぞ、大江さん、更に何か付
け加えることがあれば。

大江氏　付け加えるというか、発表の中でも言わし
ていただいたのですけれども、やっぱり助産師会の
活動と地域の保健師さんとの連携、それと産科医療
機関と保健師、小児科の先生を介したぺリネイタル
ビジットという、色々な連携が行われていまして、
大分市であれば、ヘルシースタート、今度 12 月に
会議があると思いますが、そういうところで、紙面
だけの連携ではなくて、みんなが会議に出たりとか、
こんなところに参加することによって、やっぱり、顔
の見える連携も必要となってくるのかなと思います。

藤本氏　それでは、大阪府でのいろんなことを紹介
していただきまして、胸打ったり、驚いたり、いろ
んなことがありましたけれども、更に、大分での事
例も踏まえまして、追加することがあればお願いい
たします。

佐藤氏　虐待死亡事例の背景等から、今、各地で思
いがけない妊娠の相談窓口が広がっているのです
が、ネーミングがそこに焦点を絞っていないネーミ
ングである女性の体と健康の相談とか、妊娠に関す
る相談というように掲げている所がおありなんです
ね。そうすると、そこに電話をしようかなと思って
もやっぱりフィットしない、恐らく自分の聞きたい
ことの中身に答えてくれなくて、一般的な指導をさ
れるのではないかと思うようです。最初に電話をか
けてきた時に、ここは産むことばかりを奨励しない
ですよね、と言うようなところからスタートするよ
うなこともあります。ですので、各地で今広がって
いると思うのですが、児童虐待通告の全国ダイヤル
のように女性の健康と体の相談に思いがけない妊娠
の相談を併せて、全国共通ダイヤルができないかと
いう予算要求を厚生労働省はしつつあるようです。
でも、これは虐待の通告とは違う、ご本人さんたち
が相談をされてくるわけですので、より相談しやす
いようなタイトルと、それから、はじめは相談して
も後は相談しなくなるようなことがないような技術
のレベルアップが必要だと思っているところです。
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あとやっぱり、連携という視点からしますと、も
う 33 年間、地域と連携してずっと情報のやり取り
をしてきましたので、初めは保健センターの保健師
さんも、「えっ、中絶の支援なんかしたことないわ」
とか、「中絶できる病院は知りません」とか、けん
もほろろだったのですが、でもやっぱり、いろいろ
とお話を重ねていく中で、母子保健というのは産む
ばっかりじゃないよねと、女性の人生の、母子の保
健を見据えた形で支援して行ったら、今もやっぱり
きちんと中絶と向き合うということも必要だと思う
し、ということで中絶の支援をして頂けるように
なったのです。特に大阪近辺から、繋がりやすいと
ころからは。ですので、母子保健も間口を広げる必
要があるのではと思いました。あと、皆様方にお聞
きしたかったのは、連携のことでは、今、特定妊婦
で、要対協との連携が重要になってきます。そこで、
要対協特定妊婦としては、今、どのようになってい
るのか、教えていただきたいと思います。以上です。

藤本氏　是非これは、フロアーの方からも意見をい
ただきたいと思います。では、豊田さん、先程の連
携の中で、保育所と病院が出ておりました。それ以
外にも、いろいろ別府市ではネットワークが広がっ
ているなあという印象を持ちました。付け加えて何
かあればお願いします。

豊田氏　発表の付け加えとしては、ご説明した事例
の方は少し長い支援が必要な方だった方なのです
が、このぺリネイタルビジットを利用した人を分析
してみると、７割程度の方は、保健師が数回訪問し
たり、電話したりする支援で、割と早期のうちに問
題が解決したり、育児不安が解消したりして、継続
的支援は必要なくなっていきます。残りの３割の人
が、長期的な支援が必要な人なのですが、そうした
人とかかわっていくときに、最初のかかわりでどれ
だけ信頼関係を築けるかということが、長期の支援
を拒否されずに続けていくポイントなので、この事
業のように産科の先生や小児科の先生からちょっと
保健師を紹介してもらうということで、安心感を
持って相手の方が保健師を受け入れて支援を開始で
きるというのは虐待予防ではすごく大きい鍵ではな
いかなということを付け加えたいと思います。

藤本氏　ありがとうございました。それでは、フロ
アーの方々から、ご意見や、勿論、パネリストや私
を含めて結構ですが、質問でも結構です。今までの
話の中からネットワークを広げる、そしてそれを強
化する、その中で連携、それから今、佐藤さんから
の提言がありましたような、ご意見を伺いたい、そ
のようなことについても、どなたからでも結構です
が、はいどうぞ。

