
 

平成３０年度第２回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会 

 

 

日  時 平成３０年１１月８日（木） １５：５８～１７：３５ 

 

場  所 船橋市保健福祉センター２階 大会議室 

 

出席委員 山 縣 然太朗 国立大学法人山梨大学大学院総合研究部医学域 教授 

 寺 田 政 則  船橋市立海神小学校  校長  

 今 井 美 子 船橋市立三山中学校 養護教諭 

 小 口   学 一般社団法人船橋市医師会 理事 

 山 口   暁 一般社団法人船橋市医師会 会員 

 谷   博 司 公益社団船橋歯科医師会 理事 

 馬 場 さつき 船橋市栄養士会 理事 

 佐 藤 美保子 一般社団法人千葉県助産師会 船橋地区部会 副会長 

 染 谷 菊 子 船橋市民生児童委員協議会 理事 

 青 木 聡 美 千葉県市川児童相談所 主席児童福祉司 

 

 

事 務 局 保健所  筒井保健所長、松野次長 

 保健総務課 市田課長補佐 

 地域保健課 齊藤課長、細川課長補佐、髙山母子保健係長、 

 條中央保健センター所長、鈴木北部保健センター所長、 

 鈴木西部保健センター所長、馬場主査、八木主査、 

 笹原副主査、夏川主任技師 

 

次  第 １．開会 

２．保健所長挨拶 

３．議事 

 （１）船橋市母子保健計画（平成２７年～平成３１年）の評価について 

 （２）子育て世代包括支援センターの設置に向けた進捗状況について 

 ４．その他 

 ５．閉会 

 

傍 聴 者  なし 

会議の公開・非公開の区分 公開 
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○事務局（母子保健係長）  

 数分お時間は早いですけれども、委員の皆様全員おそろいいただきましたので、ただいま

より、平成３０年度第２回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会を開催いたします。  

 委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。  

 私は、本日、司会を務めさせていただきます地域保健課母子保健係の髙山でございます。

よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。  

 本部会は、平成３０年７月に、船橋市地域保健推進協議会の部会として設置されまして、

船橋市における母子保健計画に関すること、母子保健事業に関すること、その他必要な事項

について、調査及び検討いただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 それでは、開会に先立ちまして、配付資料の確認をお願いいたします。配付資料は、次第、

出席者名簿、席次表、資料１といたしまして「船橋市母子保健計画の評価について」、資料２

といたしまして「子育て世代包括支援センター設置について」がございます。第１回の概要

について置かせていただいておりますので、それはお読みください。  

 以上でございますが、お手元にない場合は挙手でお願いいたします。  

 よろしいでしょうか。  

 それでは、開会に当たりまして、保健所長の筒井よりご挨拶申し上げます。  

 

○保健所長  

 保健所の筒井でございます。後ろから大変失礼させていただきます。一言ご挨拶を申し上

げます。  

 本日は、大変お忙しいところ、地域保健推進協議会の母子保健部会にご出席を賜りまして、

また、日ごろより船橋市の母子保健事業にご理解、ご協力を賜っておりますことを、この場

をかりまして御礼を申し上げます。ありがとうございます。  

 本市では、平成１５年度から中核市になり保健所を設置することになりました。保健所を

設置すると、地域保健法という法律があり、その中で保健所の運営協議会を設ける形になっ

ていますが、その法律上の保健所運営協議会に相当するものとして地域保健推進協議会を設

置しました。  

 ただ、地域保健推進協議会では、保健所の業務範囲が、保健、医療、生活環境衛生と、非

常に幅広く、各委員に出ていただいていますが、どうしても話がいろいろな話になってしま

い、時間の関係もあって、なかなか一つの事項について深めた議論が難しいこともありまし

た。それから、今後の計画について国からもいろいろと言われおり、そこをしっかりやりた

いということもあり、部会をどんどんつくり取り組んでいきたいということで、まず、母子

保健部会を推進協議会のもとにつくることになり、母子保健部会の設置を地域保健推進協議

会本体で承認いただきました。母子保健部会は本年７月２６日に第１回を開催し、今回が２

回目ということになっています。  

 先ほど事務局からもご紹介させていただきましたが、本部会で議論すべき部分としまして

は、普段からいろいろと母子保健事業をやっておりますが、母子保健計画の部分を中心とし

て、それに関連することにつきまして、それぞれ専門的にかかわられる皆様方からご意見を

頂戴し、それを私どもとしては市政としてしっかり受けとめて今後に生かしていきたいと思

っております。  

 時間も限られておりますが、しっかりと御議論いただいて、我々もしっかりそれを受けて
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やっていきたいと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願い致します。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 所長、ありがとうございました。  

 それでは、船橋市地域保健推進協議会母子保健部会設置要綱第８条の規定に基づきまして、

議事の進行を部会長にお願いしたいと思います。山縣部会長、よろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 山縣でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。  

 それでは、会議の公開につきまして、ご説明申し上げます。  

 本会議は、船橋市情報公開条例及び附属機関等の会議の公開実施要綱の規定により、会議

及び会議録を公開することになっておりますので、御了承いただきますようお願い申し上げ

ます。  

 本日は、傍聴人はございません。  

 それでは、お手元の次第に沿って進行させていただきます。  

 まず、議事でありますが、最初に、「船橋市母子保健計画（平成２７年～平成３１年）の評

価について」、事務局より説明をいただきます。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 地域保健課の母子保健係の笹原と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼い

たします。  

 それでは、船橋市母子保健計画の評価について報告させていただきます。  

 こちらの表は、前回にもお示ししました船橋市母子保健計画の位置づけを示した図です。

現行の計画に当たる母子保健計画は、平成２７年度から「ふなばし健やかプラン（第２次）」

に包含されています。計画策定の際には、平成２６年６月に厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長より母子保健計画について示された母子保健計画策定指針を考慮するとともに、母子保

健の国民運動計画である「健やか親子２１（第２次）」の課題や指標を基本に策定を行ってお

ります。  

 こちらの表には、「健やか親子２１（第２次）」の５つの課題と「ふなばし健やかプラン２

１（母子保健計画）」の目標と課題を並べさせていただきました。「健やか親子２１（第２次）」

のほうは、基本課題のＡ、Ｂ、Ｃ、重点課題の１、２です。「ふなばし健やかプラン２１（母

子保健計画）」は、基本目標３つと取り組み課題２つを示しています。  

 平成２９年度までの進捗報告につきましては、先ほどお話がありました当部会の母体であ

ります船橋市地域保健推進協議会で定期的に報告をして意見をいただき、推進に努めてまい

りました。  

 それでは、取り組み課題について進捗を報告させていただきます。  

 まず、「課題① 妊娠初期からの切れ目のない支援」ということで、２９年４月に妊婦全数

面接を開始しています。６月からは宿泊型産後ケア事業を開始しました。今年度１０月から

は、産婦健康診査事業ということで、健診費用の助成を始めています。こういったことを通

して、産後の支援の充実を進めてきているところです。  

 実績です。妊婦全数面接は、２９年度から全数面接を行いましたので、１００％となって

います。妊娠初期からの切れ目のない支援の一つとして、妊娠初期からいつでも気軽に相談
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ができる身近な相談者・相談先を周知するということで、妊娠届出の妊娠面接・妊婦面接の

