
第 １ 分 科 会

母子保健と児童福祉の連携
～切れ目ない支援のために～

コーディネーター

パネリスト

岸野 徹（きしの とおる）氏

岩佐 奈智（いわさ なち）氏

福井県嶺南振興局敦賀児童相談所所長

越前市役所市民福祉部 子ども福祉課
　　　　　　　　　　子ども・子育て総合相談室　主幹（保健師）
　　　　　　　　　　児童発達支援センターなないろ　兼務
　　　　　　　　　　健康増進課　　　　　　　　　　兼務

略　歴  
昭和61年　福井県心理職入庁
平成28年から現職

略　歴  
平成 ７ 年　福井県立短期大学部（現　福井県立大学）卒業
平成 8 年　福井県済生会病院　入社
平成 ９ 年　福井県越前市役所　入職

プロフィール

プロフィール
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第１分科会

パネリスト

辻 京子（つじ きょうこ）氏

杉田玄白記念公立小浜病院　助産師　病棟師長

略　歴  
昭和61年　京都医療センター附属看護助産師学校卒業
　  〃  　　医療法人　清恵会病院勤務
平成元年　市立舞鶴市民病院勤務
平成12年　杉田玄白記念公立小浜病院勤務

プロフィール

パネリスト

中西 眞弓（なかにし まゆみ）氏

特定非営利活動法人児童虐待防止協会　理事
大阪府立母子保健総合医療センター母子保健情報センター

「にんしんＳＯＳ相談」相談員

略　歴  
昭和46年　大阪府入庁　
昭和63年　大阪府立母子保健総合医療センター　地域保健室勤務
平成 ９ 年　池田保健所箕面支所・四条畷保健所・藤井寺保健所・豊中保健所・茨木保健所勤務
平成20年　大阪府退職
平成21年　関西医療大学保健看護学部准教授（～平成23年）
平成21年　国立大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程入学
平成23年　国立大阪教育大学大学院修士課程教育学修士（学術）修了
平成23年より現職

著書等【共著】（母子保健に関するもの）  
・「周産期における医療と保健の連携」（メディカ出版　平成 4 年）
・「保健所との連携―退院後の育児支援―」（医学書院助産婦雑誌第46巻第 ７ 号　平成 ７ 年）
・「保健師のための乳幼児虐待予防マニュアル」（社会保険研究所　平成13年）
・「大阪府の保健機関における子ども虐待の取り組み」（大阪公衆衛生７5　平成16年）

プロフィール
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第１分科会

パネリスト

四方 啓裕（よも あきひろ）氏

福井県福井健康福祉センター医幹　兼　福井保健所長

略　歴  
昭和62年　福井医科大学（現福井大学）医学部医学科卒
　　　　　医師登録
　　　　　 沖縄県立中部病院研修医、のち沖縄県立南部病院、
　　　　　八重山病院小児科
平成10年　（株）国際テクノセンター　技術顧問
平成21年　福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター医幹　兼　若狭保健所長
平成26年　現職

プロフィール
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第１分科会

資料

1 

子どもの虐待防止推進全国フォーラム 
in ふくい 

【第１分科会】「母子保健と児童福祉の
連携～切れ目ない支援のために～」 

 

コーディネーター  
福井県嶺南振興局敦賀児童相談所長

岸野 徹 
 

改正児童福祉法の公布 Ｈ28.6.3 
国及び地方公共団体の責務 

• 第３条の２ 
   国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身
ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援
しなければならない。ただし、児童及びその保護者
の心身の状況、これらの者の置かれている環境そ
の他の状況を勘案し、児童を家庭において養育す
ることが困難であり又は適当でない場合にあって
は児童が家庭における養育環境と同様の養育環境
において継続的に養育されるよう、児童を家庭及
び当該養育環境において養育することが適当でな
い場合にあっては児童ができる限り良好な家庭的
環境において養育されるよう、必要な措置を講じ
なければならない。 

 
「子ども虐待による死亡事例等の 

検証結果等について（第１２次報告）」 
 
 

心中以外の虐待死 心中による虐待死 
（未遂を含む） 

計 

例 数 ４３ ２１ ６４ 

人 数 ４４ ２７ ７１ 

社会保障審議会児童部会児童虐待等 
要保護事例の検証に関する専門委員会 
                  （Ｈ２８年９月） 
平成２６年４月１日から２７年３月３１日の 
死亡事例 
 
 
 

 
心中以外の虐待死 

 • ０歳児が２７人（61.4％）と最も多く、０歳のうち 
 月齢０か月が１５人（55.6％）と高い。 
• 実母の抱える問題（複数回答）として「望まない
妊娠／計画していない妊娠」が２４人（54.5％）   

