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岸野 徹氏　本日、コーデ
ィネーターを務めさせて
いただきます岸野でござ
います。

それでは、早速でござ
いますが、各発表に入ら
せていただこうと思って
おります。

最初に、まず私から、母子保健部門と児童福祉部
門との円滑な連携が求められるようになっている背
景等についてご説明したいと思います。

25 ページに、私のレジュメが載っていると思い
ます。

皆さん専門職の方が多いと思われますので、既に
ご存知だと思いますが、今年の６月３日に、児童福
祉法とそれから母子保健法、その他の法律もござ
いますが、かなり大幅な改正をして公布されており
ます。特に児童福祉法は、昭和 22 年にできまして、
根幹的な部分はあまり改正されていなかったのです
が、今回、いくつか改正されているところで、この
分科会に関係するところを申し上げたいと思います。

児童福祉法第３条の２を読みますと、「国及び地
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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。」これは相当重い意味がありまして、
まず、児童は家庭において養育していきましょう。
そして、健やかに養育されるよう保護者を支援しな
ければならないとなっています。ここは児童を支援
するとか、そういう文言ではありません。まず家庭
で育てましょう。そのために保護者をまず支援しま
しょう。その後は、具体的には里親養育にしましょ
うとか、児童養護施設に入っている子どももできる
だけ良好な家庭環境に近い形で養育しましょうとい
うことが後段に書かれていますが、まずは家庭で養
育していきましょう、保護者を支援しましょう、こ
れが大きく明記されました。

そして、母子保健法第５条第２項に「国及び地方
公共団体は」となっておりまして、「健康の保持及
び増進に関する施策を講ずるに当たっては、当該施
策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見
に資するものであることに留意するとともに」、こ
の部分が今まで全くなかったのですが、「虐待の予
防及び早期発見に資するものであることに留意する
とともに」と、あえて書かれているというのが注目
されるところでございます。

この背景がどういうことかといいますと、これも
ご存じのように、厚生労働省が、不幸にして虐待に
よって亡くなられた死亡事例や重大事例について毎
年、専門委員会を開き検証を行い結果の公表をして
います。

一番新しいのが９月で、平成 26 年度の４月１日
から 27 年３月 31 日の死亡事例ですが、表にありま
すように、心中以外の虐待で亡くなられた方が 44
名の子ども。それから、いわゆる心中で亡くなられ
た方が 27 名でございます。

心中以外の虐待で亡くなられた子どもの中身を分
析しますと、０歳児が 27 名で 61.4％ということで
圧倒的に多いです。しかも、０か月児、これは生ま
れてすぐ亡くなったと思われる方が 15 名おられて
いて、55.6％とすごく高い率です。いわゆる「０日
虐待」というふうに呼ばれているものです。

これはどういうことかと申しますと、例えば高校
生とか未成年の方が妊娠して、どうしよう、どうし
ようという感じでお腹が大きくなって、自宅のトイ
レで出産するとか、コンビニとか駅のトイレで出産

するというのがございます。自宅出産した場合、そ
れからどうしよう、どうしようと。赤ちゃんの泣き
声が聞こえたら、家族が帰ってくるし、どうしよう
ということになりますよね。そして何でうちに赤
ちゃんがいるんだといったように。未成年者の場合、
そういうパターンが多いです。

それから、不倫で子どもを妊娠した場合も同じで
す。どうして子どもがうちにいる、泣いているんだ
とか、周りの家族がその女性の妊娠に気が付いてな
いということがほとんどなので、家族はまさかうち
の子どもがとは思わないのです。それを何とかしよ
うということで殺してしまうということが多いです。

もう一つは心中です。心中の場合は、特定の年齢
には集中してなくて、０歳から 17 歳まで幅広くなっ
ている訳です。加害者は実母が 85.2％ということで
圧倒的です。動機が、保護者自身の精神疾患とか、
精神不安定とか、育児不安定になっているのですが、
これはお母さんお一人で養育を背負い込んで悩んで
いる。同じ家族の協力者である旦那さんは全然その
ことに気が付いてない。たまに育児のしんどさを訴
えても、そんなに深刻に捉えてくれない。そのこと
で思い余って心中をされてしまうというようなメカ
ニズムだと言われております。

この辺を私の方で少しまとめてみますと、児童相
談所でもこういった親子の防止に注目をし、母子保
健部門でも日頃から注意を払っているのですが、い
ずれの機関から見てもハイリスクであるというケー
スがあります。

例えばどういうものかというと、新規転入です。
福井は特に田舎ですから、元々の地区があって、ど
ういう人が住んでいるのか分かるのですが、福井
でも都市部とか、それから都会ですと出入りがか
なり激しいです。住民票も移しておられない家庭
もありますので、いきなりぽんと来た時に全然そ
の家庭背景とかどういう家族構成なのか、どうい
うことをやっている方なのか全く情報がない、そ
れは困ります。

それから、特に未成年者の場合ですと、ごく普通
の高校生がいきなり妊娠して出産するとか、そうい
うのがあります。何かあの子どもは危なっかしいか
ら未成年で妊娠されそうだなって分かっている子ど
もは良いですが、そういうのは大体分かりますよね、
皆さん、日頃からずっと見守っておられる。でも、
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ごく普通の高校生がそうなったときには全く手元に
情報がありません。その時は本当に切羽詰まった時
にどういう行動を取られる子どもなのかという基本
情報が全くないので、どうかなと思います。

それから、これは最近良くあります、情報提供に
ついてすごく過敏なお母さんがいらっしゃいます。
申込書とか、何かそういったものを書く時に、この
申込書はどのように取り扱われますかとか、電話番
号を書いたらこれは漏れるのではとか。とにかくそ
の情報が漏れるのではないか、悪用されるのではな
いかとか、そういうふうに非常に神経質になってお
られる保護者の方が一部いらっしゃいます。そうな
ると、こちらが良かれと思って色んな支援とか、手
だてにつなごうと思っても、そこでストップしてし
まうという事態が皆さんご経験あるのではないかと
思います。

先程の心中の件でございますけれども、元々精神
的に不安定、いわゆる統合失調症とか、そういう本
格的な精神的な問題ではなくて、例えば不安神経症
とか、社会不安障害、パニック障害みたいなもの
とか、それから強迫神経症みたいな、ずっととは
言えないけれども、子育てには若干支障が出るだ
ろうなという精神的な問題を持っておられる方は、
対人関係に対する過敏さとか、何か過去にいじめを
受けた経験とか、対人関係で失敗された経験から、
なかなか支援者とつながろうとしていただけない
です。特に病院を受診して非常に傷付けられたと
か、辛い思いをしたというのが残っておられると、
実際にはそういうことがないにも関わらず、一旦、
精神保健部門と支援者との関係が切れるとなかな
か修復が難しいと。その辺はやはり課題かなと思っ
ております。

その辺の課題があるので、やはり関わりの発端で
す。関わりの糸口、それからきちんと次の方、然る
べきところにつなぐという仕組みをどう確保するか
ということが今日の分科会のテーマになると思いま
すが、それが子育て世代包括支援センターの設置、
要するに敷居の低い機関とか、通うことそのものの
負担感が少ない機関、この辺については岩佐先生か
ら色んなお話が聞けると思います。

それから、要保護児童等に対する支援の拠点との
連携とか、医療機関、特に産婦人科の先生がやはり
要保護児童対策地域協議会のメンバーに入っていた
だけると良いと思うのですが、その辺のことについ
ては辻先生、それから四方先生からお話が聞けるの
ではないかと思っております。

そして、これは私が思っていますが、やはり養育
者の方、お母さんは非常に疲れています。自分の生
活のことでもう手一杯だとか、なかなか自分で足を
運ぶとか何か手続をするとかはできないので、そう
いう時には支援者が一歩踏み込んで手助けをする、
肩代わりをするということも必要かなと思います。
依存性を招くのではないかというお話もあるかと思
いますが、これは今は杖代わりをこちらがしてあげ
ないと、先の一歩も進めないなという時にはそこま
で必要ではないかと個人的に思っております。

以上の課題の他に、これは現場の先生方が切実に
思っておられると思いますが、担当の保健師を孤立
させない。家庭訪問をして、そのお母さん、子ども
だけでなく、恐らく家庭全体、例えば家庭訪問して
おばあさんと仲良くなったりとか、おじいさんと仲
良くなったり、旦那さんと仲良くなったりと、色ん
な形で家庭に入り込むことがあります。非常にハイ
リスクの子ども、親子で虐待が懸念される、ネグレ
クトが懸念されるといった場合に、そういったもの
にも注意を向けながら、しかもその家庭との関係性
を築きつつ、でも子どもの命を守らないといけない。
今日のパンフレットの冒頭にも出ていますが、その
時に児童相談所等が介入をしないといけないとい
う、非常に、この介入的な福祉アプローチと母子保
健が得意とする受容的アプローチをどのように統合
し、それを現場の先生方にどのようにしてスキルを
身に付けていただき、しかも孤立させない組織とし
ての仕組みをどう作るのかということについては中
西先生から非常に有意義なお話が聞けるのではない
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かと思っております。
以上、駆け足で今日の分科会についての課題を提

