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 保健総務課 市田課長補佐 

 地域保健課 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）「健やか親子２１」に沿った船橋市の現状 

 （２）船橋市として取り組む母子保健の課題 

 ４．その他 

 ５．閉会 
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○事務局（母子保健係長）  

 それでは、少し定刻より早いのですけれども、皆さんおそろいになりましたので、始めさ

せていただきたいと思います。  

 ただいまより、平成３０年度第３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の髙山でございます。よろしくお

願いいたします。  

 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ておりま

す。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、配付資料の確認をしたいと思います。お手元よろしいで

しょうか。  

 まず、次第、出席者名簿。この出席者名簿に今井委員が「欠席」となっておりますが、本

日ご都合をつけていただきご出席いただけるということで、いらしていただいておりますの

で、今井委員の「欠席」という部分をご訂正お願いいたします。それから、席次表、資料１

「『健やか親子２１』に沿った船橋市の現状分析」というパワーポイントの資料、それから、

資料２「船橋市として取り組む母子保健の課題」、これもパワーポイントの資料です。この５

点になります。  

 お手元にない方はいらっしゃいますか。皆さんおそろいでしょうか。  

 また、本日は寺田委員と青木委員から欠席のご連絡がありましたのでご報告いたします。  

 それでは、開会に当たり、保健所長の筒井よりご挨拶申し上げます。筒井所長、お願いい

たします。  

 

○保健所長  

 保健所の所長をしております筒井でございます。委員の皆様方におかれましては、この母

子保健の部会が立ち上がって今回３回目となりますけれども、委員としてお引き受けいただ

いて、前回、前々回、ご議論いただきまして、まことにありがとうございます。  

 また、ちょうど１月に開催した地域保健推進協議会の本体の条例の関係で、部会の委員の

方も全員そちらの本体委員という形になっているのですが、会議の成立の関係上もありまし

て、そちらのほうにもご出席賜りまして、ありがとうございました。おかげさまでそのとき

の協議会の本体のほうにおきまして、部会の設置の話もご了解していただきました。  

 条例のほうの改正案を今ちょうど議会のほうに提出してご議論いただいている最中でござ

いますので、無事に条例が改正されましたら、ちゃんと協議会本体と部会のほうが置かれた

形でいろいろご議論いただける形になるかと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。  

 これまでこの会議は、第１回では基本的にまずスタートということで、船橋の関係の母子

保健のデータだとか、私どもの母子保健に関しての事業等につきまして、ご説明させていた

だきました。また、第２回では、現在の船橋の母子保健計画の評価のことと、今いろいろ検

討しているところですけれども、子育て世代包括支援センターの設置に向けて、こちらでご

議論いただいております。  
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 今回３回目ということでございますが、まさに今後新しく母子保健計画のところをまたつ

くっていかないといけませんので、国のほうの「健やか親子２１」第２次の指標に照らし合

わせて、船橋の現状などにつきまして、また、そこから課題等につきましても、ここの委員

の皆様方にしっかりとご議論いただきまして、そのご議論を踏まえて私ども今後計画の中身

に反映させていきたいと思っておりますので、本日はしっかりとご議論をお願いしたいと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 時間も限られておりますので、これで私の挨拶とさせていただきます。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 筒井所長、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、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  

 皆さん、こんにちは。お忙しいところ、本当にありがとうございます。２月、３月は皆さ

ん本当にお忙しいと思いますが、きょうはどうぞよろしくお願いいたします。  

 今回の会議の公開について、少しご説明いたします。  

 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まして、

会議及び会議録を公開することになっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し

上げます。  

 なお、本日、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。  

 先ほど保健所長からもありましたように、最初が、「健やか親子２１（第２次）」が始まっ

ておりますが、それについての現状分析ということで、来年度、中間評価に入ることになっ

ておりまして、ここで船橋市の現状をこの目標値に照らし合わせて分析されるというのは非

常にいい機会だと思いますので、今回それを行っていただくことになります。  

 では、「健やか親子２１」に沿った船橋市の現状について、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）  