  「妊婦健康診査未受診」が１８人（40.9％） 
• 加害の動機（複数回答）としては 
  「子どもの存在の拒否・否定」が１４人（31.8％） 
  「保護を怠ったことによる死亡」が５人（11.4％） 
• 児童相談所の関与 １１例（25.6％） 市町村（虐
待対応担当部署）の関与 １２例（27.9％） 

 
 

心中による虐待死 
• 子どもの年齢は０歳から１７歳までの各年齢
に分散している。 

• 主たる加害者は「実母」が２３名（85.2％）と最
も高い。 

• 加害の動機（複数回答）としては「保護者自身
の精神疾患、精神不安定」が１６人（59.3％） 

  「育児不安や育児負担感」が９人（33.3％） 
• 児童相談所の関与 ３例（14.3％） 市町村（虐
待対応担当部署）の関与 ４例（19.0％） 
 

児童相談所、母子保健部門ともに 
ハイリスクであるケース 

①新規転入等により地元の機関に全く基本情報が
ない家庭  ＝家庭背景がわからない 

②過去に相談係属歴がない未成年妊婦  
  ＝ 妊婦のパーソナリティや資質などが不明 
③情報提供について特に過敏で、支援者の関与
に対して拒否的 ＝ つなぐことが困難 

④養育者が精神保健部門とのつながりが中断した
場合は関係の修復が相当難しい 

＊つまり関与、介入の糸口がみえてこないケース
が難しい 
 

岸野 徹氏
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2 

 
対 策   

 ＊かかわりの糸口やきちんとつなぐしくみの確保 
 
①子育て世代包括支援センターの設置   
  相談の敷居の低い機関  負担感が少ない機関 
②医療機関（特に産婦人科、精神科）からの情報提
供の促進     

  要対協に産婦人科医加入 
③疲れている養育者の負担を一時期、肩代わりす
る（杖のイメージ）こと 
 

その他の課題 

①担当保健師等をサポートする、バックアップ
するしくみの構築 

 
②「介入的福祉アプローチ」と「受容的母子保健
アプローチ」の相互理解とこれらを統合した支
援方法の開拓およびトレーニング 
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第１分科会

資料岩佐 奈智氏

1 

越前市の児童相談における
連携体制について 

越前市 
市民福祉部  子ども福祉課 
子ども・子育て総合相談室  保健師  岩佐 奈智 

平成２８年度 子どもの虐待防止推進全国フォーラムｉｎふくい 

越前市の概要 

 統計データ 
①人 口 83,366人（H28.4.1現在） 
②18歳未満人口 13,669人（H28.4.1） 
③65歳以上人口 22,955人（H28.4.1） 
④外国人登録者数： 3,171人 （H28.4.1） 

（うち2,300人がブラジル人)   
   

面 積 230.75ｋ㎡ （うち森林が62％） 
製造品出荷額等   4,708億00円  
              (平成24県工業統計調査) 

越前市の出生数 
年々減少 
現在６５０人前後 

越前市の母子保健事業 

すべての妊婦・
子どもの様子を
確認できる機会 

妊娠期・出産 新生児・乳児期 幼児期 学童期

妊娠届
母子健康手帳の交付

新生児訪問
こんにちは赤ちゃん事業

１歳６ゕ月児健診
（集団健診）

就学先小学校へのつなぎ

ﾊｲﾘｽｸ妊婦・特定妊婦を中心とした

妊娠中期フォロー
妊娠後期フォロー

１ゕ月月児健診
（個別健診）

２歳６ゕ月児歯科検診
（集団健診）

中学生赤ちゃん抱っこ体験
（全中学校）

妊婦健診
４ゕ児健診
（個別健診）

３歳６ゕ月児健診
（集団健診）

子どもの生活習慣病予防事業

両親学級
９～１０ゕ月健診
（個別健診）

のびのび教室
（１歳６ゕ月健診事後フォロー教室）

（年１２回）
学校保健会との連携

産後ケア事業
（助産所委託）

５ゕ月児セミナー
（夢をはぐくむはじめのいっぽ事業）

こどものそうだん会
（小児科医）

赤ちゃんあつまれ教室
（児童センター）

ぞうさん教室
（臨床心理士による個別相談）

不妊治療費助成 養育医療申請時の面談

電　話　相　談　・　家　庭　訪　問

予　防　接　種

認定こども園・保育園・幼稚園・子育て支援センター訪問

育児相談・離乳食教室（月１回）

外国人家庭への支援（通訳・翻訳）

保健師等による面談・アンケート実施（全数） 
（電子申請の場合は電話で状況確認） 

 
  
 

 
 

妊娠届・母子手帳交付時 

アセスメントシートで点数化 

ハイリスク妊婦、特定妊婦の抽出 

妊娠届・母子手帳交付時 

・若年 
・未婚（未入籍） 
・精神疾患の現病既往有 
・要支援家庭（DV、経済的困窮、家族不和など） 
・強い不安、育児環境の孤立など 

・高齢初産婦 
・妊娠に影響を及ぼす疾患の有無 
 

○ハイリスク妊婦   

○特定妊婦  
子ども・子育て総合相談室と連携 
（同行訪問や個別ケース会議等開催） 
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新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業 