会場参加者Ａ氏　今日は、それぞれのパネリストの
方々から良いお話を聞かせていただきありがとうご
ざいました。大分県の産婦人科医会という立場で、
今日のお話を聞いた上で、今の問題点を少し上げさ
せていただきたいと思います。まず今、藤本先生か
らお話があった連携という点において、大分県だけ
で考えてみますと、平成 13 年からぺリネイタルビ
ジットで培ってきた小児科医療機関、産婦人科医療
機関と行政のフォローアップシステムの連携は、恐
らく日本で一番、機能していると思います。それに、
ヘルシースタートという事業があって、これはまた、
全県が加わって顔を合わせていますので、顔の見え
る関係で進めています。この中には、ヘルシー側か
ら児童相談所が入ってきますので、非常に有効な会
議となっています。これは、連携という点に関して
は、恐らく、日本で一番上手くいっている、特に、
今日、発表頂いた別府市は、多分、日本で一番上手
くやっているのではないかと思っています。で、そ
の中では、今日のポイントであります、虐待防止と
いう観点から考えますと、非常に有効に機能すると
思いますが、まだ少し、精度を上げていく必要があ
ると思います。産婦人科医会の立場から、今一番躍
起になっているといいますか、考えて動いているの
は、今日、佐藤先生からお話があったところで、平
成 23 年の虐待死亡例報告から、０歳児、０カ月児
の死亡例が一番多いということに物凄く衝撃を受け
まして、日本産婦人科医会でもそこの対応をすると、
それから、厚労省でも従来の虐待予防対策では追い
付かないということで、産婦人科医会としても、妊
娠中からの虐待予防を観点に置いて取り組むと、そ
の中で、今日お話にあった望まない妊娠、思いがけ
ない妊娠、それと、時々上がってくるのは未受診妊
婦、その２つが大きなポイントです。そのうちの未
受診妊婦については、追っかけるのは難しいという
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ことで、恐らく産んだ後のフォローアップというこ
とで、産んだ医療機関からいかに上手く行政に上げ
ていくか、それで、そこで、自分で育てるか、里親
に出すか、そういう相談まで上手くやっていかない
といけない。そこの連携をどうしようか。もう１つ
は、思いがけない妊娠について、これもピックアッ
プは難しいので、大分県の事業として、今日お話の
ありました妊娠ヘルスセンター、助産師会が中心に
なってやって頂いております。これは、昨年の４月
から頑張ってやって頂いておりますが、今日の大阪
の話が非常に参考になりましたが、やっぱり窓口を
どう広げて、上手く繋いでいくか、助産師会が、い
くら頑張ってしても、その後、産婦人科医療施設に
上手く繋いでいかなければ中々上手くいかない、と
いうことで、これも、産婦人科医学会としては、先程、
佐藤先生からお話のあった選択するため選択肢を提
示しなければならない、産むか産まないか、それを
本人に決めてもらうことが大切です。妊娠中絶をす
るのか、それから、育てていくのかの相談、それから、
いずれにしても育てられない、もう間に合わないと
いう時期になったら、もう自分で育てるのか、子ど
もの本当の幸せのために里親制度を利用するのか、
そういったことを進めていかなければならない、そ
れに関しましても特別養子縁組とか、殆ど産婦人科
医も小児科医も知らなかったんですね、今まで、シ
ステムを。と言うことで、大分でも一生懸命に勉強
しています。で、この秋になってから、大分県産婦
人科医会でも児童相談所と県の担当課と話し合いを
重ね始めておりまして、方向性を定めて、大分県の
産婦人科、小児科も一緒になって、やっと動き始め
るというところがやっと始まったところで、今日、
大阪の話、大変お世話になりました。ポイントは、
やっぱり今から助産師会が中心にやっておられる妊
娠ヘルスセンター、ネーミングは多分これで良いか
なと思っていますが、大切なポイントを握ってくる
と思いますので、まあ、頑張ってほしいと思います。
それから最後に、佐藤先生から質問のあった要対協
の中での関連ですね、連携はどうなるか、特定妊婦
については要対協との連携が必要ですが、大分県を
見渡しまして、要対協が果たしてどれだけ機能して
いるのかということに私は疑問を持っています。話
を聞いてみると、要対協の中で要支援妊婦、要支援
児童、要保護児童、きちっと定義して分けているか

と言うと、どうもそうでもないような気がする、そ
れから、産婦人科医療機関から要対協に特定妊婦を
連絡すると言っても、同意が得られれば連絡は付け
られますけれども、同意が得られなかったら、現在
の法体系の中では上手く連絡がつけられない。厚労
省から同意はなくてもしていいよという行政解釈が
ありましたけれども、それをよく読んでみますと、
実際はそうではない。司法解釈では、守秘義務、個
人情報保護義務に触れるという判決が出るという可
能性がある、そう簡単にはできない、というのがあ
ります。ですから、大分県の産婦人科医会、小児科
医会では、各市町に対して、各医療施設を要対協の
構成員にしてくれというお願いをしています。そう
すると、要対協の中での話し合いということになる
ので、特定妊婦の連携について上手くいくはずです。
これが、厚労省の昨年の通知の中にも出ていて、厚
労省からも全ての医療機関に入ってくれという依頼
が来ています。ですから、それを期待しているので
すが、市町村の方が面倒臭がって動かないというこ
とがあって、一生懸命、県を通じてお願いしていま
すが、その辺を今からどうやって上手くやっていこ
うかと悩んでいるところです。ちょっとまあ、愚痴
みたいになりましたけれども、大分の現状を話させ
て頂きました。

藤本氏　宜しいでしょうか。何かご意見ありますか。
いいですか、はい。まあ市町村の動きに対して要望
と言った方がよいでしょうね、出ておりますので、
どなたか市町村の方で今の、自分たちの取り組みに
ついて、どなたかご報告できる方、いらっしゃいま
すか。要対協のメンバーの中に、産科医、小児科医
等がメンバーとして加えていただけるように申し込
んでいるが、なかなか入れていないというご指摘な
のですが、そんなことはない、もうちゃんと取り入
れている、あるいは動き出したというところ、はい
どうぞ。