際に、地区担当保健師の名前と地区担当保健センターの連絡先を「妊娠・出産支援プラン」

に記載して個人にお渡ししています。どのくらいの方に地区担当保健師と担当保健センター

を認識していただけたかを確認するために、「妊娠・出産支援プラン」を配布した妊婦の方が

出産を終えて４か月児健康相談に来所される時期の平成３０年３月から７月の５カ月間に、

アンケートを実施しました。１，２３５人から回答が得られ、その中の１，０００人、８１％

の方に、担当の保健師と保健センターを知っていると答えていただいています。今後も、身

近な相談先として認知していただけるよう、周知とあわせて、面接の時にまた相談したいと

思っていただけるように、相談の充実を図っていきたいと考えております。  

 次は宿泊型産後ケア事業についてです。平成２９年度は６月から開始したので、月数とし

ては１０カ月になります。参考までに、今年度８月までの実績を載せています。月数として

は５か月で半分ですが、申請数と利用者数が同じような状況になっており、利用者が急増し

ている状況になっています。  

 宿泊型産後ケアを利用された方には必ず事後アンケートを行うようにしていますが、平成

２９年度の利用者に行った利用後のアンケート結果から、「全体的な満足度」が得られたとい

うところで、３８人中３８人に、「①十分」、「②やや十分」、「③普通」と答えていただいてい

ます。利用者が急増している現状と利用者の反応を見ますと、産婦の方にとって必要とされ

る出産後の支援体制の構築につながっているのではないかと考えています。  

 その下ですが、利用者の多くが利用の理由として育児不安を挙げています。アンケートの

結果からは、「体をゆっくり休ませて体力の回復ができた」とか「母乳やミルクのあげ方がわ

かった」という方はかなり多いのですが、「抱っこの仕方やあやし方がわかった」や「赤ちゃ

んの健康状態の観察方法がわかった」という育児面の質問については、「⑤不十分」、「④やや

不十分」と回答されている方もいらっしゃいます。また、「産後の生活に自信がついた」とい

うところも、「⑤不十分」答えている方もいらっしゃいました。  

 宿泊型産後ケアの利用期間は出産より２カ月以内で、最長６泊７日ということになってい

ます。出産してすぐに宿泊型産後ケアを利用する方もいらっしゃいますので、そうすると、

その後の支援、サービスが不足しているような状況もございますので、今後検討していく必

要があると考えております。  

 今年度１０月から始めた産婦健康診査については、まだ報告できる実績はございませんが、

２週間健診と１カ月健診を実施しており、産婦の精神面の状態を確認するＥＰＤＳの結果等

を踏まえて、地域での継続支援が必要という方に関しましては、情報提供を医療機関の方か

らいただいているところです。今後も、妊産婦を支援する関係機関が連携をとりながら、切

れ目のない支援体制を構築していきたいと考えております。  

 課題①についての今後の課題です。  

 １つ目は、子育て世代包括支援センターの設置です。船橋市は平成３１年度中の設置に向

けて準備をしているところですが、こちらの詳細につきましては、議題（２）の「子育て世

代包括支援センターの設置に向けた進捗状況について」で報告させていただきたいと思いま

す。  

 次に、「課題② 思春期の相談体制の整備」についてです。  

 まず、学生対象の地区健康教育についてです。  

 中学生対象のところでは、平成２４年度に、中学校１校から、１年生を対象に「思春期教

室（いのちの授業）」ということで要望がございました。助産師会の協力のもと、講師に助産
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師を迎えて、生命の誕生、妊娠・出産、男女の身体面や精神面の違い、自分や相手を大切に

するということはどういうことだろうかというような講話、また、赤ちゃん人形の抱っこ体

験や、妊婦体験ジャケットを着用した妊婦体験をしていただいています。  

 平成２９年度には、もう一校加わり参加者が増えました。助産師による講話が中心ですが、

最後に保健師から、思春期相談先として利用できる保健センターの紹介も行っております。  

 次は高等学校です。高等学校は１校になりますが、平成２８年度より、毎年、文化祭の際

に専用ブースを用意していただいて、保健委員の生徒さんの協力も得て、全学年を対象に実

施しております。中学校と同様に赤ちゃん人形の抱っこ体験や妊婦体験に加えて、甘味飲料

の糖分量の展示なども行っています。また、当課の隣のブースでは、保健総務課がエイズ予

防ですとか薬物乱用の展示、コンドームの配布なども実施しております。  

 次は思春期講座ですけれども、こちらは保護者を対象としたもので、定期的に年２回実施

しております。  

 課題②についての今後の課題になります。  

 平成２９年度より新たに依頼のあった中学校１校は、今後も２年生を対象に毎年１回実施

の要望が出ており、継続して実施していく予定になっております。しかし、平成２４年度か

ら継続していた学校は、今年度の要望がなく、実施には至っておりません。  

 「いのちの授業」の内容は幅が広く、「健やか親子２１」の健康指標となっている１０代の

人工妊娠中絶率ですとか１０代の性感染症罹患率の減少を目標に、予期せぬ妊娠の予防、性

感染症の予防、正しい知識の普及等の内容を取り扱う場合は、対象学年ですとか保健体育の

教科がどのくらい進捗しているかといったことも踏まえて、内容の協議を丁寧に行っていく

必要があり、各学校の意向や要望によっても、こちらの意図する内容に踏み込めない場合も

多くありまして、事業の拡大はなかなか難しいところです。  

 次に、１０代の自殺についてです。「いのちの授業」としての内容に含まれると思いますけ

れども、１０代の自殺率につきましては、国全体では、「健やか親子２１」の最終評価結果で

悪くなっているもの２つのうちの１つがこちらになります。平成２８年度を参考に見ますと、

船橋では１０代の人が１０万人いた場合に、自殺者は３．５人という形で自殺率を見ます。  

 船橋では、平成２５年度から１０代の自殺率は減少傾向にあり、国の傾向とは異なってい

ますが、２８年度、実際は１０代の死亡者が６人いて、そのうち２人が自殺でした。１０代

の死亡の３人に１人が自殺死亡であったということや、船橋市で自殺率が最も高い年代は次

の年代である２０代の１５．９人なので、さらに減少に向けて、今後策定予定の自殺対策計

画の取り組みもあわせて検討していく必要もあるのではないかと考えています。  

 次は、現行の母子保健計画とその評価指標を示したものになります。評価目標値と平成２

９年度の実績、また現時点での達成状況について、○と×で示しています。ただ、このベー

スラインの数値は平成２５年に実施された市民意識調査の結果をもとに設定されており、２

９年度の実績は母子保健事業の結果から該当する数値を掲載しているので、対象者が少しず

れているため正確な比較評価はまだできません。ですが、こちらのページと次のページを合

わせて１５指標ある中、現在の時点で達成しているのはまだ２つしかありません。  

 「食生活」については、「食育ミニ講座」ということで、１日３回の食事の中でも抜けがち

になっている朝ごはんについて重点的に講座を行い、１日３回の食事が大事であるというこ

とを推進しています。  

 「歯・口腔」につきましては、ベースラインより改善が見られ、目標値にほぼ達成してい

るような状況にはなっていますが、今後も仕上げ磨きの大切さについては、健診の際に全て
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のお子さんと保護者に対して継続して伝えていきたいと考えております。  

 「こころ」のところは、ベースラインよりも悪い結果が出ています。ベースラインは市民

意識調査のデータによるもので、その対象が幼児と小学生の保護者の回答結果であるという

ことで、これも完全な比較はできませんが、乳幼児健診の結果から見ると、子どもが幼児期

に保護者の感じる負担感とか悩みが多いということが予想されます。保護者がどういったと

ころに負担を感じているのかということについて、今後も保護者の方に丁寧に寄り添いなが

ら支援につなげていきたいと考えております。  

 次は、「たばこ・アルコール・薬物」についてです。妊娠中の喫煙率・飲酒率は、妊婦のほ

うはかなり改善していますが、妊婦の同居人については、低下はしていますが、目標達成は

難しい状況になっています。母子健康手帳交付の際には必ず確認をしており、喫煙をしてい

るということでしたら、パンフレットや禁煙外来の情報をお渡しして、同居人の方について

も禁煙について考えてもらうようにしておりますし、妊娠届出のときだけではなく、各乳幼

児健診の際には同じようなことを質問させていただき、同様の対応をとっています。  

 次に、「感染症」のところは「集計未」になってしまっていますが、保健所で把握できる数

が船橋市内の医療機関で発見された数になっているので、船橋市民かどうかがわかりにくく

て、船橋市としての評価は難しいところになります。  

 次の「健康を支える基盤」についても、「妊娠・出産について満足している人の割合の増加」

がベースラインを下回っています。先ほどもお伝えした市民意識調査のデータになるので、

これも完全な比較はできないのと、２９年度の実績は、４カ月の健康相談の問診票で、「産後

（退院してから１カ月程度）、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができ

ましたか」という質問に対して「はい」と回答した割合がここに掲載されています。  

 平成２９年度より開始した産後ケア、今年度も始めていますけれども、そういった産後の

事業の効果を期待すると同時に、どういったことに対して満足感が得られていないのかにつ

いて、把握に努めていきたいと考えております。  

 現行の進捗状況については以上になります。  

 現行の母子保健計画を包含している「ふなばし健やかプラン２１」は平成３６年までの１

０年計画になっておりますが、今年度、中間評価に向けたアンケート、また、先ほどから申

し上げている市民意識調査を実施しておりまして、平成３１年３月にデータがまとまる予定

です。今後、現行の母子保健計画の最終評価としまして、市民意識調査の結果と母子保健事

業の平成３０年４月から１２月までの実績をもとにまとめ、新計画の策定につなげていきた

いと考えております。  

 最後に、「（新）母子保健計画策定スケジュール」です。  

 次回、第３回のときには、「健やか親子２１」の指標に沿った現状分析の提示をさせていた

だいて、船橋市として取り組む母子保健の課題について協議。来年度からは、母子保健計画

の骨子を提示させていただいて、その骨子についての意見聴取、協議。２回目では、計画案

を提示、計画案についての意見聴取、協議。３回目で母子保健計画の承認を得ていきたいと

考えております。  

 第２回と第３回のところでは、間に会を設けることはとても難しいと考えておりますので、

その際は、ご意見をいただいたものを修正して、電子メールなども活用しまして確認作業を

しながら詰めていきたいと考えております。  

 なお、今後は市民公募を行いまして、次年度からは現委員の皆様に加えまして市民公募に

よる委員の方にも参加していただく方向で予算要求を行っているところです。  
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 報告は以上になります。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 船橋市母子保健計画につきまして、それぞれの課題についての進捗のご報告と指標の現状