○家庭訪問は専門職で実施 
  （保健師または助産師） 

94.5 

99.5 99.6 （％） 

○平成２６年度から 
   全戸家庭訪問を強化 

こんにちは赤ちゃん事業 実施率 

○エジンバラ産後うつ病自己 
   評価表にてスクリーニング 

   
 
 
 
 
 

  

夢をはぐくむはじめのいっぽ事業 
（ブックスタート事業） 

（読み聞かせの様子） 
５ゕ月児セミナーと同時開催 

 夢をはぐくむはじめのいっぽ事業 
補完事業 

 【補完事業フローチャート】 
①５ゕ月児セミナー 
       ↓ 
②図書館・かこさとし絵本館・ 
  子ども相談室窓口 
       ↓ 
③地域子育て支援センター    
  が家庭訪問 
                ↓ 
④再アプローチが必要と思 
  われる家庭について、 
  子ども相談室に報告 

乳児期のすべての子どもに会える！ 

【施行】  平成２４年４月１日 

 
福井県内初の制定 

 
全ての子どもたちを虐待や貧困などから守り、 
一人ひとりの健やかな成長と自立に向けた 

協働による支援を行う 
 
 

越前市子ども条例 

     ○子どもの貧困 
    ○少子化 
    ○児童虐待・養護相談 
    ○障がいのある子ども 
    ○ひとり親家庭 
    ○外国籍児童 
    ○不登校 
    ○いじめ問題 

子ども条例制定の背景 

【条例の目的】 
 越前市に暮らす全ての子どもの自立 
 
【自立の定義】 
 ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、自
分のすべきことについて自分で決定し、社会の一
員であることを自覚していくこと 
 

 
 

越前市子ども条例の目的 
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子ども・子育て総合相談室の設置 
            （平成２５年４月～） 

【越前市子ども条例 第１５条】(子どもに関する相談体制の充実) 
第１５条 子どもに関する相談体制の充実に関する私たちの取組は、 
 次のとおりです。 
（１）教育及び福祉保健に関する分野相互の連携強化に取り組みます。 
（２）子どもに関する相談窓口の一元化に取り組みます。 

 

◆あらゆる子どもと家庭の相談を受けつけ、福祉 
と教育分野が連携し、専門のスタッフが相談に応 
じ、専門機関などの紹介や連携を実施。 

越前市子ども・子育て総合相談室とは？ 

  安心して話すことができ、 
    心穏やかになる窓口として、 
      誰でも気軽に相談しやすい場所 

コンセプト 

・子ども相談（概ね１８歳まで）  
・ひとり親家庭を含む、子どもと家庭の相談  
・要保護児童対策協議会の運営 
・男性、女性相談 
・児童発達支援センター事業 
 （障害児通所支援や相談支援、地域支援の実施） 

子ども・子育て総合相談室業務  

・子育て支援事業 
 （地域子育て支援センター事業、すみずみ子育てサポート事業
、病児デイケア事業、子育て支援短期利用事業、母子家庭等
日常生活支援事業、地域組織活動育成事業、夢をはぐくむは
じめのいっぽ事業） 

・生活困窮家庭等への学習支援事業 
 （個別支援・ひろば型） 

・子育て支援関係事業所、児童養護施設等との連携 

子ども・子育て総合相談室業務  

   
 
 
 
 
 

  

職員体制 

 【正規職員】 ７名 
  室長、相談員 ３名（うち保健師１名）、理学療法士 ２名、 
  保育士 １名 
 【嘱託職員】 ４名 
  母子自立支援員 １名、言語聴覚士 １名、 
  子ども相談員（教職員ＯＢ） １名、 臨床心理士 １名 
 【その他】 
  児童相談アドバイザー、子どもの心のカウンセラー、 
   
教育及び福祉保健分野の連携強化 
 保健と教育分野に兼務職員（９名） 
  健康増進課 保健師 ８名、教育委員会 指導主事 １名 

越前市の児童相談件数 

虐待相談が増加！ 
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要保護児童対策地域協議会 

○代表者会議・実務者会議・合同研修会  ⇒ 各年１回 
○個別ケース会議 ⇒  随時 
○ＳＶ会議 ⇒  月３回程度 
○定例ケース進行管理会議 ⇒  年１２回（１回/月） 
 
 
 
○小中学校との情報連絡会議 ⇒市内全小中学校・高校 

子ども相談室、母子保健（保健師）、 
教育委員会、児童養護施設、女性相談員、
スクールソーシャルワーカー等 

   
 
 
 
 
 

  