会場参加者Ｂ氏　私は中津市の子育て支援課で保健
師をしています。本日の、先程の特定妊婦のことに
関しても、そうなのですが、うちの方では要対協に
おきましては、代表者会議を年２回、また実務者会
議を月１〜２回しております。代表者会議の中にも、
先程ありましたように、産科医療機関ということで、
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中津市民病院の方と、市内の先生が入って頂いてお
りますし、小児科についても、小児科の先生が入っ
ている次第でございます。で、先程の特定妊婦につ
いて、佐藤先生のお話にもありましたように、うち
の方としては、母子保健担当課の方が、地域医療対
策課ということで、そちらの方と連携を凄く図りや
すい状況にありまして、妊娠中からこのお母さん大
丈夫かな、という声があがりますとうちの方に私が
保健師をしていることもありまして、すぐに連絡が
入る次第でございます。その中で、一緒に取り組む
中で、実務者会議の中にも、母子保健担当課の保健
師さんにも入って頂いて、市内の先生も入って頂い
ている中で、どのような形で支援して行ったら良い
のか、ということを協議してですね、児童相談所の
方も入っておりますし、このお母さんに対して、ま
ず誰がリーダーとなって取り組みながら支援して行
くのが良いのか、ご指導をいただきながらしている
状況でございます。産科の先生、小児科の先生、い
らっしゃるのですが、私の方に時々、お電話いただ
いて、このお母さんは、ちょっと心配なんだけどと
いう声をいただくことがありまして、先生、ありが
とうございますという声の中で、母子保健担当課と
支援を担当させて頂いている状況です。

藤本氏　はい、ありがとうございました。素晴らし
い取り組みを聞くことができて安心しました。他に
何か、ご意見とか、あるいは質問とか、ありません
でしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｃ氏　大阪府八尾市の保育課というとこ
ろで、要保護児童対策地域協議会の事務局で働いて
います。本日は、皆様、貴重なご発表をいただきま
してありがとうございます。初めに、藤本先生から
ご発表をいただいた、気になるお母さん、また、妊
婦さんを６つの段階に分けて対応していただくとい
うところで、ちょっと私、正確に覚えていないので
すが、４番目の段階まで保健師の方が中心になって
取り組みまして、５段階から児童福祉関係の方で担
当していただくということになると思うのですが、
こういったところの線引きですね、どういった判断
をされているのか、私どもでも保健師さんとの連携、
貴重な資源ですので、要対協のメンバーでもありま
すし、行っているのですが、なかなか母子保健の範

疇と言うところと、虐待対応になるところと、線引
きが難しくて、ちょっとお互いに、そっちの仕事で
しょとかになりかねないところなのですけれども、
大分県では、どのようにその辺の連携を図っている
のか教えていただきたいのですが、宜しくお願いし
ます。

藤本氏　はい、ありがとうございます。私から答え
られる範囲といたしましては、おっしゃる通りで、
４番目までは、検討結果の段階として保健師が中心
でございます。５番目からは、更にそこから児童福
祉司の担当者、特に、要保護児童対策地域協議会の
実務者レベルの方々に入ってもらう、ここからは虐
待のリスクが高い、いろんな子育てのリスクがあり
ますが、母子保健の段階で対応できると考えられる
のが４番目までで、更に虐待のリスクがうかがえる
という状況が５番、６番で、６番はすぐに介入が必
要だろうと、児童相談所が中心となっているという
ことなのですが、その線引きは、現在のところ、ぺ
リネイタルビジット、ヘルシースタート大分の両方
から、ハイリスクのお母さんが上がってきて、その
中で参加している、先程、メンバーの一部を紹介し
ましたが、多くの専門家が、この専門部会には参加
しております。それを中での意見で、最終的に、ど
の段階にするかということを決めております。４番
と５番の違いは、虐待のリスクと考えてよいのでは
ないかと思います。この６段階の判定をするように
なったのが、先程申しましたが、一昨年の死亡事例、
その実施前は、実は、お兄ちゃんで、ぺリネイタル
でちゃんとフォローされたんですね、そういう中で
あったので、よりもう少し、このぺリネイタルの中
でも、家族全体を捉えて支援して行くにはどうする
かということで、ヘルシースタート部門も、要対協
を含めてメンバーに入って検討するということにな
りました。私の説明で足りない部分は、母子保健、
児童相談所をはじめ、ここにおられる方々のご意見
で補ってもらいたいと思います。どなたか補足して
下さる方、いらっしゃいませんでしょうか。今、専
門部会で出ている中でですね、じゃあ、どうぞ。

豊田氏　保健師としての立場で、この線引きに関し
ては、先程、先生がおっしゃったみたいにですね、
必ず合同専門部会の方に事例を保健師の方から、区
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分わけが必要な方に対しては事例提供をさせていた
だいて、それを、専門職の方々から多角的にご判断
していただいて、その中で振り分けをしています。
中々、５番、６番にあたるような方は、多くありま
せんので、事例としては多いものではないのですけ
れども、事例を提供した時点で、ある程度、その
ケースに、いろんな所が介入していて、方向性も何
となく見えていますので、そこに専門の先生からの
視点をもう一つ入れていただいて、最後に絞り込む
という感じになります。あと、先程、ご質問があっ
た母子保健と福祉関係の虐待担当課との業務の線引
きは、別府市でもとても悩ましい問題で、ここまで
は虐待担当課が担当する、ここからは母子保健の保
健師が担当するという、はっきりとした線引きは難
しいのですが、基本的には、一緒に対応していくと
いうスタンスです。一緒に訪問することで、お子さ
んの保健的な側面ですね、健康のこととか発達面と
か、そういう面については主に保健師が担当してい
く、生活的な支援については虐待担当課とか福祉関
係の職員が対応していくという、まあ、お互いに役
割を持ちながら、一緒に支援して行く、最終的な手
段というのは、要対協で話し合いをして、そこで、
主担当として一番ふさわしいのはどこかということ
を皆さんで検討して決めています。でも、本当に線
引きは難しいものなので、最初にかかわった職員が
一番信頼関係を築きやすいので、その人が主になっ
て支援することが多いような気がします。以上です。