示させていただきました。ありがとうございます。
それでは、早速ですが、越前市の岩佐先生から、

母子保健、子ども相談、子育て支援事業、それから
障害児相談の支援も一体的に行っておられます越前
市子ども・子育て総合相談室の取組についてお願い
いたします。

岩佐 奈智氏　本日は、「越
前市の児童相談における
連携体制について」報告
させていただきます。

越前市は、平成 17 年
10 月１日に、武生市と今
立町が合併して誕生した
都市です。人口約８万 3,000 人で、18 歳未満の人口
が約１万 4,000 人、人口の 16.4％を占めています。
65 歳以上の人口が約２万 3,000 人で、27.5％となっ
ています。

半導体や自動車部品などの製造が盛んで、工業出
荷額は 4,000 億円を超え、福井県第１位となってお
ります。これらの工場には、日系ブラジル人が派遣
社員として多く働いており、現在、市内に約 3,200
人の外国人が居住しています。日系ブラジル人の方
は多くが家族で居住しているので、当然のことなが
らブラジルの子どもたちもたくさん市内で暮らして
います。

当市の出生数です。年々減少を続け、平成 27 年
は 654 人でした。合併当時の平成 17 年と 10 年後の
平成 27 年を比べますと、合併して人口が増えたに
も関わらず、出生数は年々減少を続け、ここ 10 年
で約 100 人減っています。

当市は、平成 24 年４月１日に越前市子ども条例
を制定いたしました。福井県内初の制定で、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
行っています。

これからご紹介する全ての事業は、この子ども条
例に基づき実施しています。

子ども条例が制定された背景には、全国どこの自
治体でも課題になっている子どもの貧困、少子化問
題、児童虐待や養護相談、障害のある子どもたちの

支援、ひとり親家庭の増加、外国籍児童や不登校、
いじめ問題などがあります。

アンケートやワークショップ等で聞き取った子ど
も当事者や保護者等の意見を踏まえ、条例の目的を
越前市に暮らす全ての子どもの自立とし、自立の定
義を「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」としました。

そして、条例に基づき、まずは子どもに関するあ
らゆる相談を一元的に受け付け、支援していくこと
を目的として、子ども・子育て総合相談室を設置し
ました。場所は、JR 武生駅前のショッピングセン
ターの４階、越前市福祉健康センター内にあります。

この福祉健康センターには、保健部門の健康増進
課や子育て支援センターなども併設されています。
安心して話すことができ、心穏やかになる窓口をコ
ンセプトに、誰でも気軽に相談しやすい場所として
整備しました。

子ども・子育て総合相談室の業務は、子ども相談
や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、DV、離婚問題などを始
めとする男性、女性相談、障害児を対象とした児童
発達支援センター事業、そして地域子育て支援セン
ターや病児デイケアなどを始めとする子育て支援事
業、生活困窮家庭などへの学習支援事業、子育て支
援関係の事業所の連絡会や児童相談所、児童養護施
設などとの連携などがあります。

職員体制は、正規職員が７名、嘱託職員が４名の
計 11 名です。職種は、福祉相談員、臨床心理士、
理学療法士、言語聴覚士、保育士、教職員 OB、そ
して保健師などがいます。また、教育や福祉保健分
野との連携の強化を目的に、健康増進課、母子保健
担当の保健師や教育委員会の指導主事が兼務職員と
して配置されています。

スライドは、越前市の児童相談の推移です。毎年
100 件以上の相談があります。特に子ども・子育て
総合相談室が開設された平成 25 年度からは右肩上
がりの状況です。また、児童相談の中でも虐待や養
育放棄の相談などが約 40％を占め、増えてきてい
ます。

当市の要保護児童対策協議会の状況ですが、代表
者会議や実務者会議など様々な会議を開催していま
す。当市の特徴としましては、月に１回定例ケース



41

第１分科会

進行管理会議という名前で会議を開催していまし
て、要保護児童対策地域協議会の実務者が集まり、
ケースの状況について報告し合い、検討しています。

また、子どものあらゆる相談に対応するというこ
とで、当市の相談室には地域の中核的な療育支援施
設として越前市児童発達支援センターなないろを設
置し、子どもの療育や発達相談にも対応しています。
実際に親子が通所しての療育も実施していますが、
相談支援や地域支援として保護者や関係機関からの
発達相談にも応じたり、発達障害への理解を深める
広報啓発活動も実施しています。

また、後で説明しますが、母子保健事業の中の健
診時後フォロー教室や様々な相談会にスタッフとし
て参画したり、保育園などへの訪問にも保健師と一
緒に同行しています。

こちらは児童発達支援センターの相談件数です。
ここ数年、120 件以上の相談に対応しています。

続いて、こちらは越前市の母子保健事業の体系図
です。児童相談は妊娠届出にて母子健康手帳の交付
をするときから始まります。予防接種や乳幼児健診、
健診時後フォロー教室や相談会など、様々な事業を
実施しています。

また、先に述べましたとおり外国籍の方が多い特
徴から、外国人家庭への支援として訪問や健診など
に通訳職員を配置し、翻訳・通訳支援を行っていま
す。赤丸がついた事業、母子健康手帳の交付、新生
児訪問、５か月児セミナーにつきましては、特に全
ての妊婦さんや子どもたちの様子を確認できる重要
な機会として位置付け、実施しています。

では、これらの事業について簡単に説明します。
まず、母子健康手帳の交付です。７年前までは健

康増進課、いわゆる保健センターや市民課など複数
箇所で妊娠届出を受け付け、母子健康手帳を交付し
ていました。しかし、全ての妊婦さんに対し、保健
師による面談、アンケートを実施するため、平成
22 年度より手帳交付の窓口を一本化しました。妊
娠届出と一緒にアンケートを記入してもらい、それ
を点数化し、その上でハイリスク又は特定妊婦の抽
出をしています。

こちらは資料にはございませんが、アンケートの
様式です。

アンケートの内容は、今回の妊娠が分かったとき
の気持ち、パートナーの反応、妊婦の喫煙や飲酒な

どの嗜好、現病や既往歴と過去の妊娠、出産の状況、
家族構成や家族の状況など、そして相談できる人の
有無などです。

聞き取りやアンケート内容でリスクを抽出し、気
掛かりな妊婦さんに対しては妊娠期から保健師が
フォローをします。特に若年、未婚、精神疾患の既
往、DV や経済困窮、家庭不和などの要支援家庭な
ど、特定妊婦の場合は児童福祉部門の子ども・子育
て総合相談室へ連絡し、ケース会議などで支援の方
法を検討したり、同行訪問などをしています。

続いて、新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業です。
スライドの表は実施率です。平成 25 年度までは

訪問ができない場合でも電話で状況を確認していま
したが、平成 26 年度からは親子の顔を直接見て話
ができる家庭訪問での全戸把握に力を入れ実施して
います。訪問率もほぼ 100％に近くなってきました。

また、家庭訪問は保健師または助産師の専門職で
実施し、妊娠期からフォローしている方は必ず地区
担当の保健師が訪問するようにもしています。そし
て、訪問時にはエジンバラを活用しています。

次に、５か月児セミナーです。５か月児セミナー
では、歯の話や離乳食の話、地区別に分かれて保護
者同士が顔見知りになれるようグループワークをし
ています。また、このセミナーにあわせてブックス
タート事業を実施し、図書ボランティアが親子一人
一人に絵本の読み聞かせをして、絵本と絵本バッグ
をプレゼントしています。

５か月児セミナーの参加率は約 60 ～ 65％。そこ
で全ての乳児期の親子の様子を確認することを目的
に、平成 27 年度より児童福祉部門がブックスター
トの補完事業を開始しました。

まず、５か月児セミナーに来られなかった方へ、
図書館などへ絵本を取りに来てもらうようはがきで
お知らせします。２か月ほど期間をおいて図書館に
も絵本を取りに来られなかった方について、児童養
護施設が運営している子育て支援センターが家庭訪
問を実施します。その結果、何らかの再アプローチ
が必要と判断した家庭については、子ども・子育て
総合相談室に報告が入り、対応していくという流れ
です。

５か月児セミナー以外にも母子保健事業の様々な
事業に児童福祉部門がスタッフとして参加し、福祉
の視点を持った職員も保健事業の中で親子の様子を
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見るように設定しています。
越前市における母子保健と児童福祉の連携につい

てまとめますと、母子保健事業の中に全ての妊婦や
子どもに会える機会を早期から設定している。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、状況が管理しやすくなって
いる。