 
越前市児童発達支援センターなないろ 

◇地域の中核的な療育支援施設として、障害のある
子どもや発達の気がかりな子どもの家族 への療育
支援や相談支援を実施 

 
 【支援内容】 
  ・ 児童発達支援 
  ・ 放課後等デイサービス 
  ・ 保育所等訪問支援 
  ・ 相談支援 
  ・ 地域支援 
 

（療育の様子） 

子ども・子育て総合相談室に設置 

児童発達支援センターの相談件数 
                   （実人数） 

７１

１２６ １２２

0

50

100

150

H25 H26 H27

【主な相談内容】 
・発達の気がかりさ 
 （運動面・言語面・行動面・  
  対人関係面） 
・問題行動の対応方法 
・療育について   など 

（人） 
【主な相談者】 
・保護者 
・学校、幼稚園、保育園 
・母子保健部門   など 

○母子保健事業の中に、すべての妊婦や子どもに会
える機会を早期に設定している。 

○母子保健と児童福祉の事業がタイアップしている。 

○子ども・子育て総合相談室があることで、あらゆる子
どもの相談が一元化されている。 
○母子保健部門で気がかりな家庭は、子ども相談室へ
連絡し、一緒に支援していく意識が根付いている。   

越前市における 
母子保健と児童福祉の連携 

～妊娠期からの切れ目ない支援のために～ 

越前市の子ども・子育て支援の考え方 

子ども視点 

子ども条例第1条 

家庭、学校等、地域自治
組織、市民活動組織、児
童福祉施設、事業者、市
民及び市が協働し、一体
となって、私たちの取組
を実行し、その結果、将
来にわたり全ての子ども
の自立を実現すること。 

 妊娠期から子ども達が自立するまでの切れ目ない支援 
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資料辻 京子氏

 子どもの虐待防止 

   産科・小児科・整形外科混合病棟 
        看護職員の取り組み 

 
 杉田玄白記念公立小浜病院 

  病棟師長(助産師) 辻 京子 

杉田玄白記念 公立小浜病院 
 
 施設概要 

病棟数・診療科・設備等 

名称 杉田玄白記念 公立小浜病院 

所在地 福井県小浜市大手町２番２号 

設立形態 一部事務組合立病院 

構成市町 小浜市、若狭町、おおい町、美浜町 

代表者 組合長（小浜市長） 

敷地面積 ２４，４７９㎡ 

建築面積 ９，０２９㎡ 

延床面積 ３２，０２７㎡ 

病床数 
４５６床（一般２４６床、療養１００床、結核８床、 

  感染症２床、精神１００床） 

診療科 

内科、循環器内科、救急総合診療科、精神科、小児科、外科、
消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリ
テーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科 

本館４階病棟 
産婦人科・小児科・整形外科の混合病棟 

  

 さくら病棟 では、きめ細やかなお産のケアと出産後のカンガルーケア、母児

同室、母乳育児支援を行っています。また妊娠中のマタニティ教室、両親学級と
退院後の母乳外来も病棟助産師が担当しています。 
 

 なのはな病棟 は小児科と整形外科の病棟です。 小児科は新生児から中

学生までの お子様に、病気や発達段階に応じた個別性のある看護を提供してい
ます。 
 平成２６年度に導入したPNS看護方式も定着し、安全で質の高い看護を目指し
ています。 

【プレイルーム】 【本館４階スタッフ】 

３・２交代制 PNS(パートナーシップ看護方式) 

 平均年齢：39歳 

 既婚率：71.9％ 

 有子率：65％ 

 平均（本館4階）勤続年数 

     ：6年  

 

  

 

 
スタッフ35名 

 常勤助産師 ：6名(師長含む) 

 パート助産師：7名 

 看護師   ：18名 

 看護補助員 ：2名 

 医療事務補助：1名 

勤務体制・スタッフ構成 

病棟助産師の活動 
 
 院内での活動 
   マタニティ教室 妊娠前期 少人数制 
   両親学級    妊娠後期 
   母乳外来 
  
 地域での活動 
   中学生赤ちゃん抱っこ体験 
   出前講座 
 

    ベビーマッサージ 
    離乳食キッチン 
    小浜市委托 プレパパ・プレママ教室講師 

虐待防止の取り組みと その効果 
 
 妊娠→出産→育児   
  妊産婦と小児 両方の看護を実践    
              ※スタッフの感度、意識が高くなる 
               ※スタッフからの情報↑ 
 各科外来・他部門との連携   
  外来→病棟  病棟→外来   
              ※連続したケア 
              ※多くの職員の目を通る 
  地域との連携 
  近隣市町との連携 
  問題妊婦 出産前カンファレンス 
         退院前カンファレンス 
  入院中問題のある妊産婦・小児 
         電話連絡→看護サマリー送付 
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事例１ 
  