藤本氏　今のような回答で宜しいでしょうか。はい。
他にはどなたか今の話題に対して、更に、このよう
なことを更に追加した方が良いというような方がい
ましたら、大分県内で、母子保健、あるいは虐待に
あたられている方で、ご意見ありませんでしょうか。
では、なければ、話題は、どんなことでも結構です。
どなたか、何かご意見、あるいは質問、ありません
でしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｄ氏　本当に、ぺリネイタルビジットは、
素晴らしい事業だと思って、先駆的にされていらっ
しゃるのが、なかなか全国に広がらないですよね。
恐らく、その地域から連絡を取るときに、ドクター
が見ている状況を見てもらいたいなあという細やか
な連携が、開業の先生方もお忙しいですし、しにく

いんじゃないかと思うんですね。で、どういう工夫
をして医療機関の窓口をどういうふうにしているの
か、あるいは、ドクターと連絡を取る時の時間帯も、
ある程度、連絡を取りやすい時間帯をお知らせして
いるのか、この連携のコツというか。教えていただ
けたらと思います。

藤本氏　それについては、それぞれの地域でやって
いるぺリネイタルで特色があると思いますので、今
日、こういう場所で、かなり来られている方がいらっ
しゃいますので、まずフロアーの方々に答えていた
だきたいと思いますが。大分市、別府市、それから
日田市、それぞれ自分たちで、どのようにして上手
く連携がとれたか、確かにほかの地域では、国が平
成 13 年に推進したモデル事業までやったけれども、
２年間やったけれども、廃れてしまったんですね。
30 数か所の事業が国で行われたのですが、最後ま
で生き残っているのは大分だけということになりま
す。で、はいどうぞ。

会場参加者Ａ氏　今のご質問の内容ですが、ぺリネ
イタルビジット事業を通じて、行政と医療機関との
連携が非常に密になったわけですけれども、ぺリネ
イタルビジット事業の基本は、行政と医療機関の連
携を密にする、例えば、おっぱいのことですね。そ
れまでは、行政の保健師さんが訪問した時に、おっ
ぱいで困っていると、すると、そんな飲ませ方をし
てはいけないですよ、とか、そうすると、そこの指
導をした小児科とか産婦人科の医療機関は、信用を
失って難しくなるわけですね。それが、頻発してい
たということです。まず、私たち産婦人科医会と小
児科医会が相談をしまして、そういうことが起こら
ないようにしようということで、ガイドラインを
作ったわけです。おっぱいのことはどうする、と。
まず、おっぱいのことは産婦人科医療機関でずっと
約２カ月ぐらい指導されてきていますから、それを
踏襲してください。小児科の先生方へは、全部、母
乳が良い、と言われる先生が多かったのですが、そ
れでは連携が取れないから、そこは降りてください。
おっぱいのことは、妊婦さんが出た産婦人科の医療
機関の指導を 100% 尊重してください。他のことは
言わないでください。行政に対しても、おっぱいの
ことについては、分からなかったら、産婦人科医療
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機関に連絡して、100% それを尊重して指導してく
ださい。という申し合わせ精神が、その他のことに
ついても同じですね。まず、連携を取って、３者で
囲んだ妊婦さんが迷わないようにしようというとこ
ろからのスタートです。そのためには、小児科医学
会が相当努力していただいて、ガイドラインを作っ
て頂きました。いろんなことで産婦人科医と相談し
ながら、そのガイドラインを行政にも使っていただ
いて、こうやって下さい、と言うことで連携を取っ
ていますので、小児科も産婦人科も安心して小児科
を紹介する、産婦人科も安心して行政を紹介する。
行政と連絡を取ることは、大阪と違って大分県です
からそんなに大きな町はない、すぐ簡単に、電話一
本でつながります。ですから、例えば、うちから別
府市に連絡する時に、いつでも電話して、担当を呼
んで、「ちょっと心配な人がいるんだけど、入院中
から見に来てくれないかなあ」と言うと、すぐ入院
中から見てくれて、そこで本人と引き合わせて、そ
ういうこともできます。ただ、ぺリネイタルビジッ
ト事業をやっている中で、当初は助産師会の人は
入っていなかったので、時に、そこの市町村が委託
した助産師会の助産師さんが行って、ちょっと違う
形の指導を行って問題が起こり、それからすぐに助
産師会が反応してぺリネイタルビジット事業に入っ
て頂いた、専門部会に、特に、そういう努力をみん
な分かっていますから、信頼関係ができているので、
この 10 数年の間にですね、それで行政に非常に連
絡しやすくなっていますし、行政の方もすぐに動い
てくれる、時間帯を気にせずに、いつも連絡します。
行政からも、ちょっと、こういう心配がありますの
で気を付けて見て下さいという連絡が来ます。非常
に風通しがよくなっています。

藤本氏　もう一つ、私から言わせて頂きますと、こ
れは、母子保健事業なのですが、市町村単位ではな
くて、全県を対象にした、その時に、どこからどこ
へつなぐかと言う窓口を、県の健康対策課、事業を
やっているところは、それぞれの市町村が県医師会
に、それ以外の市町村は、県の健康対策課を通じて
医師会へという流れ図で説明があったように、そう
いうシステムも上手くいった一つの要素だったので
はないか、システムを動かしている時に、顔が見え
る関係で、それこそ電話一本で話が通じるようにな