母子保健部門で気掛かりな家庭は、子ども・子育
て総合相談室へ連絡し、一緒に支援していくという
意識が根付いているという状況です。何より母子保
健部門と児童福祉部門、そして療育の専門部門が
ハード面でも隣同士に配置され、いつでもスタッフ
が顔を合わせて話ができる環境にあることが一番連
携しやすいと実感しています。

このような体制で実施していますが、現場ではま
だまだ課題があります。一つに、虐待予防の視点で
の関わりができるよう知識や判断力を身に付けるこ
と。つなぎをシステム化することです。どの時点で
福祉につなげるかという判断は、個人の力量に委ね
られている現状です。

そして、いつの間にか支援が途絶えたり、抜け落
ちたりするケースがないよう、ケース検討を重ねな
がら各部門の役割を明確にしていく必要もありま
す。そのためにはお互いの強みを理解し合うことも
大切だと思います。

最後に、妊娠期からの切れ目ない支援のためには、
産科・小児科医療との連携は必須と考えます。当市
では、医療とのシステム作りに向けて話合いを進め
ています。

越前市の子ども・子育て支援の考えは、子どもが
全ての中心です。市の事業においても子どもの視点
で連携し、展開しています。

最後に、この図は、越前市子ども条例の具現化に
向け、全ての子どもの自立に向けた取組についてプ
ロジェクトで考えるイメージ図です。子どもは成長す
る段階で様々な人と関わります。全ての子どもたち
を虐待や貧困などから守り、一人一人の健やかな成
長と自立に向けた協働による支援を今後も実施して
いきたいと考えています。以上で報告を終わります。

岸野氏　岩佐先生、どうもありがとうございました。
本当に越前市の母子保健の部門は、本当に漏れがな

いようにきめ細やかに、多層的に、非常に考え抜い
て作られているなという気がしました。ありがとう
ございます。

では、引き続いて、辻京子先生から、産科・小児
科、地元市町保健師との連携の実践について、小浜
病院混合病棟との取組からのご報告をお願いいたし
ます。

辻 京子氏　皆さん、こん
にちは。杉田玄白記念・
公立小浜病院の辻と申し
ます。

私は、助産師であり、
病棟師長という立場で仕
事をしております。私た
ちが子どもの虐待防止について、日頃臨床で取り組
んでいることを発表いたします。病院の概要は、資
料をご参照ください。

私が勤務している病棟は、病床数が 36 床で、産
婦人科・小児科・整形外科の混合病棟です。さくら
病棟となのはな病棟に分かれていますが、ワンフロ
アとしてのスタッフが配置されています。

さくら病棟は妊産婦と新生児の病棟で、なのは
な病棟は小児科と整形外科の病棟になっています。
パートナーシップ看護方式を取り入れて、安全で質
の高い看護を目指しています。

スタッフは、助産師が 13 名、看護師 18 名、看護
補助員２名、医師・事務・医療事務補助員１名で構
成されています。平均年齢が 39 歳、既婚率 71.9％、
育児期経験者は全体の 65％と、他の病棟と比較し
て出産経験があり、育児経験のあるスタッフが多く
配置されています。助産師の他部署への異動がない
こともあり、勤続年数も他と比べて長くなっていま
す。虐待の予防、早期発見には勤務が固定され、他
部署への異動がない助産師が中心となっています。

小児科と産婦人科の病棟ということから、地域と
の関わりがあり、特に助産師は病棟での業務の他に
地域での活動も行っています。まずは、病院内の活
動として妊娠中の教室があります。妊娠前期の妊婦
さんを対象としたマタニティ教室では、妊娠中の経
過、食生活の注意、マイナートラブルの対処方法を
伝え、妊娠中の生活が安全で楽しく過ごせるような
関わりをしています。
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また、妊娠後期の妊婦さんには両親学級を行い、
分娩の経過や呼吸法、ベビーが生まれてからの入院
中のスケジュールなどを話して、出産の不安が少し
でも軽減できるように関わっています。

分娩直後には、希望者には早期母子接触、カンガ
ルーケアを実施しています。また、出産後は早い時
期から乳房ケアを行うとともに、母児同室を通して
全般的な育児指導を行っています。

退院後は、母乳外来を通して母乳育児期支援と育
児期相談を行っています。

院外の活動として、地域の中でベビーマッサージ
や離乳食教室に関わっています。

小浜市からの委託事業としては、母乳育児期相談
と小浜市主催の妊婦教室の担当をしています。また、
小浜市内の学校から依頼を受けて小学生、中学生の
赤ちゃん抱っこ体験や高校生の性教育の講演も行っ
ています。

当病棟では、産婦人科は妊娠中、出産、産後の妊
産婦さんを対象にしています。また、小児科は新生
児から 15 歳までのお子さんとその家族を対象にし
ています。妊娠中から出産、育児の一連の助産ケア
と看護を実践していることで自然と虐待に関するス
タッフの感度が高くなっているように感じます。

例えば小児科であれば、親御さんの言動、子ども
の表情や行動、身だしなみ、入院中の病室の使い方、
そして経済的な状況などから、虐待のリスクを早期
にキャッチしています。これは、入院中の生活 24
時間に関わることのできる病棟看護師の強みかもし
れません。

気になるケースについては、居住されている保健
センターに連絡し、退院時には入院中の看護サマ
リーを送付しています。

一方、虐待のハイリスクケースに関しては、保健
センターより事前に連絡があり、妊娠中であれば出
産までに合同カンファレンスを行っています。

ここで私が最近経験しました事例を２例紹介いた
します。

１つ目の事例です。31 歳の初産婦で、鬱病を合
併されていました。精神科のフォローがあり、妊娠
中は内服なしでコントロールできていました。涙も
ろくなったり、いらいらしたりと、精神的に不安定
になることもありましたが、赤ちゃんが動いてうれ
しいとの発言もあり、次第に愛着形成されていきま

した。
妊娠 38 週で母子共に問題なく、正常分娩されま

した。母乳分泌が少なくて、ミルクの補充が必要で
した。母乳が出ないことに対しては悲観的になるこ
ともなく、ミルクは児にとって必要だと理解できて
いました。他のことではこだわりが強く、おむつ交
換を始め、育児行動がスムーズにできませんでした。
泣いている児の対応が分からないと言ったり、一方
で児が泣いていても気付かずに眠っていることもあ
りました。母児同室を勧めても避けようとする発言
が度々ありました。これらのことから、退院してか
らの育児に危険があると感じ、保健センターへ連絡
をいたしました。

退院後の５日目の小児科の再診日では、児の体重
増加が認められませんでした。母乳だけ飲ませて、
必要なミルクの追加をしていなかったということが
分かりました。再度保健センターに連絡をして、早
急に訪問していただくよう依頼しました。その後、
保健センターより訪問に行っていただき、実母の協
力のもとで育児が行われていること、また必要量の
ミルクも飲ませて体重増加が確認されたと連絡を受
けました。病院では小児科外来と母乳外来で継続的
に関わり、地域でも健診でフォローをしていくとの
ことでした。

２つ目の事例です。１歳８か月の女児、喘息、気
管支炎で入院されていました。母は第２子妊娠中で
した。母から児への声掛けやスキンシップが少ない
のが気になりました。また、母の表情は暗く、スタッ
フとの会話も成立しない状況でした。治療に対して
協力が得られなかったり、ベッド柵をせずに児から
離れてしまう場面がありました。

一方、児も処置をしても泣いたり嫌がったりしな
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いことや、発語もあまりありませんでした。母が離れ
ても後追いしたり泣いたりもせずに、静かに指吸い
をしていました。このような状況が気に掛かり、保
健センターへ連絡をいたしました。実は、保健セン
ターでも気に掛けておられるケースとのことで、今
後、健診時に注意して見ていくことや、育児サーク
ルへの誘いなどを行うという返事をいただきました。

私たちが入院中の患者さんとご家族に関わる中
で、ハイリスクではないけれども、不自然さや違和
感を感じることが度々あります。このように入院中
の生活の中で不自然さ、違和感を感じた場合は、保
健センターへの連絡が必要です。そして、病院内で
は外来、病棟、地域連携室、医療サービス課などが
連携して事例に関わっていく必要があります。

病院内の取組としては、虐待防止委員会があり、
委員会を中心としてマニュアルの作成、研修会を
行っています。この研修は、医師、看護師、コメディ
カル、事務職、看護補助員に至るまで全職員を対象
としています。今月 10 日には児童相談所から講師
を招いて講演会が行われました。マニュアルは、当
病棟では読み合わせをして、全スタッフへの周知を
図っています。

病室に出入りをしている看護補助員や清掃作業員
から虐待に関する情報が入ることもあり、全職員が
虐待防止の意識を持つことが大切だと思います。

まとめになりますが、杉田玄白記念・公立小浜病
院では、病院を挙げて虐待防止に取り組んでいます。
産科・小児科・整形外科の混合病棟の特殊性を活か
した虐待防止を行っています。