 31歳 初産婦 うつ病合併 

 妊娠中は「涙もろくなたり、イライラしたり」と精神的に不安定になることも
あった。妊娠週数が進むに従い、「赤ちゃんが動くと嬉しい」との発言もあり、
愛着形成されていった。 

 妊娠38週で正常分娩。母子ともに問題なし。退院時、混合栄養 

 不器用で、こだわりが強く育児行動がスムーズに行えなかった。 

 泣いている児の対応がわからない 泣いていても気づかずに眠っている 

 母児同室を避けようとする 

⇒退院後の育児に危険を感じ、健康管理センターへ連絡 

 生後６日目に退院。退院後５日目（生後１１日目）に小児科外来受診。体重増
加が認められなかった。母乳だけ飲ませてミルクの追加をしていなかった 

⇒新生児訪問を早急に実施してもらうよう依頼した。 

 

事例２ 

 1歳8か月女児 喘息、気管支炎で入院 

 母 第2子妊娠中 

 母から児への声掛け、スキンシップがほとんどない 

 母の表情が暗く、スタッフとの会話も成立しない 

 治療に対して非協力的（点滴のルート、酸素マスクのトラブル） 

 ベッド柵をせずに離れる 

 一方、児も処置をしても嫌がったり、泣いたりしない 

 児の表情が乏しい 発語なし 

 母が離れても、後追いしてり、泣いたりせず、 

静に指吸いをしている 

 

⇒健康管理センターに連絡 

虐待予防に関する病院内の取り組み 
 
 虐待防止委員会 
構成メンバー 
 医師 ：病院長、小児科、整形外科、精神科、脳外科 各医長 
 看護師：看護部副部長、医療安全管理者、小児科病棟師長 
 地域連携室 室長、ソーシャルワーカー 
 総務課長 
 
虐待防止マニュアル 作成 
事例報告 
     →本館４階病棟 マニュアルの周知・活用 
全職員対象研修会 

まとめ 

 病院をあげて虐待防止に取り組んでいる 

 産科・小児科・整形外科混合病棟の特殊性を活かした 

 虐待防止をおこなっている 

 入院患者カンファレンスを通して情報共有ができている 

 病院内の多職種、複数の人の目を通して虐待の早期発見に
努めている 

 地域からの連絡がタイムリーに入る⇒早期に対応できる 

 病院から地域への報告・連絡・相談がスムーズにできてい
る 

 病棟助産師の活動が施設⇒地域へ広がりがあり、地域との
連携が取りやすい 
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資料中西 眞弓氏

第１分科会 「母子保健と児童福祉の連携～切れ目ない支援のために～」 
 
 
 
 

母子保健からの虐待予防 
 

ー保健師の専門性を高める活動の紹介ー 

平成28年11月19日（土） 
特定非営利活動法人 児童虐待防止協会理事 

中西 眞弓 

    １．児童虐待発生予防を図るための母子保健と児童福祉の法の改正 
 
    ２．児童虐待予防における母子保健と児童福祉の連携 
 
    ３．保健師が母子保健の専門性を高め、虐待保健の支援力を向上させる 
 
 

本日の内容 

 
 全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防 
から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉 
法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国 
展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の 
所要の措置を講ずる。 

 
１．児童虐待発生予防を図るための母子保健と児童福祉の法の改正 

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63号）の概要 
（平成28年5月27日成立・6月3日公布） 

 
 
 

を 
子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）の法定化・全
国展開【母子保健法・平成29年4月施行】 
 
  ○ 妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップ拠点（子育て 

       世代包括支援センター）を立ち上げ、切れ目のない支援を実施。 
 
 ○ 子育て世代包括支援センターには、保健師、ソーシャルワーカー等を配置して 
      きめ細やかな支援を行うことにより、地域における子育て世帯の「安心感」を醸成。 
 
 ○ 子育て世代包括支援センターを法定化し、おおむね平成32年度末までに全国展開を 
      目指す。 
 

児童虐待発生予防の母子保健と児童福祉の法の改正（１） 

母子保健事業との連携強化（厚労省HPより） 

 支援を要する妊婦等に関する情報提供【児童福祉法・平成28年10月施行】 
 
  ○ 虐待による死亡事例における0歳児の割合は４割強を占める。 
 
  ○  0歳児の死亡事例の背景として、母親が妊娠期から1人で悩みを抱えていること、 
        産前産後の心身の不調や家庭環境の問題等がある。 
 

            支援を要する妊婦等を把握しやすい機関が、妊娠期から 
                  虐待リスクに着目し、市町村を通じ、支援につなぐことが必要。 
 
 
 

児童虐待発生予防の母子保健と児童福祉の法の改正（２） 
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【改正法による対応】 
 ○ 支援を要する妊婦等（※）を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村 
      に情報提供するよう努めるものとする。 
 
     ※「支援を要する妊婦等」とは 
      ① 特定妊婦：出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認め 
            ら れる妊婦 （望まない妊娠、若年の妊娠、精神疾患を有するなどの事情を有する妊婦） 
 