れば、大きな意義があるのではないかと思っていま
す。実際、担当した県として、市町村との橋渡しに
ついて意見を。

会場参加者Ｅ氏　昨年まで県庁の健康対策課、母子
保健班の方で仕事をしておりまして、ぺリネイタル
ビジット事業とヘルシースタートについてお話しさ
せていただいてよろしいですか。先程、大阪の方か
ら説明がありましたが、ぺリネイタルビジット事業
は、参加している市町村が非常に限られています。
全部でございませんでした。それと、利用している
方が、産科の方から、小児科の方に紹介を受けて、
指導を受けられて、継続した支援の仕組みに乗る形
になります。なので、利用の同意をしていない方、
利用についての情報が得られていないお母さんにつ
いては、その事業の利用ができませんでしたので、
それは限られた方たちになります。それで、県下の
母子の皆さんに、その仕組みに乗ってい頂くために
は、それまではヘルシースタートは地域保健師が母
子保健活動をしている、そのものがヘルシースター
ト大分でしたので、地域で保健師がフォローしてい
るお母さんと、ぺリネイタルビジット事業でフォ
ローしている、まあ、全部のお母さんが合体するこ
とで仕組みの中に乗るということになります。それ
で、必要な方については、ぺリネイタルビジットと
ヘルシースタートの合同専門部会で上がってくる事
例は、結局、支援が難しい事例について、専門部会
で議論して上がってきますので、その時に、先程、
保健師が中心になってするのか、児童福祉の方が担
当になるのかということの線引きがあると言いまし
たけれども、その中で児童福祉の方が中心になって
かかわる人については、地域の要対協にも情報提供
をして、要対協の中でもフォローしてもらうという
ような仕組みになっています。そういう母子保健の
部分と福祉の要対協が連携するという形になってい
ます。一昨年、別府市での虐待の事案がありました
時に、ぺリネイタルビジットで今まで大分県で事業
をしていると言ってきたけれども、県下の母子保健
として、きっちりしたものになっているのかと言っ
たときに、まだまだ点検の必要があるな、という声
が小児科の先生と産婦人科の先生から上がってきま
して、さっき先生がお話ししてくださった、私がい
ました健康対策課の母子保健班の方が中心になっ
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て、仕組みづくりをもう一回点検しようということ
で、今の仕組みが出来上がったということになりま
す。そういった調整役をさせていただきました。本
当に地域で頑張っている保健師の熱意と、産科、小
児科の先生方の熱意の中で、今の仕組みが出来上
がっているのかなと思います。

藤本氏　ありがとうございました。ほかに何かござ
いませんでしょうか。今、ネットワークを強化する
と、今まで、ぺリネイタルビジット、ヘルシースター
ト出ましたけれども、それ以外にも先程発言があり
ました中津市のような連携の取り方と仕組みもあり
ます。あと、実は、日田市にも独自に進めた連携の
システムがあります。そういうのを紹介していただ
ければと思いますが、日田市の方おられますか。

会場参加者Ｆ氏　日出町役場からきました。日出町
では、母子保健と児童福祉の係が一緒になっており
ます。そこで、乳児家庭全戸訪問事業、ほぼ 100%
なのですが、訪問しております。その中で、月に１
回、すべて訪問したお子さんの家庭について検討い
たします。その時に、妊娠届時にアンケートをして
いて、妊娠届け出のあった方のフォローがいるかど
うか、妊娠中からフォローがいるかどうかを、その
会議の中で検討し、必要な方については、産婦人科
の方に連絡をして、妊婦さんの様子をうかがったり、
それから、少し気を付けてお願いします、というよ
うなお願いもしております。そこで、特定妊婦となっ
た方については、要保護児童の共有台帳に乗せてお
ります。現在、日出町の要保護児童対策地域協議会
は、年１回開催していて、小児科の先生には入って
いただいておりますが、町内に産婦人科の先生がい
らっしゃらないという状況になります。あと、月に
１回、実務者会議をしておりますので、その中で情
報を共有しております。以上です。

藤本氏　日出町は行政の仕組み上、本来なら縦割り
ですが、一緒にできているという強みと、システム
運用ということで、発表していただきました。ほか
にこんな工夫をしていて、ネットワークを広げ、強
化し、連携を深めているという、こういうやり方も
あるよ、というご意見がございましたら、披露して
いただきたいと思います。ありませんでしょうか。

会場参加者Ｇ氏　大分市の子育て支援課でセンター
の所長をしています。本来ならば第１分科会に参加
すべきなのですが、最近、特定妊婦のことが気にな
りまして、若年の妊娠とか、ちょっと特殊なお産を
望む方とかいうことが、ちょっと気になりまして、
今日、この分科会に参加させていただきました。先
程から、中津市さんからとか、別府市さん、日出町
さんと、同じような形態はとっているのですが、う
ちの方は子育ての相談業務を中心にやっております
ので、保健師さんからというよりも、うちの方で両
方、先に掴んで、保健師さんにおろすというか、「こ
の人、母子健康手帳を取りに来ていますか」という
ようなことで、当然、妊婦健診にも行っていない、
母子手帳も取りに来ていないような人を先に発見し
て、保健師の方に、私たちが、妊婦さんと関係がで
きておりましたら、保健所に行って、母子手帳をも
らったら妊婦健診に行けるよというようなご案内を
しているようなケースもありますので、そこら辺を
ご紹介しておきたいと思いました。それから、先程
からの線引きについてですが、大分市では保健所と
子育て支援課が、同じ部の中にあります。３センター
あるのですが、私がいる本庁だけは、建物が 100 メー
トルぐらい離れておりますので、そこを行き来する
のですが、残りの東西２センターにつきましては、
扉一つ隔て、職員が一緒に仕事ができるような状況
がありますので、課は、母子保健と児童福祉の垣根
がないという状態になっています。