入院患者のカンファレンスを通して情報の共有を
図っています。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ます。地域からの連
絡がタイムリーに入ることで、早期に対応ができま
す。病院から地域への報告・連絡・相談がスムーズ
にできています。病棟助産師の活動が施設から地域
へと広がりがあり、地域との連携が取れています。

最後に、今回、この場での発表の機会をいただき、
日頃意識せずに実践していることが虐待防止につな
がっていると感じました。また、医療現場の責務と
して虐待リスクがあると判断したら、速やかに連絡
しなければならないことを再認識いたしました。

今後も地域との連携を取りながら、医療現場の立
場で虐待防止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。

岸野氏　辻先生、どうもありがとうございました。
実際の事例を交えていただいて、ケースをどう他機
関につないでいくかということを分かりやすく説明
していただきました。ありがとうございます。

それでは、中西先生から、児童虐待予防を視野に
入れた保健師の専門性を高めるための方策について
の取組のご報告をいただきます。よろしくお願いい
たします。

中西 眞弓氏　よろしくお
願いいたします。

私は、大阪の NPO 法
人児童虐待防止協会で子
どもの虐待電話相談員を
しています。虐待の当事
者の方あるいは被虐待歴
のある方などからお電話を伺っています。

もう一方で、５年前から思いがけない妊娠の相談
の窓口にんしん SOS で電話とメールの相談を受け
ています。

私は大阪府で行政の保健師をしておりました。そ
の一時期周産期医療センターと第３次小児医療に担
う総合医療センターで勤務していました。そこには
開設当初から地域保健福祉と医療が連携する窓口が
ありました。その窓口で９年間保健師として連携の
窓口の仕事をしていたという経験があります。その
間色々な事情をもつ虐待の事例とか、虐待予防のこ
とを勉強させてもらいました。それを退職後も活か
していきたいということで今、動いております。

今日の内容ですが、虐待予防の第一線で働いてい
る保健師の人たちを応援していきたいというところ
で、チームを組んで研修体制等に取り組んでいる報
告をさせていただきます。

先程説明がありましたけれども、児童福祉法と母
子保健法は改正されたというところですが、母子に
関するところでは母子健康包括支援センターを作っ
ていくこととか、それから今までの母子保健事業の
中でより一層、発生予防といいますか、気になる親
子については早くから支援をして、何か兆しがあれ
ば、より丁寧に関わっていきましょうというところ
が明記されたように受け止めました。
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妊娠期からの切れ目ないというのが明記もされて
いるところですが、にんしん SOS では母子健康手
帳をまだもらいに行かずにいる方とか、妊娠後期に
入られても妊婦健診を未受診の方からの電話があり
ます。既存の保健事業から漏れるというか、あえて
外すといった、色んな社会的リスクを持った方々か
らの電話相談、メール相談に関わっております。

私が今日の母子保健と児童福祉の連携という分科
会のテーマに関連する、連携の窓口の仕事をしてお
りまして、専門職どうしの連携というのは、各々の
専門性を事例のアセスメントとか、支援というとこ
ろに活かし合うこと、そこで効果が表れるというふ
うに考えています。

私は退職後に、今、第一線で働いている人たちの
専門性をより高めるというところで一緒に考え、勉
強しましょうということをやっています。それは福
祉との連携にもつながりますし、大きくは虐待予防
に期するということを信じていますので、そこを今
日は「母子保健からの虐待予防―保健師の専門性を
高める活動」の紹介をしたいと思います。

母子保健と児童福祉との連携で、それぞれの専門
性を活かし合うというところですが、妊娠期の対象
は医療的な課題のみだけでなく、やはり社会的な支
援が必要です。未受診だったり、飛び込み出産だっ
たりするところの方々は、医療的な問題もあります
けれども、出産のとき、あるいは出産後の育児、養
育先の支援というところを見通しながらの妊娠期か
ら母子保健と福祉の協力、協議というのが大事だと
いうところです。

そして、お互いにその連携におきまして、それぞ
れの特性、その機能あるいは限界も知り合って、理
解し合うということと、保健と福祉は重なり合う役
割、機能というのがあると思います。お互いに視点
が違うことを認識しつつ、アセスメントする。アセ
スメントのところでずれが生じないようにしながら
次の支援につなげていきます。支援の役割分担はあ
るでしょうけれども、支援方針、支援計画というと
ころでずれがないようにしたいと思います。

それも、現状がこうだからということで引いてし
まうのではなくて、やはり目標とするところに支援
の目標を置きながら、それぞれが協力し合いながら、
専門性を発揮したいというところに連携の意義があ
ると考えております。私自身保健師ですので、その

職種の専門性、そして保健機関の中での専門性、そ
こでの議論だとかアドバイスをできる職場体制を
作っていくことが必要ではないかと思っております。

我々のチームというのは、小児科医師１名と看護
系の大学の教員が２名と、それから行政の保健師を
退職した者というもので、９名でチームを組んで次
の３事業をしております。

大阪府は、ご存じのように、このような形で大阪
市と堺市という政令市と、それから４か所の中核市
と 37 の市町村。そして、大阪府としては 12 か所の
保健所があります。

３つの事業のうちの１つですけれども、支援困難
事例検討会という名称が付けられていますが、もと
もとは死亡事例の振り返りをするということから始
まりました。私たち医療とか保健の人間は亡くなっ
た方から学ぶということがとても大事にされている
ところですけれども、実際はなかなか、死亡事例に
ついては触れられなかったり、あるいは振り返る時
間がないというところであることが多いです。

国の虐待死亡等の検証報告では、大体３歳未満が
７割とか、そのうち０歳児が６割、というような状
況ですので、やはり保健機関が関わる対象が亡く
なっているということは、関わっていた保健師がい
るということです。事例検討会では、その人を責め
ると言うことではなく、仕事を辞めていかれたり、
心を病んだりという保健師もいた中で、私たちがか
ばうということではなくて、実際の事例を振り返る
こと。そして、そこにどういう支援が必要であった
かというところを考えていくという意味でやってい
きたいということで事例検討会を始めました。

初めの１年はボランタリーにやっていたのですけ
れども、その次の年は行政が予算化してくれまし
た。この当時はもう少し保健所の数は多かったです
けど、現在、12 の保健所がその管内の市町村を一
括して、そこを窓口に、手を挙げてくれたところに
私たちのチームが出かけて、そこで１事例３時間の
検討会をしています。もちろん、事前にもっともっ
と時間をかけてその事例を検討して、そのまとまっ
たものを持ってその場合で現場の保健師と検討する
ということをしています。

次のスライドは事例のテーマですので、お手元の
資料には入れていません。といいますのは、かなり
プライバシーに触れるぐらい詳しくテーマを付けて
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いるものですから紹介します。
やはり皆さんの保健機関、それから病院でもそう

だろうと思います。もちろん福祉の方たちが関わっ
ておられる方、特に乳幼児は虐待によって死ぬこと
があるということを、私たちは意識しておかなけれ
ばならない。どうしても医療の場では死というのは
身近なところですけど、保健現場では親御さんの対
応に追われて、子どもを見ることが少し疎かになっ
ていたりというような現実が、事例検討会に行って
いてもあります。ですから、そこをきちっと見てい
くということも並行すること、それは母子保健の専
門性というところで勉強し合っているところです。

親御さんに性的な虐待サバイバーであったり、色
んな精神的な病気の歴があったり、あるいは産後に
そういう症状が出て、子どもにとって不適切な育児
がと、それは日常、皆様が経験されているところだ
と思いますけど、そういう事例が検討に挙がってき
ます。

それらの難しい事例を検討していくに当たって、
私たちは３つのツールを使っています。ジェノグラ
ムはもちろん皆さん書かれると思いますけれども、
３世代前までというのを基本にしています。といい
ますのは、いわゆる虐待の連鎖だとか、親子関係だ
とか、あるいは現在の支援関係だとかというところ
を見ていく上でもジェノグラムを書き出すと色々見
えてくることがあります。もちろん、流産とか人工
中絶とか、そういうのも書き足していくということで、
事例像が明確になってくるということがあります。

もう一つは、スライドが見にくくてごめんなさい。
危機経路図というのは今まで書かれたり見られたこ
とある人はございますか。あまり一般的にはまだま
だ広まっていないと思います。もちろんご存じの方
はおられると思うのですけれども、1981 年くらい
に作田先生が『母性愛の危機』という本を訳された
中に入っていて、私たちは事例提供者が生育歴だと
か支援の経過などというものを出されたものをもう
一度この経過に則って書き上げることによって見え
てくるものがあるということです。

それぞれ父と母の生育歴から始まって、そして二
人が出会って、子どもが生まれて、そしてこの子が
最後入院して、硬膜下血腫、骨折という虐待が起き
ているのですけど、この縦軸の経過と横軸で、この
時に何があったか。この時にどうだったか。この子