  ② 要支援児童：保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（子育てに対し 
    て強い不安や孤立感等を抱える家庭・不適切な養育状態にある家庭等の児童） 

児童虐待発生予防の母子保健と児童福祉の法の改正（３） 

 【母子保健と児童福祉の連携】 
    ✤ 保健と福祉の専門性を活かした連携が不可欠。 
      ・妊娠期からの課題をもつ事例には、医学的、看護学的ケアのみでなく、社会的支援が必要な 
          事例が殆ど。出産後の養育者、養育先も含めて、児童福祉の関わりは重要。 
     ・保健・福祉互いに機関、職種の専門性（特性、機能、限界）を理解しあう。 
     ・保健と福祉は、重なりあう役割、機能があるが、視点が違うことを認識する。 

     互いに理解を促し合う努力が必要。 
     全く同じと早合点しない、認識のズレに気づかない危険性がある。 
     ・他（多）職種の協働は、必須。しかし、それぞれの専門性を発揮してこそ成り立つこと。 
  
                
              

                                      自機関、職種の専門性を高める努力   

２．児童虐待予防における母子保健と児童福祉の連携 

 【大阪での取り組みの紹介】 
   ✤子どもの虐待検討チームの編成 
   小児精神科医師 1名 看護系大学教員 ２名 元行政保健師 ６名 
 
   ✤取り組み３事業 
   （１） 支援困難事例検討会 
   （２） 大阪府内保健師児童虐待予防研修 
   （３） 子ども虐待保健研究会 

３．保健師の母子保健の専門性を高め、虐待保健の支援力を向上させる 

大阪市 
堺市 
東大阪市    
高槻市 
豊中市 
枚方市 
その他3７市町村 

    取り組み３事業(1)支援困難事例検討会① 
 【取り組みの経過と意義】 
 ✤ 経過 
   平成２４年度：平成22年から開始された厚生科学研究事業「我が国におけるチャイルド・デス・レビュー」 

   （研究代表者；小林美智子）の一環として死亡事例を経験した職場に研究・分担代表者、研究協力者 

   （大学教員）が助言者となり事例検討会をスタート。 

   １回１事例を３時間かけてクローズドで検討 

       ・ 平成25年度：大阪府が予算化 ・ 府保健所単位（政令市、中核市を除く市町村）で実施（11事例）  

     ・ 平成26年度：7事例  ☆平成27年度：7事例  ☆平成28年度：継続中 

 ✤ 意義 

    ・ 虐待事例を死亡させないためには「死亡事例から学ぶ」ことは重要かつ必要な検討である。 
    ・ 一方、保健現場で「死亡事例」を振り返ることのしんどさは担当保健師はもちろんのこと、 
      その現場の負担も 計り知 れないほど大きい。 
    ・ 職場で実施しきれない事例検討会をチームメンバーと共に検討することで、事例の理解を深 
               め、他のケースの支援に活かせることを狙いに、１例ずつ事例検討を積み重ねていく。 

 

  

 
  大阪府母子グループ 

   （Ｈ25年度から予算化・日程調整）   

   

       

        保健機関        

       保健所⇒事業起案・調整 

                          （府・市町村・検討チーム）                 

     

      市 

      町    どこか1か所で事例の提供  

      村 
                  

                                                          

                検討チーム 
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     取り組み３事業(1)支援困難事例検討会② 