藤本氏　はい、ありがとうございました。今の、特
定妊婦や、望まない妊娠、思いがけない妊娠、ある
いは、未受診妊婦、これは特定妊婦も入るのかもし
れませんが、そのような方々をどのようにピック
アップと表現してよいのか、要するに、今の既存の
システムに乗せるかということについて、また、少
しお話を、今、大分市の話も出ましたし、大阪府の
お話は、非常に詳しくしていただきましたけれども、
この辺について、何かアイデアや質問、意見等あり
ましたら、お願いしたいと思いますが、おそらく、
要対協の議題の俎上に上がるようになれば、その
後、システムとして自然に動くのでしょうが、今で
あれば、例えば、先程から発表がありました大分で
もそうですけれども、妊娠ヘルスセンターから連絡
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が来るのを待つということで対応できることもある
でしょうし、後、それこそ未受診妊婦の場合は、生
まれてしまわなければわからない、その場合に、ど
うしたらそういう方々を拾い上げることができるの
だろうか、ということも思うのですけれども、どう
でしょう。はい、どうぞ。

会場参加者Ｈ氏　別府市の健康づくり推進課の保健
師です。特定妊婦の把握ということで、いろいろな
把握ルートがどの市町村にもあると思いますが、別
府市においては、まず、多く把握しやすいところは、
妊娠届出書になります。妊娠届出書の中で、特定妊
婦、特に、よく支援をしてはならない方という項目
を、どの保健師が妊娠対応時に対応してもできるよ
うに基準を設けています。その中で、机上に上がっ
た、基準に合致した方は、私たちが継続支援をして
います。そして、継続支援をする中で、リスクの高
い方が特定妊婦ということになります。また、初診
時に産婦人科が把握する場合も多いかと思います。
その場合は、産婦人科の方が保健師の方に連絡をい
ただくようにしている場合が多いです。それも、日
ごろの産婦人科と保健師との連携のたまものかと
思っております。以上です。

藤本氏　ありがとうございます。そういうふうに、
産科から行政に連絡がスムーズに行けるようなシス
テムを、こういう形でも構築できたというような事
例があれば示していただければと思いますが、おそ
らく、大分県の市町村、別府市もそうでしょうけれ
ども、１つのきっかけは、やっぱり、ぺリネイタル
ビジットで、より顔が見える関係が近くなり、連絡
しやすくなったということがあるでしょうけれど
も、それ以外に、いろんな工夫をされているところ
があるのではと思います。ぜひ、披露していただけ
ればと思いますが、どなたかご発言はありませんか。
まあ１つ今、要するに、特定妊婦さんは、ピックアッ
プされると訪問につながっていきますね。それ以外
に、特に、未受診の方は、病院によっても繋がり方、
支援についても難しいでしょうから、それについて
工夫されているところ、あるでしょうか。まず、連
携を強化するための、このようなシステムを作って
いますよ、そして、それが上手くいっているという
ような例があれば、示していただければと思います

が、また、ピックアップされた方が、このようにフォ
ローアップされていますという、はい先生どうぞ。

佐藤氏　産婦人科医の先生方、全国でもやられてい
ると思いますが、うちの産科部長がこの未受診妊婦
の調査を行い、こういう未受診の妊婦でも７割は産
婦人科を１回は受診しているので、産婦人科を受診
した時に何でも相談に乗りますよ、というようなプ
レートを作って置いているんです。そして、プレー
トを置けるかどうかという意向まで確認して、妊婦
さんのお話まで聞けるというような医療機関が手を
挙げて置いてくれます。でも、実際は、医療機関の
中でスタッフもあまり多くない中で、そういう福祉
的なとこまでの相談は解決には至らないんですけれ
ども、せっかく産婦人科を受診された数少ないチャ
ンスに、こういう所があるんだと知ってもらうだけ
でも良いのではないかな、ということで、取り組み
が一つ行われているということと、母子健康手帳の
発行が、最近は DV 等で、住所地でない所に、ずっ
と住んでいて未受診という妊婦さんもいます。母子
健康手帳自体は、どこでも、そこの所在地で発行す
るようになっていますが、妊婦健診の受診券は金券
扱いの位置付けでもあるので、自治体同士で連絡を
し、情報交換しつつ何とかいろんな制度が使えるよ
うな試みが今、かなりやられてきています。

藤本氏　ありがとうございました。どなたか他に。
先程の先生の話の中に、こういう制度ができて、フォ
ローアップし始めたら、最初の時よりも明らかに問
題を持った新生児の死亡率も減っているという事実
も出ていますから、それから、いかにしてフォロー
アップするか、繋げるかということだと思います。

佐藤氏　未受診の方はリスクが高いので、ある程度、
福祉系のスタッフのいる医療機関に、とにかく繋い
でいただくということと、医療も先生方ががんばっ
て良くしてくださっていることが、あれだけ子ども
の状況を良くしていることに繋がっているのだろう
なと思っています。

藤本氏　最初に提起されましたように、窓口から次
へどうつなぐか、このシステム化について、こんな
ふうにしているという事例、ぜひ、ありましたら出
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して頂ければと思いますけれども、ありませんか。
はい、どうぞ。

会場参加者Ｉ氏　質問なのですが、市町村に受診券
が返ってくるのは、２か月遅れになるので、なかな
か未受診妊婦が定期的に受診していないという状況
が、特にハイリスクの方には、こちらも気を付けて
医療機関と連携を取りながら進めていますが、市町
村の方で、その方が未受診になっているという状況
が、母子手帳を交付した後は、分かりにくい状況が
ありますが、患者さんが多い中で、産婦人科の方で、
この方が１回来て、その後、ずっと来ていないとい
うことが分かって、市町村に連絡をいただけるとい
うようなことは、可能なのでしょうか。