に関しましてご説明をいただきました。今日は、なるべく皆さんにご発言いただきたいと思

っておりますので、まずは、ご質問やコメントはいかがでしょうか。  

 では、小口先生、お願いします。  

 

○小口副部会長  

 ２７年から始まったということなので、最初に計画されたのは２６年末ぐらいということ

ですね。  

 まず、評価の表が最後のほうにありました「感染症」について、これは「健やか親子２１」

の表をそのまま持ってきて写し込んでいるような感じですが、感染症のところは「健やか親

子２１」だと性感染症だけになっていたのではないかと思います。  

 「目指す姿」の「適切な時期に健診・予防接種を受けるとともに、手洗いやうがいが励行

できる」ということをやったからといって、１０代の性感染症の感染罹患率が減るかと言わ

れると、ちょっとここは乖離があって、左側をとってつけたので整合性がなくなっているよ

うな感じがあります。もし広い意味で感染症に関して減らすことを考えるのであれば、もう

ちょっと指標を広げる必要があるのではないかと思います。  

 例えば、予防接種の接種率でもいいだろうと思いますし、今は、小学校、中学校は欠席者

が何の病気で欠席したか全部把握できますから、そこら辺を指標にするということでもいい

と思います。ここら辺は、項目と指標の整合性がとれていないと感じました。  

 今井先生から追加していただければと思いますが、養護教諭会でも小中学生の生活を調査

していろいろなデータを出しています。朝食を食べたか、睡眠時間はどうかということに関

しては調査していますので、そこら辺のデータも取り入れて評価をすることもできます。要

するに、市民意識調査といっても本当に数が限られていて、答えるのは実際の子どもではな

くて親というような形になってしまいますから、そういうところを取り入れるといいのでは

ないかと思いました。  

 これも山口先生を前に私が言うのはいかがなものかと思いますが、妊娠したところからず

っと切れ目のない支援は非常に大事なことだと思います。私は小児科医で、初診で赤ちゃん

を抱いて最初に来られるのはワクチンのことが多いのですが、母子手帳の最初から最後まで、

妊娠中の体重、血圧の測定値、尿たんぱく等の検査の結果がずっと書いてあるものを見てお

話を伺いします。時々、尿糖が出ているので「ＯＧＴＴをやりましたか」「やりました」「ど

うでしたか」「正常です」というお母さんもいらっしゃいますし、尿たんぱくが出ていて、あ

るいは、ちょっと血圧が高くて、「その後どうなっていますか」と伺うと、産後１カ月ぐらい

までは、産科で診てもらっている産婦さんもいらっしゃいますが、その後は全くフォローが

ないのが現実なのかなと。「内科の先生に一回診てもらったほうがいいんじゃないですか」と

いうような話をすることもあります。どちらかというと、産後のケアは、虐待を防ぐとか産

婦の孤立を防ぐとか、そういう精神的なケアが主に書かれていると思います。お母さんその

ものの健康状態から妊娠中に出てきたものは、当然、その後のお母さんそのものの生活習慣

病リスクに加わっていくわけですから、そこら辺のフォローをしていくようなシステムを取
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り入れるのがいいのではないかと思いました。  

 まだ言いたいことはありますが、後でまた。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 多分、指標の見直し等々に関しては、来年度、新たな母子保健計画の骨子を出していくと

きに、検討の課題になると思います。貴重なご意見をありがとうございます。  

 一方で、現在の指標に関して幾つかのご指摘をいただきましたが、今のことについて事務

局から何かコメントがありましたら。ないようでしたら、ほかの方にお伺いしますが。よろ

しいでしょうか。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 はい。  

 

○山縣部会長  

 では、ほかにいかがでしょうか。  

 山口先生のほうから、先ほどご指摘がありましたが、何かコメントはございますでしょう

か。  

 

○山口委員  

 一つは、妊婦さんの担当保健師さんが決まっているというと、それは妊娠期間ずっと変わ

らないという判断でいいでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 基本的には、妊娠届け出時にご案内した地区担当の保健師がその方をずっとフォローする

という体制にはなっております。小口先生からご指摘がありましたように、妊娠届け出をし

ていただいて、どうしても精神面のフォローがメインになっているところがあります。そこ

でハイリスクであるということになると妊娠中も比較的定期的にかかわりますが、それがな

いとお子さんが生まれるまで途切れがちというところは現実としてあると思います。  

 

○山口委員  

 行政の担当の方が決まっていらっしゃるようだったら、産科のほうは当然決まっているの

で、確かに、ハイリスクの人は今も話し合いを結構させていただいていますけれども、ロー

リスクの人も、ちょっとしたことの連絡がとれるような体制を常にとるとか、１回ぐらいは

産婦人科に来ている患者さんについてのミーティングみたいなものができると、リスクをも

うちょっと拾えるのではないかということが一つあります。  

 それから、産後の２週間健診、１カ月健診を始めて、私も長くやりましたが、２週間目に

結構精神的に落ち込んでいる方は想像以上に多いので、そこら辺のケアの方法をもうちょっ

と充実できたらいいかなと。あとそういうことも含めて、担当の行政の方が決まっていれば、

最初からハイリスクとわかっている方だけでなく、そうじゃない人も、早目に連絡をとった

り、お互いにどういう人が見てくれているかがわかると、もうちょっと切れ目のない支援が

できるのではないか。  
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 あと最近ですと風疹がはやっていますが、前に小口先生もおっしゃっていたと思いますが、

産科では結構いろいろなデータをとって患者さんに渡しています。それを母子手帳に張って

くれていなかったりするので、我々も注意するようにはしていますけれども、例えば、回っ

ている助産師さんや保健師さんが途中でチェックして、「検査結果を張っておいてください」

というようなことを一言言うだけでも、例えば、風疹の抗体もあるかないかわからなくて、

「母子手帳を持ってらっしゃい」と言っても「結果はありません」と言う方がおり、貼って

いてくれさえすればわかるので、そういうところを外部からもチェックしていただけると相

当違うのではないかと思います。  

 もう一つ、思春期相談で、中学校での健康教育の参加者が４８３人。中学校の対象として

は大体何人ぐらい市内にいらっしゃるのでしょうか。  

 

○小口副部会長  

 １学年五千数百人ですね。  

 

○山口委員  

 五千ちょっと超えて、中学生はもっといますよね。今が５，０００人ぐらいですから。  

 

○小口副部会長  

 ただ、６，０００人の学年はないと思います。  

 

○山口委員  

 私立に行っている方も。  

 

○小口副部会長  

 私立はちょっとわからないです。  

 

○山口委員  

 ５，０００人だとしても、１０分の１はさすがに少ないのではないかと。そこはもうちょ

っとどうにかならないかと。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 事務局からありますか。  

 

○保健所長  

 山口委員からご指摘いただいた点ですが、母子保健の部会もつくったわけですが、これま

で、小児科医会との関係もいろいろあり方を考えているところですが、どうも行政に集まっ

た情報が医療機関のほうに余りつながっていない。完全につながっていないというわけでは

なくて、個別的に相談している部分はあるみたいですが、システムとしてそれが常につなが

るという仕組みができていないです。それは、まず、医療機関の先生方と担当保健師との連

携、合同のカンファも含めて、その辺が仕組みとして位置づけられるような形をつくってい

かないといけないと思っています。  
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 我々行政や保健師が持っているような情報がしっかりと医療機関の主治医の先生にうまく

提供されて、共有して対象者をしっかりサポートできる仕組みを今後つくっていきたいと思

っておりますので、今おっしゃったようなご意見をいただけると、こちらも、しっかり、そ

の体制づくりに反映できるようにしていきたいと思っております。  

 