の妊娠前はどうだったのかということを経過を追っ
て見ていくことで、どこで支援を入れていったら予防
ができたのか。私たちは予防可能な死亡を予防する、
プリベントデス（prevent death）というのですかね。
予防可能ではないかという視点から見ていくというこ
とで、皆さんから出た事例の中身を私たちのチーム
でこういう形に落とし込んで評価しています。

それから、子ども側、虐待というのは子どもにとっ
ての健康阻害ということですので、私たちができる
客観的指標が出るのはやはり身長、体重などの計測
値だというところで、必ず計測をして、そして発育
曲線にプロットをして、曲線で結んで、そしてその
標準的な曲線の勾配と比較していきます。

乳幼児において、体重が横ばいになったり、ある
いは下降するということは何らかの、もしかしたら
致死的な病気があるかもしれませんし、やはり環境
要因がかなり大きくなってきたとか、あるいは愛着
の問題とか、色んなことがこの体重曲線の客観的指
標からも推測することができます。

この３つを指標にしているというのが私たちの事
例検討の特徴というふうにも思います。

次に、２つ目の事業というのが、大阪府内の保健
師、先程出しました政令市の大阪市以外の地域の保
健師を対象にした子ども虐待予防の研修を、私ども
の NPO 法人児童虐待防止協会に大阪府が委託をし
て、そこのスタッフと、それから私たちチームが一
緒になって企画立案、実施評価をしています。始め
て、５年になるというところです。

私たちは基本的なプログラムを見ていただきます
と、年度によって予算が違いますので新任期と中堅
期に分けたりというようなことができたり、日数と
かは違ってきていますけれども、内容的には同じ内
容のことはあまり入れていないのです。理由はス
テップアップということ。受講者の対象は大阪府も、
それから市町村も転々と担当が替わってきたりして
いますので、２回同じ講義を聞くという人はないで
すけれども、プログラムの内容、講師を変えながら
しております。基本的には基礎的な知識に加えて、
先程のジェノグラムや危機経路図を作ってみて、そ
こから何が見えるかということをグループワークで
したり、各論についてそれぞれの専門家からの講義
を受けていくというようなことで、このスライドに
示しましたようなプログラムを組んでおります。
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３つ目ですけれども、子ども虐待保健研究会と名
付けています。これは時間外に隔月年６回、約２時
間半程事例検討をしたり、講演を聞いたりしながら、
皆で学び合う。ここには私たちだけでなく、弁護士
達が、それこそ手弁当で参加してくださり、私たち
が日常の活動の中で分かりにくくて迷っていたりす
るようなところを法的に解釈してもらって、勉強し
合っています。

まとめです。これらの研修を進めている目的は、
１つはやはり死を、それは子どもだけでなく、母、
心中を予防するということがあります。母の心中と
いうことも視野に入れながら予防できるというとこ
ろを考え、私たちは保健部門、母子保健ということ
を推進しつつ、専門性を高めて、そして福祉といか
に専門性を発揮し合いながら連携支援をして、対象
事例を救っていくかということです。私たちはその
ための取組を今後もしていきたいと思いますので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。ご清
聴ありがとうございました。

岸野氏　中西先生、ありがとうございました。非常
に貴重なお話をしていただいたなと思って聞かせて
いただきました。といいますのも、今日は支援機関、
援助機関の皆さんがたくさんおられると思うのです
けれども、この死亡事件とか重大事件というのはあ
ってはならないのですけれども、万が一、皆様のと
ころで例えば死亡事件とか重大事件があった時とい
うのは、子どもの命が危ぶまれる、奪われるという
ことも大きな問題ですが、実は我々支援者にとって
もやはり支援機関としての支援が萎縮してしまうと
か、自信をなくすとか。今まできちんと日常の支援
をしていたにも関わらず、不幸にして死亡事例が出
たということは、やはりすごく支援者側にとっても
ダメージになりますし、自信喪失につながります。
そうすると、その機関全体の士気が下がってしまう。
そうなると、スタッフのモチベーションをどう保つ
かということが、私は現在、管理職ですけれども、
その辺がやはり、一旦、がたっと自信をなくしたも
のをまた上げていくというのは相当の困難さが伴い
ますし、大変な作業でありますので、できれば未然
に先生がおっしゃるように、重大事件とか死亡事例
というのは防ぎたい。そういった意味でも、重大な
ことだと思いますので、非常に取組を参考にさせて

いただこうと思いました。ありがとうございます。
それでは、最後のパネリストの四方啓裕先生から、

気掛かりな妊婦・親子を関係機関から関係機関につ
なぐ取組についてのご報告をいただくのと、これま
での３名のパネリストの先生方のお話も踏まえて、
少しお話をしていただこうと思っております。四方
先生、よろしくお願いいたします。

四方 啓裕氏　福井健康福
祉センターの四方と申し
ます。よろしくお願いい
たします。

私どもは、保健所、健
康福祉センターがハブ役
を務めまして、気掛かり
な妊婦、親子さん、管内の医療機関と管内の市町と
の間にかすがいのような役割を果たしながら連携を
深める試みを開始しております。

事の起こりは、２年余り前ですけれども、気掛かり
な妊婦・親子、乳児期までの支援についての聞き取
り調査を所属の保健師たちが聞き取りに回りました。

福井市とは県庁所在地でございますので、総合周
産期母子医療センターが２つ管内にあります。福井
大学病院と県立病院です。その他に、あと３つ地域
周産期母子医療センターもございます。最も分娩数
の多い愛育病院さん、それから済生会、日赤という
ふうに、医療資源としては非常にここに固まってお
りまして、管内の患者様だけではなくて、県内一円
から、もしかすると隣県とか、里帰り分娩でも非常
にここに集中しているという特徴がございます。も
ちろん、分娩サービスを行っておられる産科クリ
ニックも４か所もございます。

それに引き替えて、市町は福井市、永平寺町の２
つだけでございます。ただし、非常に大きな規模の
市でですから、虐待を担当される課と母子保健の拠
点である保健センターと障害担当課というのが分立
して別々のオフィスに構えていらっしゃるというこ
とがございます。

点線で上の方が頼りなくつながっております。ほ
んの２、３年前までは未熟児の連絡票は最寄りの保
健所に届けていただくことになっておりましたの
で、我々のところで良く状況が掴めていたと思って
おります。それが直接在住地の市町に提出される流
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れに変わりましたので、私どもは、いわばパッシン
グされるような形となって、管内でどのように未熟
児が生まれていて、どんなふうに退院していってい
るのか、どんなふうにフォローされているのか、も
う皆目見えなくなっておりました。

そういう背景のもとに、我々があまり関与できな
くなった後、どのような状況になっているのかを掴
むために聞き取り調査をした訳です。

そうしますと、やはり両者の側からそれぞれの言
い分がございました。医療機関からは、行政の養育
支援に関する情報が良く分からない。届け先が変
わったので良く分からない。情報提供後のフィード
バックがない。決してない訳ではないのですけれど
も、少し足りないと。連携のために話し合う場がな
いというご指摘がありました。

市町からは、タイムリーな情報提供がやはり医療
機関側から来ていませんと。医療機関内での支援体
制も良く分からないというので、両者、お互いが良
く分からないと言ってらっしゃる現状が分かってき
た訳でございます。

当時はまだ助産師とのつながりはこの段階ではご
ざいませんでした。

まとめますと、支援方法について話し合う場所は
ありませんでした。きっとそれは私たちの怠慢だっ
たと思います。関係機関によりまして気掛かりな妊
婦や親子に対する関心の深さ、気付き力には非常に
差があったと思います。

母子医療センターの側では、ハイリスク妊婦を扱
いますので、妊婦側の問題については上手く無事に
お産に持っていけるかどうかで非常に敏感になって
いらっしゃいます。そして、生まれてきた子どもが
障害児であればその子の生育についても非常に関心
が深いと分かりました。

産科クリニックは、手に負えなさそうな危険な分
娩になれば、母体ごと母子医療センターに紹介され
ますので、自分のところにはそれほど気掛かりな親
子はおりませんというふうに正直におっしゃってい
ました。

それから、市町の福祉、母子保健の担当者は、母
の精神疾患ですとか、未婚、若年、高齢初産などに
ついては非常に敏感です、とお答えいただいた訳で、
やはり関心のある対象が少しずつ違っていました。

ということで、昨年度からこれに対して幾つかの

手立てを講じた訳です。まずは連絡会、連絡する場
所がないとおっしゃっておりますので、これを開始
いたしました。そして、つなぎのためには連絡票を
作成・導入いたしました。気掛かりと感じた要因と
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私どもがモニターでき
るような仕組みを考えた訳でございます。それから、
気掛かりな妊婦・親子を関係機関の間で紹介し合う
仕組み、これは今、試行錯誤を続けながら改良を図っ
ているところであります。

連絡会、今年は２回までを行っておりまして、今
年度中に３回目を行う予定です。参加していらっ
しゃるのは、医療機関、市町、我々、これからは助
産師会の代表の方に入っていただいたりします。