会場参加者Ａ　結論から言うと、可能だと思います。
未受診妊婦については、大分県でも、ここ数年調査
しまして、今年度やっとまとめましたので、大分県
周産期医療協議会で調査をして、今年度まとめまし
たので、それについて、現状についてご報告するわ
けですけれども、ちょうど今、良いお話をいただき
ましたので、未受診妊婦を減らすために連携を取ろ
うというのが今からの課題です。それで、大分県で
おそらく、1,000 人に２人ぐらいですかね。問題は、
いつ見つけられるかということになるわけですけれ
ども、母子手帳発行までに１回でも受診していれば、
なんとなく来ていないということは産科の医療機関
で分かると思いますから、行政と連携することは可
能ですから、今後、未受診妊婦対策として、行政と
連絡をするということは、今から各行政に相談して
いくことになると思います。今後は、そういう方向
で動いて行こうとしています。

会場参加者Ｊ氏　丁度、タイムリーなお話だったの
で、たまたま別府市の助産師さんから電話があって、

「最終受診日から、しばらく受診に来ていない妊婦
さんがいます」というような連絡がありましたので
対応させていただきました。で、特に、ケースに上
がっている方ではなかったのですが、一応、念のた
めに連絡させていただいて、お仕事の都合でという
ことだったのですが、そのような連絡があれば、連
携の強化にもなりますので、また今後、よろしくお
願いいたします。

藤本氏　他に何か、このような取り組みをしている
というようなことをお知らせくださるところはあり
ませんか。それでは、また少し、話題を変えさせて
頂きまして、いろんな事業を手掛けていく中で、連
携を深めていく、これは何度も話が出ましたように、
顔の見える形、顔の見えるというのは、一堂に会す
るということが大事なんですね。そうなると、時間
的あるいは場所、いろんな制約があります。その制
約を乗り越えるために、どういう工夫をしていくか、
ということが１つ問題になろうかと思います。その
点について、こういう工夫をしているということが
ありますか。先程、別府市は産科との連絡協議会、
小児科との連絡協議会を作って、定期的に開催して
いるということがありました。他にもそのようなこ
ういう方法でも、顔が見えなくても、連携強化にな
るというようなことがあれば、と思いますが。大江
さんから、今、そういう観点から工夫していること
があれば。

大江氏　そういう会議があるときには必ず出席する
ように、大体、担当の者を決めてとか、助産師会か
らもぺリネイタルビジットに行っていますし、こう
いう所に必ず出席するように努めていると思います。

藤本氏　大阪ではどうでしょう。

佐藤氏　大阪は、そういうシステムはないので、皆
さん方が努力して時間を取って、会議を持っている
んだろうなあと思います。しかし、大阪は周産期医
療など搬送システムが凄く進んでいますので、新生
児診療相互援助システムとか、産婦人科診療相互援
助システム、あるいは、新生児外科診療相互援助シ
ステムとか、いろんなシステムがあって、それぞれ
定期的な会合がされています。大阪府は、43 市町
村で全市は入らないのですが、そういう保健の分野
の代表的立場の人は、入ってきているということと、
いろんな報告書なり、あるいは研修があります。し
かし、保健の場からすると、研修をしている場で具
体的なことが個別に相談しやすいかというと、そう
ではないんですね。やっぱり、顔の見える連携に勝
るものはないと改めて感じているところです。
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藤本氏　ありがとうございました。しっかり、顔の
見える連携ほど良いものはないんでしょうけれど
も、時間の制約、いろんな空間的な距離の問題も出
てくると思いますので、こういう工夫をすれば乗り
越えられて連携が深まるという事例があったり、ア
イデアがあれば示して頂きたいと思います。いかが
でしょうか。うちは、こういうシステムを採ってい
て、これが非常に上手くいっているというような例
があれば。はい、どうぞ。

豊田氏　先程、スライドでご紹介しましたが、別府
市の場合は、とても先生たちにとても声をかけやす
くて、会議をする際も、こちらから連絡すると、先
生方も気軽にすぐ返事をいただけて、日程の調整も
すぐスムーズにつきますし、産科の先生も、小児科
の先生も、とても出席率が良くて、会議の中でも活
発に意見が出ます。どのようにして先生方との絆の
連携を深めてきたかということですが、長年培って
きた信頼関係とか、いろんな事業を通して、なるべ
く先生方と連絡を取りながら、保健師だけが支援す
るのではなく、先生たちの手も借りながら、一緒に
支援していくという姿勢で、ここまで来ました。そ
ういうことが、別府市ではよい方向に働いているの
かなと思います。

会場参加者Ｋ氏　豊田さんの紹介して下さった検討
会議の中で、ラン付きのパソコンが１台１台、みん
なの前にあったのが気になったのですが、ケースを
検討するとなると準備が大変だと思いますが、どん
な工夫をされているのでしょうか。

豊田氏　そんな会場を使うこともありますが、小児
科の先生が勉強会を保健師にして下さることがあり
ます。低身長とか、私たちが聞きたいと思っている
ことを伝えると、研修会という形で私たちに、いろ
いろ伝えてくださる。そういう時に、パソコンを使
うこともあります。ケースは大事に扱っていますの
で、パソコンを使ってケースを検討することはあま
りありません。

藤本氏　それでは、どうぞ。

会場参加者Ｌ氏　大分県西部にある日田市のクリ

ニックで助産師をしています。日田市では年に２回、
保健師さんと各病院がどういうふうなサービスを
行っているかというような検討会を行っていまして、
その後、症例検討会をしています。もうちょっとあっ
たら良いなと思っていますが。日田市では、ずいぶ
ん前から、母子連絡票、これは大分県でも活用され
ているものですが、妊娠の母子連絡票、退院時の母
子連絡票、１か月健診時の母子連絡票ということで、
連絡票を作って、こういう患者さんがいらっしゃる
ので、ということで保健師の方に連絡して、保健師
が妊娠時から対応できる体制をとってきております。