○山縣部会長  

 産科領域は、つい最近、成育医療研究センターから、平成２７年、２８年の２年間で、妊

娠中から産後１年の間に３５７人の方が亡くなっていて、そのうちの１０２人が自殺だった

ということで、３５歳以上の方がそのうちの半分いらしたり、初産が６５％だったり。要す

るに、妊娠中から産後１年において、今、妊婦死亡は年間４０人ぐらいだと思いますが、産

後を加えると多くの方が亡くなっていて、かなりメンタルの部分が問題だということは言わ

れています。今、先生がご指摘のように、体と心を支援する体制として、産婦健診、産後の

健診に補助金を出すようにはなったと思いますが、そこで見つかった人たちをどうフォロー

していくかという仕組みを、今、全国のいろいろなところでつくっているところだと思いま

す。船橋市でも、多分、そういうところは今後の非常に大きな課題の一つになろうかと思い

ますので、ぜひお願いしたいと思います。  

 データに関しては、時間がありましたら、国の現状について、またお話ししたいと思いま

す。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 今井委員、お願いいたします。  

 

○今井委員  

 今井でございます。  

 先ほどの、健康教育の「いのちの授業」で人数がすごく少ないのではないかというところ

です。  

 学校では、命に関するものというのは、体育科だったり保健だったり総合だったり、いろ

いろな場面でやっていますが、思春期教室に要望を出してやる学校が少ないというところで

す。  

 反対に、学校が要望を出すのではなくて、地域のほうから学校にぜひというようにシステ

ムを逆にするともっともっと増えていきます。  

 今、学校現場では、「いのち」、生きるというところは本当に力を入れているところなので、

どんな学校でもそういうものはなされております。  

 例えば三山中では、いのちというのは、もちろん保健の授業でもやっておりますが、「いじ

め撲滅キャンペーン」でイエローリボンというのがありまして、それは生徒会がやる。私の

ほうで指導している保健委員会では、メンタルケア週間というような、優しい心を持って命

を大切にしたり相手を思いやりましょうというような形のものを、きっといろいろな場面で

やっていると思いますが、もし参加者の基盤を増やしていくということであれば、パターン

を逆にしていくのもいいのかなと思いました。  

 いずれにしろ、どんな形でも思春期のそういうものは学校でやっております。  

 先ほど小口先生のほうからありました、食生活等のデータというところですが、平成２４

年ころに、研究の一環として、中１と小５を２年後に追跡した調査がありますので、その提

示であれば、養護教諭会として出せるデータはあります。ぜひお声かけください。  
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 あと、「課題①②以外 現状と課題（その１）」の「歯・口腔」のところは、小学校でのフ

ッ化物洗口はありますが、目標達成にはまだ行っていない。まだ全校ではやっておりません。

「目指す姿」は「むし歯予防ができる」なので、フッ化物洗口をやったということではなく

て、それを受けてどういう成果があったのかというところに着目してほしいので、前回の第

１回目にもお話ししましたが、このデータを出していただきたいと思っております。そこに

着目していただければと思います。  

 あと何点かありますが、「課題①②以外 現状と課題（その２）」で、先ほど小口先生から

も感染症とありましたが、これは性感染症だけ。今後、ここは母子ですので、もっと身近な

感染症でいくのであれば、私たちは、毎日、欠席入力で感染症の入力はしておりますので、

小口先生が言われたように、データ的にはすぐ出ますので、こちらの整合性ももちろんです

が、何を感染症とするかを少し明確にされるといいかなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 事務局からありますか。お願いします。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 先ほどもお伝えしましたが、思春期の問題、命の問題は、本当に沢山の取り組み、切り口

があるので、どこから切り口をとるかということがあります。  

 例えば、地域子育て支援課がやっている事業で、思春期教育（いのちの授業）の内容と似

ている中学生と赤ちゃんの触れ合い事業は、３日間で実施しますが、保護者の方にも来てい

ただいたり、中学生に赤ちゃんのお世話体験をやったり、３回目には児童ホームに行って交

流をするようなものもやっています。  

 母子保健の担当課がやるというところで、委員の方々もおっしゃっていましたが、性感染

症に特化するのか、感染症を幅広くとるのかということにつきましては、今後、次の計画の

ときには、どんな指標を設定するか検討したいと思います。  

 

○事務局（八木）  

 歯・口腔について、ご説明させていただきます。  

 この資料は平成２９年度の実施結果なので４９校となっておりますが、今月、１１月で５

４校、全校でのフッ化物洗口の実施が達成しております。ただ、全学年で取り組んでいるの

は現在のところ１３校で、学校によって学年での取り組み方がさまざまな状況です。そのた

め、船橋市全体のデータとしてすぐにお示しできる状況ではないということ、また、フッ化

物洗口をやったことでむし歯が治るということではなく、むし歯がその後発生しないという

ところに着目していただかないといけないということですので目に見える効果をお示しする

のは難しいのですが、今後事業を推進していく中で、途中途中で経過を報告させていただき

たいと思っております。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 むし歯に関して、谷委員、何かございますか。  
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○谷委員  

 一応、５４校全部で始まりました。私が校医をしているのは塚田小学校ですが、全校一度

にはなかなか難しい。人数が多いからというのと、学校の数だけではなくて、クラスの中で

やらないお子さんがいるんです。その辺の対策を何か考えないと。お母さんへの説明が足り

ないので「お金がかかるんじゃないか」とか、全然説明も受けずに、「余分なことはやらなく

ていい」と言って、みんながやっているときに何人かは後ろで分ける場合とか水でやらせる

場合とか。ただ、水でやらせる場合は非常に難しいですよね。それぞれ、「あなたは入れる」、

「あなたは入れない」という２種類でやるクラスがあるそうなので、その辺のデータも出て

きたほうが。  

 ただ、やっていない子がいるというのは、医者としてはよくないことですが、やっている

子とやっていない子の差は出てきます。後で統計的にまとめると、昔からずっとフッ素塗布

をやっている学校が何校かありますので、そちらにフッ素の説明のときに聞くと５割ぐらい

は確実に少なくなっていますので、その辺のことが各学校の各個人に伝わっていくと、もっ

と上の学年のお子さんが下の学年のお子さんに対してモデリングができる。それができると

非常にいいと思うので、そのデータも出てきて目標になるといいかなとは思います。  

 全校というか、先々は全員という方向のほうが。やっと全校になりましたので、いいかな

とは思います。  

 先ほど言われましたように、治らないんです。なりにくくなります。ただ、なっているむ

し歯も進行は遅くなりますので、効果はあると思います。ぜひ進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 これはすばらしいと思います。地域介入としては、新潟が確実に成果を上げ、その後、今、

佐賀が確実に成果を上げ、今、先生が言われたみたいに、昔からやっているところとそうで

ないところで明らかに差があるはずなので、それをきちんとご理解いただくこととあと、や

っぱり、フッ素は毒なのでというふうなことから十分なご理解をいただけないご家庭があっ

たり、むしろ教員の中にもそういう方がいらしたりして、なかなか次に進めないようなとこ

ろがありますが、そこを、５４校全部でできているということは本当にすばらしいことだと

思いますので、ぜひ続けていただければと思います。  

 結果を見せることで、恐らく、やった効果は確実に出ているはずなので、それでさらに推

進されると思います。  

 ほかには。学校のことで寺田先生から何かございますか。  

 

○寺田委員  

 今のフッ化物ですが、本校も３年生から始めまして、今年は４年生もということで、３、

４年生で実施しています。来年また学年を増やしていって、行く行くは全学年でやることを

予定しております。  

 ただ、なかなか、目にわかるほどの結果がすぐ出ないというところで、お母さん方も何か

そういったところがあるのかと思いますが、最初、やりますということでお手紙を配りまし

て、１人か２人、やっぱり水でというところもあります。ただ、続けていくことで理解は得

られるかなと思っております。  



－12－ 

 

 そのほか、「食生活」のところでも、１日３食というのは小学生でも大事なところなので、

バランスの良い食事が大事と考えております。あともう一つは、ここにはありませんが、食

べる量ですね。食べる力が少ない子どもも何人か出ておりますので、食育という観点から食

べる力についても伸ばすことに力を入れていきたいと考えております。  

 あともう一つ、減塩ですか、船橋市の給食自体、塩分が高いというようなことが指摘され

ていまして、今、給食については、一生懸命減塩の給食に取り組んでいる現状がございます。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。食は、よく言っていますけれども、大人になって減塩とい

っても、結構これは難しくて、小さい時からのことが本当に大切だと思います。  

 食に関して他に何かございますでしょうか。それ以外でもいいですが。  

 では、先に佐藤さん、どうぞ。  

 

○佐藤委員  

 佐藤です。私は新生児訪問という形でいろいろなご家庭に行かせていただきますけれども、

その中で、たばこについて質問項目があるので聞かせていただいたときに、最近、電子タバ

コが出てきたので、家の中で吸っています、換気扇の下で吸っています、でも電子タバコだ

から大丈夫ですという認識が出てきているような気がします。そこの危険性を山縣先生や小

口先生はどう考えられるかということをお聞きしたいというところです。  

 

○山縣部会長  

 コメントありますか。どうぞ。  

 