 地域保健課の笹原と申します。私のほうからご説明させていただきます。着座にて失礼い

たします。  

 先ほど所長からもお話がございましたが、第１回、第２回では、船橋市の母子保健の現状

や事業実績、現行の母子保健計画について、現在の指標に基づき現状をお伝えしてまいりま

した。今回は、新しい母子保健計画の策定に当たり、「健やか親子２１（第２次）」に沿った

形で策定していくために、再度、「健やか親子２１（第２次）」について確認のほうの説明を

させていただきます。  

 「健やか親子２１（第２次）」は、平成１３年から開始しました母子の健康水準を向上させ

るためのさまざまな取り組みをみんなで推進する国民運動計画として策定された「健やか親

子２１」を平成２６年に現状と課題を踏まえて評価され、平成２７年度から開始している新

たな計画になっております。  

 平成２７年からの「健やか親子２１（第２次）」は、基本的な４つの視点を持って指標の設
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定が行われました。１つ目は、今まで努力したが達成（改善）できなかったもの、２つ目と

して、今後も引き続き維持していく必要があるもの、３つ目が、２１世紀の新たな課題とし

て取り組む必要があるもの、４つ目は、改善したが指標から外すことで悪化する可能性があ

るもの、という視点をもって指標が設定されています。  

 そして、「健やか親子２１（第２次）」では、１０年後に目指す姿を「すべての子どもが健

やかに育つ社会」を掲げています。すべての子どもが健やかに育つ社会といいますと、具体

的には、日本全国どこで生まれても一定の質の母子保健サービスが受けられ、かつ、生命が

守られるという地域間での健康格差をなくすこと。もう一つは、疾病や障害、経済状態等の

個人や家庭環境の違い、多様性を認識した母子保健サービスを展開することを目指していま

す。  

 そこで、１０年後すべての子どもが健やかに育つ社会の実現のために３つの基盤課題と、

特に重点に取り組む必要がある重点課題というものが設定されています。  

 こちらが３つの基盤課題と２つの重点課題になっています。  

 ３つの基盤課題のうち、基本課題のＡとＢのほうは、従来から取り組んできたが引き続き

改善が必要な課題や少子化や家族形態の多様化等を背景として新たに出現した課題が挙げら

れていまして、ライフステージを通してこれらの課題の解決を図ることを目指して設定され

ています。  

 基盤課題Ｃのほうでは、基盤課題ＡとＢを広く支える環境づくりを目指すための課題とし

て設定されました。２つの重点課題のほうは、さまざまある母子保健課題の中でもＡからＣ

の取り組みのより一歩進めた形で重点的に取り組む必要があるということで設定されていま

す。  

 それでは、基盤課題Ａ・Ｂ・Ｃ、重点課題①、②の順に沿って確認してまいりたいと思い

ます。こちらの表の左が指標になっておりまして、次のところが策定時の国のベースライン

になる値になります。次に国の中間目標で、５年後、１０年後の目標が設定されていて、一

番右は、市の２９年度の船橋市の実績を載せさせていただいております。  

 まず、基盤課題Ａの「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」についてです。こちらの

課題の内容としましては、妊娠、出産、育児期における母子保健対策の充実に取り組むとと

もに各事業間の関係機関の連携体制を評価する。また、情報を有効に活用し、母子保健事業

の評価・分析体制をつくり、切れ目のない支援ができる体制を目指すということで、安心安

全な妊娠、出産、育児のための切れ目のない妊産婦・乳幼児保健対策の充実を図ろうという

ことが目標になっています。  

 まず、「妊産婦死亡率」ですけれども、今この項目に関して市の統計が出ていないので、計

画の策定のときまでにはデータを出せたらと思っているところです。  

 ２番目の「全出生数中の低出生体重児の割合」についてです。こちらは「健やか親子２１

（第１次）」の評価で悪化したものが２つありますが、そのうちの１つになっています。船橋

のほうは国のベースラインよりもよい値になっています。  

 ３番目の「妊娠・出産に満足している者の割合」と４番目の「むし歯のない３歳児の割合」

も、国よりもよい値になっております。  

 ５番目の「妊娠中の妊婦の喫煙率」、６番目の「育児期間中の両親の喫煙率」、７番目の「妊

娠中の妊婦の飲酒率」についてですが、こちらも国よりよい値になっています。  

 ８番目の「乳幼児健康診査の受診率」は、国の指標としているのが３～５か月児について

の値ですが、市のほうでは４か月健康相談の受診率を掲載させていただいております。そし
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て残念なことに、１歳半と３歳のところは国よりよい値なのですが、４か月健康相談につい