 
 フェイスシート、経過表とともにアセスメントに必須の3つのツール 
  
   Ａ ジェノグラム 
            （一定のルールに基づく家系図 ） 
 
   Ｂ 危機経路図 
            （ある重大な出来事が起こる前にさかのぼって流れ図をかく） 
 
   Ｃ 発育曲線 

    （体重・身長・頭囲測定値をグラフに記入し曲線を描く）       
   

42 

13 ☓ 
20 

☓ 

41 44 

12 

20 

23 14 

不詳 

2歳 3歳 

Ｌ Ａ 

０歳で 
事故死 GM 

Ａ ジェノグラム（家系図）のルール 

父　　親 母　　親

3人兄弟の双生児

普通の生い立ち

徒弟見習いをあきらめる

1969年12月

親戚とのけんか

1970年11月19日

北へ移動

失業

家族は再び戻る

1974年1月9日

夜勤の定職につく

1974年3月中旬

1974年3月30日

共謀する

1974年4月1日

家族のシンデレラになった

15歳のとき父（夫）と出会う

何度も仕事を変える

母親と一緒に住み続ける

身体的に良好

非常にさびしい

みじめ

母親のところへもどる

重篤な妊娠高血圧で入院

C/Sに非常におびえる

引っ越しのストレス

非常に孤独

家庭医にみてもらう

公然の警告が与えられる

絶望

子どもを激しく揺さぶる

同胞6人

2年半のつきあい

結婚

1回目の妊娠

自然分娩

出生時体重3175ｇ 男児

幸せで満足

正常発達

少し嫉妬

落ち着く

保護的になる

2回目の妊娠

胎児の成長 心配

緊急帝王切開 34週
NICU

生後5週で家に帰る

抱いて授乳困難、ずっと泣いている

笑わない

複合感染

臀部を打つ

最後の暴行

入院

硬膜下血腫、骨折

参考文献

フランクリン／作田勉訳編：母性愛の危機．

日本文化科学社, p37 , 1981

実父から暴行、虐待

子どもが自分の子どもではないと感じる

病院への面会ほとんどない

Ｂ 危機経路図：ある重大な出来事が起こる前に遡って流れ図をかく 
Ｃ 発育曲線 

（体重・身長・頭囲測定値を 

  グラフに記入し曲線をかく）
  

 取り組み３事業(２)大阪府内保健師児童虐待予防研修① 
    【取り組みの経過】 
    平成２４年度から児童虐待予防研修（大阪府担当課・ＮＰＯ法人児童虐待防止協会に委託） 

    企画立案・実施・結果及び課題の集約・評価（子どもの虐待検討チーム・児童虐待防止協会）。 

 
     【目的】 
    子どもの虐待についての基本的知識を持ち、虐待発生予防及び対応における保健師の役割について理解  

    するとともに、早期発見や支援について保健師の専門性の向上を図る。 

     【内容】（仕様書より） 

    児童虐待予防の視点をもった関わりができるよう、知識、判断力、スキルについて学び、妊婦、保護者に 

          寄り添い、児童の健全な成長を支援する保健師の活動について、研修を実施する。 
 

 

 

  取り組み３事業(２)大阪府内保健師児童虐待予防研修② 
  【研修日程】 
     ☆ 平成２４年度 ３日間                 ☆平成２５年度 ７日間 新任期・中堅期 

     ☆ 平成２６年度 ４日間 新任期・中堅期       ☆平成２７年度 ４日間 新任期・中堅期 

  【プログラム①】                               例；平成27年度4日間 

 
 
 

内     容 職   種 

わが国における子ども虐待への取り組みの現状、法的基盤 ソーシャルワーカー 

子ども虐待予防の基礎的知識 医師 

家族への支援；ジェノグラム・危機経路図の活用 保健師 

グループワーク；ジェノグラム・危機経路図の作成 保健師 

虐待を受けた子どもの理解と支援（養育による成長問題、発達問題、メンタルヘ
ルス） 

医師 
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精神障がいをもつ親を支援するための社会資源の活用 
 

医師 

グループワーク；子どもの理解と支援 保健師 

ひとり親の育児の特徴と支援 ソーシャルワーカー 

児童虐待予防に必要な法的知識 弁護士 

虐待を受けて育った親の理解と子育て支援 医師 

グループワーク；事例検討 ＰＳＷ、保健師 

子ども虐待予防のための家庭訪問（何を見て、どうアセスメントするか） 保健師 

子どもの発育・発達とアタッチメント 臨床心理士 

【プログラム②】 例；平成27年度4日間 
     取り組み３事業(３)子ども虐待保健研究会 

   【取り組みの経過】 

   平成24年1１月発足。 

    保健師・小児科医師・弁護士有志によりスタート。 

   平成25年5月「子ども虐待保健研究会」として、年6回（時間外）継続的に開催。 

  【内容】 
 
     ☆300日問題                  ☆子どもの人権と子ども虐待への法的対応 
 
     ☆アルコール・薬物依存症について    ☆裁判事例への保健師の関わり 
 
     ☆保健師記録と開示             ☆無戸籍の子どもへの支援 
 
     ☆事例を通して特定妊婦の支援について学ぶ、医療と保健の連携、法テラスの利用 
 
     ☆施設生活をする子どもたちの現状と取り組みそして地域への期待  など 
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資料

【取組み】 ２．連絡票の作成 
 
各機関の所定の情報書に 
鑑文として添付する。 

③ケースの所在地 
④気がかりさの要因をチェック 
⑤自機関での支援内容、紹介先
に依頼したい支援内容 

①ケースを把握した機関で台帳
管理し、ケース管理No.を付与 

②担当者名 

保健所へはこの連絡票 
のみFax送付 

【取組み】 １. 連絡会の開催 

年度 回数 内 容 

H27 3回 

• H26年度 聞き取り調査結果の共有 
•気がかりさについての各機関の考えを共有 
•ケース管理No.の使用方法、連絡方法の周知 
•担当窓口の明確化および公開 
•ケースの把握・連携状況の報告 

H28
（10月
まで） 

2回 
•気がかりな妊婦・親子を支援する必要性の確認 
•より使いやすい連絡方法（連絡票）への変更 
•支援内容、紹介元へのフィードバック等を検証 

【課題に対する取組み】 H27年度以降 

関係機関の合意のもと連絡会を開催 

 

a. 連絡票の作成および導入  

b. 気がかりさの要因として何を挙げたか、
紹介を受けて支援した内容、紹介元への
フィードバック等を追跡 

c. 気がかりな妊婦・親子を関係機関で紹介
しあう仕組みの確立 

 

 
 

 

1. 