○小口副部会長  

 今のところは、確かに臭いはすごく少ないですからあれですけれども、全く害がないかと

いうと、たばこには害があるという考えの人たちは、とにかく何かあるだろうということで、

今、いろいろ研究はされているだろうと思います。  

 たばこを吸わないので、どうもわかりませんが、種類が結構何種類かあるようで、煙を発

生させるシステムによっても違うのかもしれませんし、基本的に、やっぱり吸う人にとって

は害があるわけですよね。全くないわけではないでしょうから。そこら辺のところを中心に、

禁煙を勧めてもらうということをせざるを得ないのかなと。  

 一般の方の考えも恐らくそうだと思います。換気扇の下で吸うという考え、あるいは電子

タバコだからいいというようなことで、害は減っているだろうということで考えてらっしゃ

るのだろうと思いますが、これからの課題にはなるんじゃないかと思います。  

 実際、そのカートリッジを食べちゃうというような誤飲のところも問題としてあがってき

ていて、今までのたばこですと、どのぐらい食べるとどんなというようなデータがあります

が、それがよくわからないところもあったりするので、本題からはそれますが、そういうと

ころにも気をつけていただくように、家庭訪問をされた時には是非言っていただけるとあり

がたいと思っています。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  
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 国民健康・栄養調査だとか、それから、来年度、「健やか親子２１（第２次）」も中間評価

に入ります。そのときの乳幼児健診等の問診票の中で、今までは、たばこを吸っているか吸

っていないかというのを聞いていたのですが、それだけではなくて、たばこの中身をきちん

と聞いて、その状況を把握しないと、加熱式たばこを吸っている人は、たばこを吸っている

という認識すらなかったりするので、やはり、そういうことを含めてきちんと、今、小口先

生が言われたように、実態調査をする必要があると思います。  

 それから、これに関する害に関しても、かなりレポートは出ていますが、まだまだ対象が

少ないので、そういうことがはっきりとは出ていません。ただ、問題があるということは想

像にかたくないので、そういうことを前提にいろいろな対応をというのが、たばこの専門家

の方の言っていることだと思います。  

 では、馬場委員。  

 

○馬場委員  

 食事のほうに戻るのですが、先ほどの、塩分、減塩、みんな「もう聞くのはいいです」と

お断りするくらい、耳にたこができるくらい聞いていますが、私が現場で仕事をしていたと

きのことを思い出しました。結構、学校というところは大量調理ですよね。でも、栄養士さ

んたちは、すごくしっかり分量をはかって、お水の量から何から、すごくしっかりされてい

ます。  

 それに対して保育園というのは、規模が小さくて、その上、年代的には赤ちゃんから学校

に上がるまでと幅が広いものですから、分量をといっても、なかなかそれは難しいというの

があるんですね。  

 それで、今、ふと思いついたことが、保健所さんは、時々、給食施設を巡回します。その

ときに、塩分濃度とか何かをお持ちいただいて、「今回行きますから、いつもつくっているみ

そ汁をはからせてください」ぐらいのお話をされると、全部の施設がそういうものをそろえ

ているわけではないですから、「おたくはこれで大丈夫ですよ。でも、ちょっと多いですね」、

そういうことを言ってあげられると、受ける側としては、ちょっとドキドキはしてしまいま

すけれども、いいきっかけにはなるのかなと。  

 調理師さんの配置も少ないものですから、やはり、個人の味覚がどうしても先行してしま

う傾向にあると思うんですね。私も、作っていたときに、実際、塩分濃度を毎回測っていた

かというと、それはなくて、Ｏ－１５７の温度は測っていましたけれども、なかなか塩分ま

でははかっていなかったかなという思いがあります。  

 ただ、一概に、薄くという問題よりも、一度そういうきっかけをつくってあげて、意識を

持ってもらうというのも一つの手かなと思います。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 次に行く前に、この母子保健のことに関して、青木委員、染谷委員、何かありますか。一

言どうぞ。  

 では、先に染谷委員。  

 

○染谷委員  

 データとかは、地域の者なので全然わからないので、今、勉強させていただいていました。  
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 近所のママさんとバーベキューをやったり、子育てしている人にお裾分けしたり、いろい

ろ近所にいらっしゃるんですけれど、私が子育てしていたり、自分たちが思春期も何も越え

てきたところから考えると、食べる量がものすごく少なくなっていると思うんですね。「それ

だけで生きていかれるの？」、「そんなので栄養があるの？」、「歯がむし歯になるぐらいにカ

ルシウムがないじゃない」、「もうちょっと食べさせてあげなさいよ。だめよそんな」という

ふうに、おやつの量も少なかったり、そういう傾向が近所で見られます。  

 それはすごく気になっているところで、そんなこと言ったって、産む前になると、むくみ

とかいろいろで、食事を調整しなさいとか、これ以上太ったらだめと言われるという話もあ

りますが、それにしても細いな、あんなので大丈夫かなと思うようなところがあります。中

学生も、太りたくないとかで食べないんですよね。「こんなちょっとで、そんなのでおやつ？」

とよく話しますが、「おばさんもっとあげるから、食べなさいよ」と言っても、ママが、「ス

タイルがよくならない」とかそういう話をするので、これで大丈夫かなと思いながら毎日暮

らしています。  

 皆さんのお話を伺って、もうちょっと何とかなればいいかなと思いながら。また今後とも

よろしくお願いします。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 では、青木委員。  

 

○青木委員  

 もしかしたら包括支援センターのほうのお話になってしまうかもしれませんけれども、先

ほどの産後うつの関係です。  

 入院時は結構ちゃんと子育てできていて、赤ちゃんのお世話もできていたし、嬉しそうだ

ったから大丈夫かなと思って帰ったお母さんが、出産後２カ月ぐらいすると、担当の保健師

さんも普段よくお話を聞いてくれて平日は大丈夫だけれども、土日にずずっと落ち込んで、

日曜の夜ぐらいに急に死にたくなっちゃったり、「このままでは子どもを殺しそう」と言って、

うちの匿名のほうの電話相談にかけてくるというような形で、なかなか児童相談所も緊急に

対応できるという状態ではなかったりします。ですので、今、担当の保健師さんが決まって

いて、普段相談に乗ってもらいながら何とか地域で子育てを支えてもらっているというご家

庭に、土日とか夜間もできる体制が児童相談所も踏まえて地域にできるといいのかなとは思

います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 小口先生、最後に。  

 

○小口副部会長  

 先ほど、染谷委員から、妊婦さんが痩せているという、これはすごく重要な問題だろうと

思います。次々回以降、次の骨子をというようなことなので、ぜひ取り入れていただきたい。

聞いたことがある方もいらっしゃると思いますけれども、ＤＯＨａＤという学説に結びつく

のが今のお話だったわけです。  
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 ここでは余り詳しくお話しできませんけれども、ＤＯＨａＤの学説、あるいは、それに付