最初は、聞き取り調査結果を皆さんがお集まりに
なったところでご披露する。お互いがどう思ってい
らっしゃるのか、そこで初めて分かるということか
らスタートして、気掛かりさについてターゲットが
少し違っています、と正直に申し上げました。

ケース管理ナンバーを工夫いたしまして、この時
代、まだ法改正の前でございましたので、個人情報
をやり取りすることについてとても神経質でいらっ
しゃいました。匿名化しましょうということで、ケー
ス管理ナンバーというのを考え出して、それの扱い
方法について最初にしっかり了解を取ったと。あと
は担当窓口の明確化及び公開。ケースの把握・連携
状況（これは後ほど数字でお示しします）。年度が
改まりましてからは、人事異動でやはりお集まりの
皆様の顔ぶれが変わりますので、気掛かりな妊婦・
親子のためにタイアップして支援していきましょう
という意思確認がどうしても毎年必要です。

それから、連絡票。ここでの試行と反省をもとに、
年度が改まったときに作り直しました。

お目にかけますのは、その連絡票です。お手元で
もかなり細かい字になっておりますが、結局、様々
なアクターの皆さんがどのような状態の母子を気に
なさっているかを列挙したものです。

匿名化したケース管理ナンバーで管理している１
枚紙でございます。詳しい情報は、未熟児連絡票で
すとか、各病院さんの診療情報提供書とか、市町で
あれば、何かレターを書かれたりとか、本物の情報
提供書はこの次に付くはずであります。部外に届い
てはいけませんので、郵送で親書としてお届けいた
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だくことを想定しています。
「この１枚紙は完全匿名で、我々のところにはファ

クスで結構です。後ろの本物は付けないでください。
これだけ我々のところにファクスしてください」、
という仕組みでございます。

ケース管理ナンバーは、何とかの 28 の何とかっ
てなっていまして、それはこの親子は気掛かりだな
と気付かれた施設様の略語です。その 28 年度の１
例目だったら１です。２例目だったら２です。非常
にシンプルなつけ方で。

さらにもう１桁加えるとすると、双胎児とか品胎
児でベビーを特定するために、その１、その２、そ
の３というふうに枝番が付きます。その程度のシン
プルなケース管理ナンバーを最初に付けて紹介をか
ける。最初に番号を付けられますと、受けた側は自
分のところの施設の略号とは違っているのですけ
ど、付けられた番号を尊重していただきます。自分
のところで番号を付け直さない。最初に付けられた
番号でずっと通して通信をしていきます。さらに紹
介するとしても、自分のところの番号ではなくて、
最初にいただいた番号で紹介していくということ
で、ずっと追跡調査が可能になる仕組みです。

次に行かせていただきます。
これは返信用でありまして、先程のファックス用

紙とよく似ておりますが、使うのはしばらく日が
経ってからです。２枚ペアではありません。一旦、
先程のもので紹介が来て、受信します。しばらく様
子をフォローして、あるいは支援をして、頃合いを
見て紹介元にお返事を出していただくということで
す。その時に必ず先方がつけた管理ナンバーを踏襲
するところがコツになっております。もっと詳しい
お返事は名前も実名をお使いになっているかもしれ
ませんし、詳しいレターが返されているのかもしれ

ませんけれども、我々のところに送っていただくの
は、このように分類された、定型化された質問に対
してチェックを幾つか入れるだけで、簡単で結構で
すということです。

特記事項、長々とお書きになっても結構だし、特
に書くことがなければ、空白のままでよろしいので、
これを書いていただくのに要する時間としては２～
３分かなというふうに思います。

このようにして、ファックスと紹介状が管内で非
常に活発に行き来するようになったことを表わす統
計がこれです。平成 27 年度、8.5 か月間、お試し期
間でやったときのデータがこのようになっておりま
して、ファクス票に切り替えて簡便にした、平成
28 年度上半期の 3.4 か月分だけまとめました。

これまだ続行中でございますので、数字はまだ変
動する可能性がありますが、昨年度と比べれば２倍
近くに気付き力がアップし、つなぐ頻度が上がって
いることがご覧いただけるかと思います。

この仕組みを作る前までは、紹介をする側、受け
る側はこの二者間でありましたので、私どもは全く
統計をまとめることは不可能でした。どこからどこ
に何件紹介があり、その紹介状には返書がちゃんと
返されたのかどうか皆目分からなかったのですが、
お返しのときの紙を１枚こちらにいただけるように
なりましたので、まだあれは返書が返ってないはず
だと、こちらから透けて見えるようになり、このよ
うな統計もとることができるようになったというこ
とでございます。

今、試みていることを模式図にさせていただきま
すと、このようなことかなと思います。この親子、
気になる、と気付いてくださるのはどちらが先でも
結構です。市町が先かもしれないし、クリニックの
側からもしれないし、それはどちらでも全く構わな
い。先に見た人が気付いていただきたい。

気付いたならば、それを情報提供します。それに
対して、結果を報告するということです。すぐかも
しれないし、１か月後かもしれない。３か月経って
もお返事がなければ、我々の方針としてはここら辺
りで一度、中間報告をお返ししていただけないで
しょうか、とお願いするというやり方で、（縁の下
の力持ちですかね、）あまり表には見えないところ
で連絡票、ファックスを私どもが両者からいただき
分析と統計を取って、そろそろお返事を、とかいう
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ことをやっている訳です。
もとより、産科クリニックは、自分のところで安全

な分娩に導けそうになければ、母子医療センターに
母体ごと紹介するということは確立されております。

児童相談所も連絡会には出席いただいておりまし
て、このようになっていることは最初の試みの段階
から全て掌握していただいています。

また、県庁の取組として、子ども家庭課が子ども
に関する保健と福祉の統括的な部署、窓口となって
いまして、常に出席いただいています。

そのようなことで、これまで１年余りやってまい
りました。気掛かりと感じる要因について、最近で
は産科クリニックも、「興味が湧いてきました」、「ど
ういうところを見たら良いか、少し調子が掴めてき
たので頑張ります」というような、非常に前向きな
お話を伺えるようになっております。

母側の問題、障害児の問題も更にもう細かくクラ
イテリアが分かれてきて、気付き力としてもアップ
してきたのかなと思っています。

参加者様からの御感想は、初めはとにかく情報を
外に漏らすことは固く禁じられております、から始
まって、非常に警戒的で、滑り出しは難しかったの
ですけれども、意義を分かっていただけて、最近は
とても協力的でございます。

１番の課題は、話合いの場がなかった事。そこで
話合いを持ちました。場所と機会を提供させていた
だいたのは我々健康福祉センターですが、主なアク
ターである皆様方が非常にご活発な話し合いをして
くださっています。関心の深さ、気付き力、発信数
からすると２倍ぐらいに増えたと思います。

こちらからは数字だけが見えておりますので大層
喜んでいる訳でございますが、代表者の方々が連絡
会にお集まりになりますと、いや、まだうちでもス
タッフによっては気付き力が不足していると思われ
るスタッフもおりますよ、というようなことも伺っ
ております。これからの課題かと思います。

そして、冒頭申し上げたように、福井健康福祉セ
ンター管内の産科医療機関は、全県からハイリスク
妊婦を受け入れています。そこで気付いたケースを
お返しするのは管内の市町だけではないということ
です。全県の市町にお返ししたい、同じやり方でお
返ししたい、と連絡会で既に表明されておりますの
で、近い将来には全県をカバーする共通の仕組みに

育っていけば嬉しいなと思っている次第です。
スライドは終わりましたが、若干お時間が残って

おりますので申し上げます。
大きな市の場合は分娩件数も多くて、流入人口も

あり、里帰り分娩もその分多くなって、スタッフの
皆さんお忙しくて過重負担だと思います。一方、比
較的人口の小さな郡部の自治体の皆様の場合は、分
娩数は少ないです。里帰り分娩を加えてもそれほど
多くはないかもしれません。大多数のケースは地元
の産科医療機関で分娩なさるので、広域的に調整を
かける苦労は少ないのかもしれないですが、いかん
せん、保健師の数がとても少ないところに国からは
100 を超える事業が下されておりまして、保健師さ
んが兼務、兼務、兼務で１人につき 20 程の事業を
回しながら気になる母子をフォローしていくので、
いずれにしましても現場は非常に大変だなというこ
とです。

我々は縁の下の力持ち。できる事には限りがある
のですけれども、精一杯やらせていただきたいと思
います。

先程からの他のパネリストの皆様からお話を伺っ
ておりますが、越前市の場合は、ワンストップサー
ビスにいち早く乗り出していただいて、市の中で恐
らく産科医療機関との連携を既に開始されていると
思います。頼もしい限りだと思います。ただ、やは
り難渋されるケースの場合、福井管内の大きな病院
に２～３割ぐらいは流れてこられているので、市の
中だけで首尾一貫はしないのかなと思っております。