藤本氏　はい、ありがとうございます。すばらしい
システム、いかにそれを運用するかということも非
常に大きな課題だと申しましょうか、重要な要素に
なるということをお示しいただきました。ほかに何
か、他の話題でも構いませんが、この際、こういう
ことを発言したいという方は、おられませんでしょ
うか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｍ氏　別府市の産婦人科医院で助産師を
しております。別府市は、助産師との連絡は上手く
いっていますが、私は診療所で働いていますが、助
産師は、妊娠中から妊婦さんにかかわって、その方
の背景がだんだんわかって、実際にお産にかかわっ
て、退院していただいて、１か月健診までが主にか
かわる期間なのですが、助産師はとてもハイリスク
な人を送り出す時に、すごく心配です。それで、保
健師さんに、連絡を取ることはちっとも苦にならな
くて、その後の経過を保健師さんが見てくださるこ
とで、診療助産師はなかなか外に出ていけないので、
大分の堀永先生のところは、訪問されたりしていま
すが、以前のように、地域の中に入り込んだ助産師
の活動は、なかなか今できないので、保健師さんに
繋ぐということが私たちの安心でもありますし、そ
の後、保健師さんから連絡を受けて、その方が第２
子を出産するときには、それまでの経過を保健師さ
んから聞いて、２人目の妊娠にかかわっていくとい
う、助産師としては、ちゃんと子育てが上手くいっ
ているか気になるので、連携を、時間をとっても、
苦にならないし助かっています。以上です。

藤本氏　はい、ありがとうございました。他に何か
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発言したいと、こういうテーマでなければならない
ということはありませんので、ご意見があればお聞
きしたいと思いますが、宜しいでしょうか。では、
あと７分少々になりましたので、もし何かあれば、
また発言していただいて結構ですが、今日のこの分
科会のそろそろまとめをしてみたいと思います。ま
ず、大江さんからは、助産師の役割、働き、妊娠中
から出産、それから出産後の子育て、全ての親子の
ライフステージにかかわり育児支援をしている、ま
た、その中で助産師会としていろんな事業に取り組
んで育児支援をしている、勿論、妊娠ヘルスセンター
の話もありました。そういう話題を提供していただ
きました。それから、大阪府立母子保健総合医療セ
ンターからおいでいただきました佐藤さんからは、
大阪府での実態、特にその中でも、思いがけない妊
娠、もう一つは、未受診妊婦、これらの持つリスクと、
リスクを管理するためにとられた対策について報告
していただきまして、素晴らしい成果をあげられて
いる報告がありました。なおかつ、今後どのように
現在のシステムが動くべきかという示唆をいただい
たと思います。豊田さんからは、ぺリネイタルビジッ
トを中心に、別府市での取り組み、それからネット
ワークの輪の広がりについて説明していただきまし
た。フロアーの皆さん方からも、いろんな意見をい
ただきまして、母子保健事業の中で、いかにそれら
の事業を有機的に結びつけ、ネットワークを大きく
し、そして連携を強化するか、そのための課題とし
て、まず入り口である窓口が、きちんとあるべきだ。
そこから、どのように繋げていくか、ネットワーク
が繋がって連動して動かなければ意味がないという
ことで、それについてご意見を頂くことができまし
た。有意義な討論ができたのではないかと思います。
ただまだ、０日、０カ月、０歳児のような、より人
生の早期に起こる虐待死のような大きな課題をこれ
から解決するために、我々がもっともっと取り組ま
なければならないということは、今回の中だけでは
課題を認識しながらどうするかということを、これ
から模索していく糧になっていけばと思っていま

す。この分科会、シンポジウムで何かが大きく生ま
れる、プロダクトとしては、ネットワークの強化と
顔の見える関係の連携づくりということを最初に掲
げましたが、それに対する方策はいろいろ取り組ま
れた方法が示されたと思っています。今回のこの第
４分科会でのプロダクトは、皆さんから頂いたいろ
んな意見で、そのうちにあった連携強化を図って行
けば良いのではないかと思いました。あと４分ほど
時間がありますが、話し足りなかった、聞き足りな
かったということがあれば、せっかくの機会ですの
で、残りの時間でそれを補いたいと思います。どう
ぞ、ご質問やご意見がありましたらご発言ください。
ありませんか。パネリストの先生方、ありませんか。
最後に、宜しいですか。フロアーの皆さん方、宜し
いでしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｅ氏　先程私、県庁の健康対策課の調整
のことをお話ししましたが、市町村が主体となって、
母子保健事業を進めていただいておりますが、あと、
保健所につきましては、今、各保健所の中で母子保
健事業連絡会というものを、名称はいろいろだと思
いますが、母子保健の担当者が、月に１回程度集ま
りまして、連絡会をしていまして、その中で、処遇
困難な事例とか対応に困る事例については、その中
でも事例検討をして、ぺリネイタルビジットとヘル
シースタートの合同専門部会に事例が上がってくる
という仕組みがあります。保健所につきましては、
私が今保健所の中におりますので、そういうことも
ぜひ伝えたくて、母子保健制度の管理というか、そ
ういうところで役割を持たせて頂いているというこ
とをぜひお伝えさせて頂きたくてお話しさせて頂き
ました。

藤本氏　ありがとうございました。他には何か、こ
の際、是非、発言したい、あるいは、もう一度確認
で聞きたいというようなことがあれば。ございませ
んか。宜しいですか。それでは、この分科会をここ
で終了したいと思います。