随していろいろな知見が研究でわかってきていますので、ぜひ、そういう成果を取り入れた

次の課題なり評価の項目を策定していただきたい。  

 あと、健診は、子どもから妊婦、小中学生もそうだと思いますが、そこら辺のところに取

り入れていただくということはすごく大事だと思います。  

 低出生体重児が増えています。１０％くらいだと言われています。高齢出産の方が多くな

ってきてはいますが、どうも、その方たちが産むお子さんが小さいということが主な理由で

はなくて、若い妊婦さんたちから生まれるお子さんの出生体重が少なくなっているというよ

うなことです。  

 なぜかと言うと、妊婦さんが痩せて、痩せ型の妊婦が増えていると言われていて、一時期、

「小さく産んで大きく育てる」というようなお話がありましたが、ＤＯＨａＤの学説からす

ると、それは非常によろしくないということがわかってきています。要するに、妊娠する前

の段階の女の人の栄養状態が生まれてくる子どもたちにも影響するということが研究でわか

ってきていますので、それがどんどん前に行くとすると、小学生、中学生、そこら辺から、

スタイルがいいということに関しては、見た目はいいですが、いろいろな生活習慣病のリス

クを負って生まれてくる、小さい低出生体重児を産むというようなことに関しては、よろし

くないということを教えていかなければいけないということがあります。  

 自殺も大変大事な問題ですし、そういうこととも絡めて、そこら辺のところは、多分、今

の子どもたちは知らないですよね。生活習慣病のリスクになる因子は、世代を超えて、世代

をまたいで影響していくということがわかってきていますから、そこを何とかしていけたら

いいなと思います。  

 ＢＭＩ１８．５未満が痩せ型の妊婦さんというふうに定義すると、２０年で２倍ぐらいに

なっているのだそうです。１８％ぐらいいるのだそうです。ＢＭＩが１８．５というのはど

のぐらいの体格の人かというと、平均的な女性の身長が１５８センチだとすると、４６キロ

の方のＢＭＩは１８．４になるんです。ですから、そんなにすごく痩せているわけじゃなく

て、そういうような方よりも痩せ型の方が妊娠をしてお産をすると低出生体重児が生まれて

くるということはもうわかってきているので、それを減らさないと。低出生体重児で生まれ

た子たちは生活習慣病のリスクが高いということがわかっていますから、低出生体重児を減

らす対策は、どんどんどんさかのぼってやっていかないと。大人になってから生活習慣病の

話を幾らしても効果がないのはわかってきているので、それをもうちょっと前倒しでやって

いくということを取り入れて、ぜひやっていっていただけたらいいかなと。  

 今、すごく妊婦の人たちが痩せていて、余り食べないというようなお話があったのは、実

際にすごく重要なことなんですね。  

 ですから、妊娠してしまってからだと、体重の増え方を、一時期は余り増えないようにと

いうようなことがありましたが、山口先生に後で補足していただければと思いますが、それ

は余りよくないだろうというようなことも言われてきているので、そういうようなことを知

っていただく。  

 知ってもらうのは、結婚する前の段階から教えていかなきゃいけないので、小学校はあれ

ですけど、中学生、高校生あたりには、そういうようなことをぜひ、何の時間でも結構です

から、教育をしていくということがすごく大事かと思います。  

 あと、痩せの問題と肥満、両極端なんですね。いろいろなところに二極化はありますけれ

ども、痩せている子、神経性食思不振症みたいな病的な痩せじゃない子たちが結構増えてい
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る。それが将来的な大きな問題になっていくのとあとは、肥満の傾向のある子と両極端にな

ってきている。それぞれ別個に考えて対策を立てていかないといけないのかなと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 山口先生から何か追加ありますか。大丈夫でしょうか。  

 

○山口委員  

 妊婦さんに対するものはいろいろと難しくて、はっきり言えば、妊娠してからは、増やし

てくださいも減らしてくださいも無理なので、もう妊娠する前に決まってしまっている。確

かに、妊娠してすごく増えると、その人は困るというのはありますけれども、でも、体重の

ことをいろいろと言うと、やっぱり患者さんは余りいい顔をしないので言いませんし、それ

に、妊娠中のわずか１０カ月でコントロールできる人は、その前にずっとコントロールでき

ているはずなので、急にそこでやってくださいと言っても、どちらにしても無理ですよね。

やっぱり、その前にどうにかしないと。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。ＤＯＨａＤの話は、本当に重要な指摘だと思います。  

 時間ですので、次のところにいきたいと思いますが、全体の課題を見ていますと、例えば

妊婦の全数面接は、前の年の８０％弱から１００％にしたということは、一気に１，０００

人面接をしたという、増やしたことでもありますし、かなり努力されているということがわ

かります。  

 それから、宿泊型に関しても利用者が増えているということで、かなり、ここに計画を立

てられたことに関して、現状でいいところが出ていると思います。  

 目標値に関しては、×が非常に多いですが、それは目標値に達していないというだけであ

って、このうちの半分以上が改善傾向にあります。  

 そもそも、ゼロという無理な目標値が立っているものがあるので、そういうものに関して、

評価の仕方も含めて、中間評価、来年度の新しいものを立てるときに、きちんと現状として

の評価も踏まえながら、来年度、力の入れどころを新プランの中で考えていくという姿勢も

必要かなと思いました。  

 では、ありがとうございます。時間ですので、次の議題に行きたいと思います。  

 次は、「子育て世代包括支援センターの設置に向けた進捗状況について」、事務局よりご説

明をお願いいたします。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 それでは、子育て世代包括支援センター設置に向けての進捗状況を報告させていただきま

す。  

 こちらの表は、船橋市の行政組織で子育てに関係がある課を並べています。部をかなりま

たいで、右側のこれだけの課が子育て世代に関係する情報を持っているということになって

います。  

 こちらは、前回にもお示ししました子育て世代包括支援センターの取り組みの予定図にな

っておりますので、こちらの項目に沿って進捗を報告させていただきます。  
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 まず、医療機関との連携についてです。各医療機関への説明状況ということで、産婦人科

のほうでは、産婦健康診査に伴い、地域での支援が必要と判断された産婦さんについては、

現在、母子支援連絡票の活用を始めたところです。  

 また、その前から宿泊型産後ケア利用のために事前調査票というものを市で書いたり、ケ

アを実施したところの報告ということで医療機関の方から情報をもらったりして、情報共有

を行っています。  

 また、その事業を利用しない方に関しての妊婦の連携についても、必要な方については考

えていきたいと思います。  

 精神科医会のほうでは、１０月１２日に開催されました船橋市精神科医会の役員会にお邪

魔しまして、子育て世代包括支援センターの設置と連携の必要性、連絡票などを活用してい

きたいということについて説明をさせていただき、合意を得たところです。  

 また、精神科医会の委員の方からは、子育て世代包括支援センターとそういう連携をする

ようになると、きっと大変になるだろうからということで、人員はきちんと充実させたほう

がいいというような要望をいただいています。  

 小児科医会のほうでは、今年度中に小児科医会への説明の機会などを設けさせていただけ

るような形で調整をとっていけたらと思っているところです。  

 こちらが先ほどの産科との連携をするときに使い出した母子支援連絡票になります。こち

らが表で、こちらが裏で、両面になっています。字が小さくなってしまうので、これは表の

一部になっています。このような票を使い始めましたけれども、こちらの活用についても、

精神科や小児科では、どういった連携票がいいかということを考えていきたいと思います。  

 次に、庁内関係課との連携ということで、連絡会議を今までに２回やっています。  

 第１回ですけれども、先ほど、たくさんの課が関係しているとありましたが、包括支援セ

ンターは情報集約の機能があることから、情報共有をさせてもらうことが必須になります。

そこで、まず、共有をさせてもらうということの合意を１回目にとらせていただきました。  

 ２回目は担当レベルになりますけれども、１０月１５日に開催いたしまして、各課の持つ

情報と連携するための課題の洗い出し等を行っています。  

 学童の状況につきまして、就学児健診のことなどは学務課で知っていると思っていました

けれども、数は把握されていますが、内容について具体的なことは学校に直接聞かないとわ

からないということなどがわかって、また今後どういう情報をやりとりするとか、検討して

いくことになっています。  

 ３回目以降、また実務者レベルで、連携内容ですとか方法など、課題の洗い出しについて、

また継続してやっていく予定になっております。  

 船橋市で考えている子育て世代包括支援センターの相談体制の整備についてです。  

 相談対応する職員については、先ほど、青木委員から、土日の体制も必要だというお話が

ありましたが、今考えているのは、まだ月～金になります。保健師と助産師が毎日いるよう

な形にして、保育士と心理士が週に２～３日程度入っていただきながら、いろいろな相談に

対応できるような体制を考えています。まだ要望中です。  

 相談方法としましては、前回、山口委員から、メールなども必要じゃないかというお話が

ありましたが、今はまだ窓口ということで、地域保健課のオープンカウンターを使うことと、

子連れでも落ちついて相談できるような専用の個室の用意を考えています。電話のほうは、

専用の相談電話の開設を考えています。  

 いろいろな情報を集約するというところですが、情報管理ということで、現在、地域保健
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課で使用している保健総合システムを相談専用に増設し、現在入力できていない健診結果な

ども入力できるようなシステムの改修をさせていただいて、全ての妊産婦、乳幼児の実情を

継続して把握できるように、それを相談にいかせるような形で管理等をしていきたいと考え

て、予算要求しているところです。  

 新事業の展開ですが、子育て世代包括支援センター相談事業に加えて、いろいろなサービ

ス事業もそろえておかないとなかなか難しいということで、妊産婦等を支える地域の包括支

援体制の構築ということで、こちらに挙げている事業の展開も今後考えています。  

 不妊相談センター事業ですとか、産後ケア事業も、先ほど言った宿泊型だけではなくて、

その後も使えるデイサービス型ですとかアウトリーチ型、産前産後サポート事業、母子保健

推進員さんなどの養成も考えているというような状況です。  

 簡単ですが、こちらが現在の子育て世代包括支援センター設置に向けて報告できる進捗に

なります。  

 以上です。  

 

○山縣部会長  

 どうもありがとうございます。  

 子育て世代包括支援センターをつくって、今ありましたように、妊娠前から考えていくと、

対象者も変わってくるし、その家庭の状況も変わってくるけれども、非常に短期の間にそう

いうものが変わってきて、その都度、別のところで対応するのではなく、全体を見渡した形

で包括的にきちんと対応できるような場所をつくっていくというのがこの趣旨だと思います。 

 最後に挙げられた、妊娠、出産、育児に関するさまざまなサービスがここに包括的に集合

しているという、そういうセンターという理解だと思いますが、これにつきまして何かご質

問やご意見はありますでしょうか。  

 では、小口先生、お願いします。  

 