また、小浜病院は非常に意欲的な取組してくだ
さっていて、病棟は産婦人科と小児科と整形外科
とおっしゃいましたが、小浜病院の強みは精神科
を 100 床程持っていて、常勤の精神科医が３人程い
らっしゃるので、精神科合併妊娠についてお強いと
いうところ、一つの病院で首尾一貫やれるところか
なと思っています。また、近隣の市町とも連携がも
とより深い。市町村立、組合立なので、非常に距離
感が近くて、ますますお励みいただけたらありがた
いと思います。

中西先生からも貴重なお話を伺いまして、私ども
のところでもただ連携の手段を洗練させるだけでな
くて、気付き力アップです。それから、つないだ後
の支援力アップのためにはスタッフたちがもっと勉
強したいというふうな声も承っております。さすが
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大阪府、そのような事業を先行して運営されており
まして、うらやましい限りでございます。気付かな
ければつなげない。つないでもその先できちんと支
援しなければつないだ値打ちがないというようなス
トーリーかと思います。質的なものを今後極めてい
きたいなと思っております。

ご清聴ありがとうございました。

岸野氏　四方先生、どうもありがとうございました。
お聞かせいただいて少し思ったのですけれども、先
生の取組というのは、少し大ざっぱな言い方します
と連携の音頭取り、関係機関同士の連携の音頭取り
をまずしていただいて、そして連携がずっと続くよ
うに下支えというか、かすがいっておっしゃってい
ましたけれども、そういう仕組みを福井健康福祉セ
ンターで作られたのかなと思って聞かせていただき
ました。

ここから各パネリストの先生方の間で先程言い足
りなかったということで追加でおっしゃりたいこと
とか、パネリストの皆さん同士での質問とか意見交
換ということを少し時間取りたいと思います。私か
ら少し取っ掛かりということで四方先生にお聞きし
たいのですけれども。

今程、連携のために連絡票を使うと。もちろん、
細かい事例そのもののケースの中身については、ま
た更に書類をつけるということですが、連絡票以外
に、例えばそういうやり取りをしている間に非常に
緊急で、少し気掛かりだということで電話をさっと
つなぐ機関の方にぱっと連絡ができるとか、もちろ
ん、連絡票も使うのだけれども、更に緊急であった
り、あえて電話ですることをされておられるのかと
いうのをお聞かせいただきたいと思います。

四方氏　ありがとうございます。もちろんでござい
まして、連絡票を起案する前に既に電話で連絡が活
発に行われるようになっております。

それといいますのも、連絡会で皆さんが関係者同
士顔を合わせておられて、どの町の担当者様は何と
いう名前の方で、ああいう風情の方だったなとか、
お互い良く分かっていらっしゃるものですから、声
も聞き覚えがあったりして、活発に電話されている
と思います。

逆に、電話をしたから紙は出さなくても良いです

かと言われて、それをされると私ども何の手掛かり
もないという時代に逆戻りしますので、できたら後
日でも良いので送ってください、とそのような形で
運営しております。

岸野氏　ありがとうございます。ですから、書面だ
けのやり取りでなくて、やはり顔の見える関係をす
ごく大事にされていて、そのために皆さんで集まり
ましょうと、年何回かされているということでよろ
しいでしょうか。

では、他の先生方からご意見色々頂戴したいと思
います。どなたからでも結構ですので。

辻氏　今の連絡票のことで１点、小浜病院の現状を
お話しするならば、四方先生のお話をお伺いして、
作らないといけないかなというような気持ちにもな
ったのですけれども。

実は連絡票がなくて、電話１本で今連絡を取って
いるような状況です。ただ、連絡票がないことの強
みといいますか、電話１本で受けていただいて、す
ぐ動いていただくというようなところが現状です。

人口とか出生数とかというのも少ないので、今そ
れで何とかやれている状況ですけど、今後はその連
絡票というのも課題にしていきたいというふうに考
えています。

岸野氏　ありがとうございます。今の小浜病院の辻
先生のお話にありましたように、関係機関が物理的
に離れているという場合にそういうやりとり、電話
なり連絡票となりますけれども、その辺の部分をさ
っともう取り払ったと言うと変ですけれども、全部
同じところでやりましょう、情報を全部持ちましょ
うという感じで越前市のところ、いわゆるワンスト
ップで子育て支援もやるし、相談にも乗るし、それ
から勧誘的なところ、要保護の調整機関の役割も担
っているとか、そういうのがあると思うのですけれ
ども、その辺のことについて何か追加でお話とかあ
りますでしょうか。情報の共有とかやり取りとか、
そういったことにつきまして。

岩佐氏　そうですね。児童福祉部門の相談室に、産
科に限らず病院から少し虐待の疑いがあるかもとい
うふうに入ってくる件数は、直接入ってくるものは



52

第１分科会

年間それほど多くないですが、やはり医療機関とは
健康増進課の方が地域医療ということでつながりが
強いので、健康増進課にいろんな医療機関から情報
が入ってきて、これはすぐに福祉につながないとい
う場合にすぐに連携し合える関係はでき上がってき
ているかなと思っていますので、当市としましては、
どこに情報が入っても子どもに関することでしたら
必ず相談室に情報が流れてくるというシステムだけ
はでき上がったかなと感じています。

岸野氏　それは何というか、バインダーみたいなと
いうか、決裁板みたいなものでざーっと回ってくる
とかという感じではなくて、やはりピンポイントで
これは大事ですよという感じで引き継がれるという
ふうに思えば良いでしょうか。

中西氏　そうですね。今は法的に情報のやり取りを
認められたというところはありますけれども、私ど
も 30 年前にやっている時にはまだまだその辺のと
ころは難しいところもありました。

それでも、先程の声で分かるという関係の中では、
やり取りの中で返ってくる言葉で、あ、この人はこ
こまでやってくれる保健師の人だと思うと、本当は
それ以上のこと言うとまずいかなと思うけれども、
その人物像とかケース像がより分かるためにと思う
と、そこまで言って、そしてお互い同じようなイメー
ジで地域でサポートしてもらえるというようなこと
がありますので、それは本当に受ける側もどう聞く
か、どう受けとめるかということで情報が増えると
いうことはありかなと。

特に病院さんから電話でのやり取りだったら、そ
ういう感覚ってあるのではないかなと思います。た
だ、形式的にだけ送るというのでなくて、やはり受
け側の保健師の受け方。例えば先程の事例のように
健診で来られた時にはまだ訪問に行けてなかった訳
です。だけども、やはりそのやり取りの中で、あっ
と思ってしまいます。やはりそれまでに言ってほし
かったのにと病院側では思われたと思います。

その辺の緊急度の温度差みたいなのが出てきます
から、その緊急度をどう伝えるかというときに、相
手の聞き方によって、ここまでのことがあるから是
非よろしく、明日にでもお願いというような形が昔
からもあったかなというようなことで、電話でまず
知る。それとペーパーはどうしても院内で医師とか
看護とか色々なところが書きますから、その病院の
時も後になったのですけれども、電話でのやり取り
というところをセキュリティを守りながら、ケース
のためにというところでやり取りした覚えがありま
す。やはりそれは大事なことだと思います。

岸野氏　そうですね。要するに情報の共有の部分で
も顔の見える関係にあることで一歩踏み込んだ情報
の共有ができる。だからやり取りを任せられるとい
うとこです。

もう一つは、この支援を見ますと、いわゆる伸び
しろの支援というか、先生おっしゃられたように、
自分たちの専門性というか、自分たちの機関ではこ
ういうことは出来ます。では、更に何かというか、
自分たちの専門性の中でさらにもう一歩踏み込ん

岩佐氏　気掛かりなご家庭の情報が入ってきます
と、それが要保護家庭ということになりましたら、
要保護児童対策地域協議会のケースとしてナンバリ
ングされまして、進行管理台帳を作ります。その管
理は先程ご紹介した毎月のケース進行の進捗状況を
確認する会議で各関係機関とお話をするのですけれ
ども。その中で管理は一元化されていますが、細か
い支援が母子保健の担当が中心となっている場合は
母子保健の乳幼児の管理台帳にも細かく関わりをし
た記録を残すようにしています。

岸野氏　ありがとうございます。中西先生、どうで
すか。長年のご経験から、情報のやり取りとか、そ
の辺で気を付けておられることとか、注意点とか、
何か工夫とかございますでしょうか。
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で、一杯一杯だけど、もう少し融通を効かせれば伸
びしろの部分で勉強できるかな、少しやれるかなと
いうこともあるのではないかなと思いますけど、ど
うでしょうか。

中西氏　本当にその伸びしろというか、本当に重な
り合うところでどのように役割分担をするかという
ところで、任せっきりではなくてというところです。
かといって、いつも一緒に訪問したら良いかって、
そういう問題でもないです。役割の違いを相手さん
に見せるというか、いつも一緒にいると全部分から
れているという関係が起こる時もあります。