2. 

【課題】 H26年度 聞き取り調査結果から 
 

1. 支援方法について話し合う場がない。 
 

2. 関係機関によって気がかりな妊婦・親子に対
する関心の深さや気付き力に差がある。 

関係機関カテゴリー 気がかりと感じる要因 

総合周産期母子医療センター 
地域周産期母子医療センター 

若年・未婚・高齢出産・精神疾患・低所得・ 
DV・障害児 

産科クリニック 気がかりな親子はいない 

市町母子保健・福祉担当 精神疾患・未婚・若年・高齢初産 

 
市町  
 
3か所 

虐待担当課 

障害担当課 

保健ｾﾝﾀｰ 

 
健康福祉センター 

 

気がかりな妊婦・親子（～乳児期）への支援に関する聞き取り調査結果 
                           
 

 
産科クリニック 

 
4か所 

総合周産期母子医療センター 
地域周産期母子医療センター 

 

5か所 

タイムリーな情報提供がない 

行政の養育支援に関する情報が分からない 

情報提供後のフィードバックがない   

連携のために話し合う場がない 

医療機関内での支援体制が分からない 

支援が 
得られない 

<医療機関からの意見> 

<行政からの意見> 

助産院 

気がかりな妊婦・親子の支援に
向けた関係機関の取組み 

福井県福井健康福祉センター 
医幹（兼保健所長） 四方啓裕 

四方 啓裕氏
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【考察】 
1. 話し合いの場 
定期的に開催する連絡会が、顔の見える関係
を構築し、協議する場になっている。 
 

2. 関心の深さや気付き力 
連絡票の発信数は2倍近く増えた。ただし、 
まだ関係機関、スタッフ間によって差がある。  
 

3. 対象地域の拡大 
福井健康福祉センター管内にとどまらず、 
県内全域にこの取組みを広げたい。 
 

 

【結果】 参加者の感想から 

• 「他機関の状況が分かり、連携等に理解が深
まった。」 

• 「集まって意見を交わすことでいろいろ課題が見
えてきて、良い機会だと思う。」 

• 「顔合わせをしたことで、今後は少し気安く連絡
が取れそうだ。」 

• 「気がかりな親子を支援するにあたって、他機
関との連携が取りやすくなった。」 
 

【結果】 気がかりと感じる要因のまとめ 

★関係機関の間で差は縮まりつつある。 

関係機関カテゴリー 要 因 

総合周産期母子医療センター 
地域周産期母子医療センター 

・精神疾患 ・育児不安 ・身体疾患  
・高齢出産 ・未婚 ・家族の不和 ・DV ・多胎 
・未熟児 ・健診未受診 ・飛び込み分娩 

産科クリニック ・育児不安 ・身体疾患 

市町母子保健・福祉担当 ・精神疾患 ・育児不安 ・サポート体制なし  
・若年出産 ・未婚 ・経済的不安 等 

【結果】 連絡票を介して見たケース把握数・  
    連携数 

関係機関カテゴリー H27 
(8.5か月分) 

H28 
(3.4か月分) 

総合周産期母子医療センター 
地域周産期母子医療センター 49件(35) 95件(27) 

産科クリニック 1件(1) 7件(2) 

市町母子保健・福祉担当 22件(15) 25件(7) 

福井健康福祉センター 6件(4) 4件(1) 

ケース把握数の合計 78件(55) 131件(37) 

  うち他機関と連携した数 53件(37) 95件(27) 

※件数はカッコ内の実数を1年換算 
 

★把握数・連携数ともに増加した。 

母子医療センター 

産科クリニック 

 

市 町 
子育て世代包括支援センター 

 
 

健康福祉センター 
（＝保健所） 

周囲からの
支援が 
得られる 

結果報告 

情報提供 

情報提供 

結果報告 

 

児童相談所 
 

重いケース
の相談 

連絡票のみfax 

ﾊｲﾘｽｸ妊婦紹介 

紹介を受けて支援した内容、紹介元へのフィードバック等を追跡 

連絡票のみfax 

【取組み】 ２．気がかりな妊婦・親子を関係機関が
紹介しあう仕組みの確立 
 
 

③連絡を受けてから初回に支援
した時期 

④提供した支援内容 
⑤特記事項 

①把握した機関が付与したケー
ス管理No.を踏襲して使用 

②担当者名 

保健所へはこの連絡票 
のみFax送付 
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	022-038_子ども虐待防止フォ_01分科会
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