○小口副部会長  

 「相談体制の整備」のところに「相談対応職員（要望中）」とありますが、これは専任を考

えてらっしゃるのか。保健師さん、助産師さんは専任でできると思いますが、保育士さんと

か心理士さんは兼任になる、そんな理解でよろしいでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 保健師、助産師は専任で要望中です。  

 

○小口副部会長  

 曜日によって変わるというわけでは必ずしもないと。  

 この方が来たときには、その方が対応をというふうになるのでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 その方の担当という体制は、今のところ難しいかなと思っております。  

 基本的には、保健センターの地区担当保健師がおりますので、最初の入り口の部分の相談

にはこちらで乗って、必要なところにつないでいくというような役割を持たせようと考えて

おります。  
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○小口副部会長  

 これはあくまで、相談に来られる、あるいはメールかもしれませんし、電話かもしれませ

んが、要するに、相談をするということがあって初めて動き出すシステムですよね。来ない

人もいますよね。埋もれている人、そういうような人たちに、こちらから出ていって何かす

るという、そういうところではないと。どうなのでしょうか。本来は、そこが一番問題のと

ころで、それを誰がやっていくのかというのはすごく大事なところだと思うんですね。  

 健診に来ない、予防接種も来ない、産みっ放しでどうなっているのかわからないというよ

うな方が一番困るわけで、そういう人たちを掘り起こして、どんな状況にあるのか、診療が

必要であれば診療するというようなところを見つけていくのはすごく大事なことです。  

 多分、来てくれない人はいるので、そういうところに関しても踏み込んでやるのか、ある

いは、それはまた別のシステムでやるのか、今すぐというわけにはいかないかもしれません

が、そこら辺はどうなのでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 結局、母子保健サービスのスタートは妊娠届出書からのスタートになるんですけれども、

妊娠届出があってから、特にそこでリスクがあると判断されなかった方は、結局、産むまで

支援が途切れてしまう。サービスが途切れてしまう。健診はありますけれども、こちらから

のアプローチが途切れてしまいがちというのが、今あるところです。  

 例えば、今現在、妊婦健診を１４回分助成していますけれども、その妊婦健診がきちんと

継続して受けられているのかどうかというのは、現状、把握できていないというところがあ

ります。ですので、妊娠届出のところでリスクが低いと判断された人というのは、その後、

つまずいて妊婦健診を受けていないとか、途切れているとか、不定期だとかというところが

現状では把握できていないんですね。  

 子育て世代包括支援センターで今現在使っているシステムは住基と連動していますけれど

も、そこに妊婦健診の受診状況、せめて受診の有無だけでもシステムに入力していけば、受

けていないのか、途切れ途切れなのかということは少なくとも把握できる。  

 そこで、妊婦健診が途切れてしまった方に関しては、アプローチをこちらからできるので

はないかというところです。そこは、もともと国からも子育て世代包括支援センターに求め

られている機能ですので、何とか実現できないかなと考えております。なので、今ここには

相談対応職員ということで専門職の名前が載っていますけれども、事務職も要求して、そう

いうシステムの管理をやっていければと今考えているところです。  

 

○小口副部会長  

 健診を受けていない、予防接種を受けていない、そういう子たちは、少ないけれどもやは

りいるんですね。  

 ワクチンに関しては、宗教上の理由なので受けないという信念を持った方もいらっしゃい

ますから、それは構わない。構わないというわけではないですが、仕方がない。  

 うちは必ず、「次に来るときは必ず母子手帳を持っていらっしゃい」と言って、ワクチンを

確認します。やっていないお子さんも時々います。多くはないですけど。そういうお子さん

たちは、我々医療機関は、来てくれると調べようがあるけど、来てくれないとわからないで

す。  
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 ですから、健診票を使って、乳児健診ですと２回無料で受けられますから、それを受けて

いない、あるいはワクチンを受けていなければ、台帳にあるはずだけれどもない、というよ

うなところを調べるシステムをつくっておくと、リスクのある人が浮かび上がってくるので

はないかと。そういうことに関しては、今、やってはいるのですか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 予防接種を受けたか受けていないかというのは、同じシステムの中に入ってくるようには

なっていますけれども、残念ながら、受けていないからといって何かひっかけたりというこ

とはできていないのが現状です。  

 間に４カ月児健康相談を各保健センターで実施しておりまして、新生児訪問とかこんにち

は赤ちゃん事業、全戸訪問の先に４カ月児健康相談がありますけれども、そこでも把握でき

なかった未受診の子というのは、全数把握の事業になっておりますので、何回かご案内して、

それでも受けられなかった子とか、どうしてもご連絡がとれない子というのは、保健センタ

ーの地区担当が訪問をして、それは日中だけではなくて、休日とか夜間も含めて訪問をさせ

ていただく。それでも会えなければ、今度は要保護児童対策地域協議会のほうにケースとし

てあがり、居所不明ということで最後まで追っていくということです。今のところ、船橋市

では、その４カ月児健康相談で把握できていない子はゼロになっているところです。１歳６

カ月健診と３歳児健診も同じ流れで、未受診については最後まで追うということでやってい

るところです。  

 

○小口副部会長  

 しつこいようですみません、時々いる方ですが、４カ月、５カ月、１歳前ぐらいまでは、

ちゃんとワクチンもやっているし、健診も受けているけれども、どこかからぷつっとなくな

ってしまう方がいる。多分、転居したとか仕事がなくなってしまったとか、そういう理由が

あるのだろうと思いますが、そういう方もいるので、４カ月だけだとちょっと足りないのか

なと思います。  

 幾つかチェックポイントみたいなものを決めて、そこまでのところが達成できているかど

うかを把握する。そういう人たちほどアプローチが必要な方だと思いますので、そういうシ

ステムをつくっていかないといけないのではないかと思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 では、山口先生。  

 

○山口委員  

 小口先生と同じですが、相談に来られる人はそんなに問題がないので、先ほど、保健所長

さんもおっしゃっていましたけれども、担当を置いて、それがずっと決まっていれば、医療

機関は来てくれと連絡するわけにいかないので、情報を共有して、「この人、来ていないです

よ」ということを保健所なり担当の保健師さんと共有できれば、その人を見に行っていただ

けばいいので。  

 ５，０００人ですから、１日に２０人ぐらいの人をチェックすれば、例えば、妊娠後半に
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１回とか、生まれてから１回でやれば、１日２０人から４０人ぐらいということなので、そ

れぐらいであれば、とりあえず、市内の産科医療機関でお産をやっているところは５～６個

しかないので、例えば、週に１回でも来てもらってカンファレンスとかすれば、わざわざ１

４回受けているか受けていないかとか見なくてもわかるし、電話が来るのを待っているので

はなくて、先にアプローチすることができるのではないかと思うので、それも考えていただ

ければいいかなというふうに。  

 ただ、ここのところ、母子支援連絡票がうちの施設ではすごく役に立っていて、昔に比べ

ると非常に助かっているというか、行政との連絡がすごく密になっているんですけど、ほか

の医療機関はどうですか。  

 

○山縣部会長  

 いかがでしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 山口病院さんはすごくたくさんいただいていますけれども、ほかの医療機関も、もちろん

合意をとった上での連絡票ですので、かなり産婦健診後に送っていただいていまして、地区

担当のほうでフォローするという体制になっております。  

 

○山口委員  

 どうですか。結構、医療機関、分娩数の差もあると思うし、患者さんの差もあると思いま

すけれども、全く相談がないところとか、そういう差はないですか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 １医療機関少ないところがありますが、他の産婦人科のほうからは割と積極的にいただい

ています。  

 この連絡票も、いろいろ産婦人科医会とももませていただいてつくり上げたものですので、

産婦人科だけではなくて、ほかの診療科にも広げていきたいと思っています。  

 これは産婦版という形でつくっていますけれども、妊婦版のほうも同じような形で今考え

ているところですので、そちらも活用できるような形にしていければと考えております。  

 

○山口委員  

 あともう一つ、根本のところですけれども、子育て世代包括支援センターというのは、組

織なんですか、それとも、建物とか組織とか、単にそういう各課の連携のことを示している

んですか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 子育て世代包括支援センターは、今ある４つの保健センターのような事業所ではなくて、

私たちがおります地域保健課の中に専任の職員を置くというような形になります。場所も、

この建物の中というか、地域保健課の中に設けます。ただ、この中にいろいろ共有の個室は

ありますけれども、専用の個室を設ける方向で今動いているところです。  

 

○山口委員  
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 そうすると、行政組織の中で言うと、保健所の地域保健課の下にセンターができるという