ワンストップのところはまたそれが形になって分
かっておられるから、それはそれかも分かりません
けど、私たちは大阪なんかで地域によっては児童相
談所あるいは要保護児童対策地域協議会、そして地
域の市町村保健センターというふうな形になります
と、もちろん要保護児童対策地域協議会に市町村は
関わっていること分かっていますけれども、その連
携の中に常に何か見張られているというふうなこと
を保健まで思われると、本当に身近なところでの支
援がなかなか出来ない。

もちろん、大阪でもなかなか約束を取れないと訪
問ができないみたいな時代になってきてしまってい
ますけれども、何かまたこのことを言うとどこかに
知らされるみたいなことになってしまうと、なかな
か本当の意味の支援が入らなかったりすることがあ
るので、そこは整理しつつ、知らないふりをすると
か、役割分担するとかというところはきめ細やかに
中でやり取りをしていかないといけないことかな。
より難しいケースほど、支援を受け入れていただけ
ないケースほどそういうことが大事かなと思ってお
ります。

岸野氏　ありがとうございます。それでは、フロア
の皆様にせっかく来ていただいていますので、今か
らフロアの皆様からのご意見、感想等を頂戴したい
と思います。ご意見、感想等ある方は挙手していた
だきまして質問の場合でしたらどのパネリストの先
生にご質問かということも申し添えて発言ください。
どなたでもよろしいですので、どうでしょうか。何で
も構いませんので。よろしいですか。では、四方先生、
追加でご質問でもご意見でもよろしいですので。

四方氏　先程辻助産師が、連絡票とかまだ持ってい
ない、と。様式を使ってもいないし、やらないとい
けないかなというふうにおっしゃっておられました。

正にそこら辺を狙いまして、私ども県内ではそう
いう様式きっとないだろうと思って、先回りして着
手させていただきました。

初めに、「だだーん」とやって、福井の管内で通
用して、使えるよってなったら、デファクトスタン
ダードで県内統一様式の座を勝ち取れるかなとい
う、内心そういう願いを持ってスタートいたしまし
たので、福井地区方式かもしれませんが、皆様のと
ころでもしお使いになれそうであれば使っていただ
きたいと。様々な別の様式が発生しますと、受け取っ
た側が、「これ少し違う」ということに恐らくなる
と思いますので、そこらあたり、県庁とタイアップ
しつつ、私共も精一杯頑張りますのでご協力をお願
いいたします。

岸野氏　ありがとうございます。他の先生方から追
加でどうぞ、何でもご発言ください。

中西氏　これからも皆様の中でもやはり事例検討と
いうのは充実していただきたい。それから母子保健
法に明記された訳ですから、先程四方先生からもあ
りましたけれども、本当に保健師の仕事というのは
どんどん色んな事業がおりてきて、一杯一杯で、そ
れに明記されたような事業をしていくとなると、人
材も、数も、質を上げるためにも数が必要ですし、
そのための予算とかを是非とも、これは厚生労働省
の主催ですので、是非ともよろしくお願いしたいと
思います。

岸野氏　ありがとうございます。では、ご質問あり
ますか。どうぞご発言ください。

分科会参加者　今日は貴重な講演ありがとうござい
ました。

質問ですけれども、私もすごく関心のある事項な
ので、先程四方先生から、つなぐだけではだめで、
気付くことが必要という、その気付きの中に、私の
臨床経験で地域の保健センターでやはり大変なお母
さんに関わっていますと、やはりお母さん自身に少
し発達的な課題があるお母さんあるいはお父さん、
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ご家族という方たちが多々見受けられると思います。
気付きの中の一つとして、その辺りについて産婦人
科とか、それから地域でどのように考えられている
か。もし教えていただけたら、お話しいただけたら
と思いますですけど、よろしくお願いいたします。

四方氏　「何に気付くべきですか、県で基準を出し
てください」、このシステムを回すのであれば福井
健康センターで「これこれのアイテムですよとお示
しください」と言われたのですけれども、あえてそ
れをいたしませんでした。連絡会の皆様の問題意識
の中でしかできないと思って。

というのは、支援につながらなくて、ただ見つけ
てつないでもだめなので、受け取る側がそのポイン
トは見つけてほしかったところです。私たちはそれ
をアフターケアいたしますという状態がなければ、
やたらと印がついて、この人もこの人もフォローし
てね、といっても受ける側は、それにあまり意義を
感じない。私たちの力量や組織のミッションからす
ると、その部分のお世話をするのは本筋ではない。
そういうことになってしまいますと何のためのシス
テムか分からないので、私としてはその成熟を待っ
ているところです。

そして、難しいケースの場合は、児童相談所が同
席しておられるので、かなり重いので、市町だけで
抱え切れないと思う場合は、すぐ横で聞いていてい
ただける仕組みを今のところはとっております。他
のパネリストの先生からも伺えると良いかなと思い
ます。

岩佐氏　ご質問とは変わってしまうかもしれないの
ですが、私も児童福祉の方にこの春、配属された保
健師でして、日々、母子保健と一緒に活動しながら
感じているのは、同じ保健師という職種ですけれど
も、児童福祉に配属されると福祉的な介入を視点に
考えなければいけない、厳しい言葉も言わなければ
いけないという立場だなということをすごく実感し
ています。

先程中西先生からもお話ありましたが、母子保健
の方はやはりお母さんに寄り添っていく、お母さん
との関係を切れないようにしていくということを大
事にしながらやっていく部門かなと思っているの
で、児童福祉の保健師としては、そのケースによっ

て、今は福祉の顔をしようとか、今は保健師の顔を
しようという形で自分なりに日々使い分けてケース
に対応しているのですけれども。そういう気付きと
かもそうですが、ケースに合わせて自分が今どの立
場で接していくと良いかということを、どの保健師
にも身につけていただくためには、大阪でやられて
いるような虐待の視点を身につける勉強をやはりし
ていかなければいけないのかなと思います。逆に質
問を受けていながら、中西先生に保健師のそういう
虐待への視点を高める質的課題について福井県でも
是非取り組んでいくと良いかなと思っているので、
その辺のコメントをいただければと思います。

中西氏　ありがとうございます。やはり基本的には
「虐待とは」というところにもう一度戻るというと
ころだと思います。私たちの研修の中ではやはり基
本的にはケンプ博士の虐待の定義に戻って、やはり
基本的に被虐待歴がある、虐待歴がない人でも虐待
は起こるのですけれども、その段階です。支援の段
階。虐待をどう見るかというところで、何も虐待を
受けて育った人が全部虐待をするとか、そういう問
題ではありません。もちろん、虐待の視点をもう一
度振り返って学び合うということ、それは事例を通
して考えていくととても分かりやすくなるというこ
とです。

ですから、日頃追っかけられるようにたくさんの
ケースを持っていると、本当に見えなくなります。
追っかけ追っかけになってしまいますから。やはり
基本的なところで勉強を加えていただくというとこ
ろですね。

そして、あらゆる観点から見ていくということで、
やはり事例の振り返りから自分の支援の仕方も見え
ますし、それから人の支援の仕方を見ながら、そし
てそれを批評というのでなく、その中でどこが見え
てないかということをまた検討し合う。それを私い
つも思うのは、やはり組織でそういうことは常にや
り取りができることが必要です。

この頃、隣に座っている保健師ともメールでやり
取りするというくらいにあまりコミュニケーションを
取れなくなりつつあるとかいうことも大阪の方では
聞いたりもします。ですから、無駄に喋っていると
いうふうにとられるところもあったりするからです。

今まで私たちの時代でしたら、訪問から帰ってく
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ると「わーっ」と自分から隣の先輩に話かけること
で事例も整理できるし、色々なことを先輩から言わ
れることで自分の支援とか、気付かなかったことを
気付かされるということを積み重ねてきました。私
なんかは、とても今の状態というのは気の毒だと思
うので、そこを先輩の人たちからは少し声掛けをし
て、「訪問どうだった」というような抱え込まない
ようにするとか、そういう基盤を作って、それをま
た組織としてきちっと組織化した形の中で行う。

ですから、要保護児童対策地域協議会に出すにし
ても、要保護児童対策地域協議会の前にその組織で
議論をして、そして要保護児童対策地域協議会の支
援方針に持っていくというふうな形をしていかない
と、意味がないのではないかなというふうに思います。

色々はしょった言い方ですけれども、誤解を受け
たら申し訳ないですが、そういうことを思いました。
以上です。

岸野氏　ありがとうございます。
それでは、時間が押してまいりましたので、そろ

そろ閉じさせていただこうと思います。
限られた時間でしたけれども、パネリストの先生

方を交えて、フロアの皆さんとも有意義な分科会に
なったかなと思っております。

今後とも今日の分科会の話を皆さんの日々の業務
に役立てていただければ、少しでもお役に立てれば
と思っております。本日はありがとうございました。