考えでいいですか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 下という位置になると独立した事業所という形になってしまうのですが、保健センターの

ような、いわゆる行政の独立した事業所ではなくて、あくまでも地域保健課の中に含まれる

という形です。  

 

○山口委員  

 例えば、センター長のような人がいらっしゃるとか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 センター長はいないです。  

 

○山口委員  

 責任者がいるとか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 母子保健係の中に入る形になります。  

 

○山口委員  

 そうすると、母子保健係との差は何ですか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 今、私たちがやっている母子保健係というのは、あくまでも、今、相談機能というのは母

子保健係の中にはありませんで、どちらかというと、企画運営であるとか財政のことである

とか外部との交渉であるとかということを中心にやっていますが、その中に子育て世代包括

支援センターの専任の職員を置いて、その人たちは、私たちが今現在やっている母子保健係

の仕事とは全く別に、子育て世代包括支援センターの仕事に専念していただくというような

形で今考えています。  

 

○山口委員  

 子育て世代包括支援というのは、いろいろな課とか、いろいろ多岐なところにかかわって

くるわけですよね。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 そうです。今、医療機関とやりとりしている連絡票というようなものを使って、各課から

の情報、例えば、保育園で気になる子がいるとか、学校で気になる子がいるというようなも

のも、連絡票を使って子育て世代包括支援センターに送っていただくというような、窓口が

一つになるというか、連携する。  

 今、多分、各保健センターと担当レベルでやりとりをしているような形だと思いますけれ

ど、子育て世代包括支援センターを一つの窓口にして、そこと保健センターも含めたいろい
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ろな関係課だとか医療機関と連携をし、窓口を一本化するというイメージです。  

 

○山口委員  

 例えば、経済的に困っているというような妊婦さんも……。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 「子育て世代包括支援センターに行ってみて」というような、そこで全てが解決するわけ

ではないです。そういうご相談があれば、連携するところ、あるいは相談できる窓口におつ

なぎするという形になります。  

 

○山口委員  

 そうすると、とりあえずの入り口が一つになるということですか。一つにしたいと。なる

かどうかは別にして。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 そうですね。  

 

○保健所長  

 説明のほうが、わかる人はわかるのでしょうけど、イメージがつかないところがあるかも

わからないので、あえて誤解を恐れない形で言うと、結局、係の中で班みたいな一つの山を

つくって専属でやっていくという形です。  

 あと、こういうものなので、市民に対しても、ちゃんとこういう事業をやっているという

看板は掲げないと、結局、それこそ先生がおっしゃったように、係なのか何なのかよくわか

らないので、外向けに、看板はもちろん、電話もちゃんとして掲げていくという形でござい

ます。  

 ですから、箱物的というような感じではないということです。  

 

○山縣部会長  

 包括支援センターについては、いろいろな形があるということで、どういう形で各市町村

がつくるかということですが、２０２０年度末までに、とにかく全ての市町村でこれを設置

するということが、法律で、母子保健法等の改定に基づいて決まりましたので、それに基づ

いて、今、順次、いろいろな市町村でつくっているところです。  

 恐らく、これについては、もう少し、船橋市ではこういう形のものでやっていくというの

が、ここにいらっしゃる委員の方も十分理解できないと、市民の方はもっと理解できないの

で、そういう形のものが少し絵に描いてわかるような形で今後示されればと思います。  

 時間ではありますが、何か追加で。  

 

○山口委員  

 今の最後の、法律で決まっているというのは、この新事業の展開のところで、例えば、不

妊相談センター事業、産後ケア事業、これもやらなきゃいけないと決まっているんですか、

それとも、これは選択の余地があるんですか。  
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○山縣部会長  

 既に今までされてる事業、今ある事業、それをどういうふうにこの中に統合してやるかと

いう、むしろそういう話になると思います。  

 

○山口委員  

 やらなければいけない義務ではない。  

 

○山縣部会長  

 こういうものをやりましょう、そこに加えて、今、相談というのが表に出ているのは、実

は、相談ときちんと銘打った事業というのは必ずしもあるようでなくて、それを、そこにき

ちんと一元的に相談できるような形につくっていきましょうという理解だと思いますので、

それも含めて。  

 何か新しいことをやるというよりも、もう少し、母子保健という、先ほどお話しした、妊

婦はどこに行くんだ、生まれてからどこに行くんだ、そういうふうにばらばらにあったもの

が、一つのところに行けばという、そういうイメージ。じゃあ、その中では、どんな人が、

どういう機能を果たしているのかということをセンターとして整理していきましょう、そう

いうイメージなので、そうなってくると、これを第三者に委託するような市町村も出てきま

すし、ちゃんと市町村の中で今までのものを少し整理しながらやっていくところも出てきま

すし、いろいろな形があるという理解をしていけばいいのではないかと思います。  

 私自身も、じゃあ、船橋市は、どういう形で、どういうふうにしていくのかというのは、

今、必ずしも十分理解していない中でお話をしているところでありますので、それについて、

ぜひ、次に、もう少しわかりやすい形のものを出していただければいいかなと思います。  

 時間ではありますが、どうしてもという方、もしもいらっしゃれば。  

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。  

そのほか何か事務局からありますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 きょう、小口先生がご指摘されたＤＯＨａＤの話は非常に重要で、ライフコースを通じた

ヘルスケアというときに、妊娠期から生活習慣病予防は始まっているという話も含めて、そ

のためにはデータをどう利活用していくかということがあります。  

 先ほどの予防接種の話も、実は、マイナポータル、マイナンバーを使って、その中で定期

接種に関しては市町村が全部そこにデータを入れていて、市民の人たちは、自分たちのマイ

ナポータルを使うことによって、どこまで接種しているかが全部わかる仕組みになっている

のですが、それが活用されていない。  

 今後、例えば、市町村が持っている乳幼児健診のデータだとかそういったものを、マイナ

ンバーを使ったマイナポータルの中に入れていって、ご本人が責任を持ってそれを誰かと共

有して自分の健康支援をしてもらうとか自分がやっていく仕組みというのは、今、２０２０

年を目指して、かなり急速に進んできています。  

 今、先生が言われるように、むしろ、それを支援する側の仕組みのほうがおくれていて、

それをどうしていくかということは、こういう保健行政、データヘルスと言われているもの、

特に母子保健領域では、かなりおくれているところなので、最も人口の多い中核市である船

橋市が今後どう取り組んでいくかは、かなり重要な点だと思います。  

 それから、先生が言われた、ちょっとしたお節介というのは、まさに母子保健とかこうい

う領域をやる人の姿勢で、そこは福祉と大きな違いだと思っています。  
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 福祉は、申請に行って初めて支援してもらえるけれど、予防というのは、やはり誰かがち

ょっとしたお節介をすることによって何とかうまくいく。でも、それを今は、実は市民の側

が、「そのお節介要らない」と言う人たちがどうも増えてきていて、その辺の理解をきちんと

踏まえた上でやらないと、「乳幼児健診は行きたくない」とか「妊婦健診は行きたくない」と

か「あそこに行くと怒られるから行きたくない」とか、そんな感じになっていってはいけな

いということも現実問題としては起きています。  

 そういうことも含めて、きょうのお話し合いをもとにして、最終的な中間評価を今年度や

り、来年度、新しい母子保健計画の中に、そういった実態も踏まえてつくっていくことがで

きればと思っておりますので、今後とも、たくさんの意見をお聞かせいただければと思いま

す。  

 少しオーバーしてしまいましたが、これで、平成３０年度第２回船橋市地域保健推進協議

会母子保健部会を終了したいと思います。  

 どうもご協力ありがとうございました。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 山縣部会長、議事進行ありがとうございました。  

 また、委員の皆様には、大変貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございま

す。  

 それでは、本日の検討会の議事内容につきましては、初めに部会長より説明がありました

とおり、議事録につきましても公開となりますので、ホームページに掲載する前にご確認さ

せていただくようにいたしますので、お忙しいとは存じますが、その点はご協力をよろしく

お願いいたします。  

 また、次回の部会ですけれども、ここにお示ししておりますが、平成３１年３月７日、１

４時から１６時ということで開催を予定しておりますので、どうぞご出席いただきますよう

にお願い申し上げます。開催の案内につきましては、後日また送付させていただきます。  

 それから、当部会の母体の会議体であります船橋市地域保健推進協議会が、平成３１年１

月１０日（木曜日）に開催予定でございます。こちらにつきましても、後日、事務局になっ

ております保健総務課のほうからご案内文が送付されますので、到着しましたらご確認いた

だければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、これで、平成３０年度第２回船橋市地域保健推進協議会母子保健部会を終了さ

せていただきます。どうもありがとうございました。  