ては低い値になっております。  

 次の「小児救急電話（＃８０００）を知っている親の割合」についてですが、こちらは国

のベースラインよりもよい値になっています。  

 次の「子どものかかりつけ医を持つ割合（医師・歯科医師などを持つ親の割合）」、こちら

のほうは３～４か月児においては国のベースラインを下回っています。歯科医については国

の値よりもよい状態になっています。  

 １１番目の「仕上げ磨きをする親の割合」、こちらは後の課題のところでまた述べたいと思

いますが、１歳６カ月健診の問診の項目に入っているもので確認をしております。こちらは

国のベースラインを下回っている状況となっております。  

 １２番以降になりますが、こちらは環境整備の指標と言われている指標になりまして、市

区町村が何らかの取り組みをしているかとか、そういった体制が整っているかという項目に

なっております。基盤課題Ａの「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」としての環境

整備については、船橋は整っているという状態になっています。こちらも同じです。  

 今度は参考となる指標ということで、こちら（スライド●参考とする指標）とこちら（ス

ライド有●参考とする指標）がありますが、指標の数が多いこともありまして、今回データ

の把握はしていないのでお示しすることができないのですが、これはぜひ押さえておくべき

だという指標がございましたら、後ほどご意見をいただきたいと思っております。  

 次に、基盤課題Ｂの「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」についてです。課題

の内容としましては、児童・生徒みずからが心身の健康に関心を持ち、よりよい将来を生き

るため健康維持・増進・向上に取り組めるよう、多分野の協働による健康教育の推進と次世

代の健康を支える社会の実現を目指すということで、子どもが主体的に取り組む健康づくり

の推進と次世代の健康を育む保健対策の充実を図ろうというものになっております。  

 まず、１番目の「十代の自殺死亡率」です。第２回でもご説明させていただきましたが、

１５～１９歳では国の値よりいいのですけれども、１０～１４歳では３．５と国のベースラ

インより悪い値になっております。  

 ２番目の「十代の人工妊娠中絶率」ですが、表上では国のベースラインよりよい値にはな

っておりますが、こちらは市の保健所管内の医療機関からの報告になるために、市外の方が

混ざっていたり、市民の方が市外で受診している場合もありますので、市の状況として把握

することが難しい指標です。  

 ３番目の「十代の性感染症罹患率」についても、同じように統計上の問題がありますので、

今後、人工妊娠中絶とか性感染症罹患率などについて、市としてはどのように見ていったら

よいか、何か良いご意見がありましたら後ほど伺えたらと思います。  

 次が、「児童・生徒における痩身傾向児の割合」と「児童・生徒における肥満傾向児の割合」

についてです。国は学校保健統計調査からのデータで、船橋のほうは市立の全小学校・中学

校・高等学校の集計データがございましたので、こちらはかなり現状に即した値でご提示で

きていると思いますが、それで比べてみると痩身傾向児の値が国のベースラインよりも悪い

値になっております。  

 ６番目の「歯肉に炎症のある十代の割合」についても、先ほどと同じ市のデータがござい

まして、そちらと比較しましたら、国の値よりもよい状態でありました。  

 次に、７番目の「十代の喫煙率」と８番目の「十代の飲酒率」になります。市の値は、今

年度、「健やかプラン２１」の評価のための市民意識調査というものを行っているのですが、
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そちらの結果から把握した値を出させていただいております。まだ暫定値になりますのでご

注意ください。調査の対象年齢は、喫煙率については、国では中学校１年生と高校３年生、

市では中学２年生と高校２年生、飲酒については、国は中学校３年生と高校３年生、市は中

学校２年生と高校２年生ということで、ちょっと比較が難しいのですが、中学生の飲酒に関

しては、年齢が低いにもかかわらず市のほうが悪い値になっています。  

 次に、「朝食を欠食する子どもの割合」についてです。こちらは小学生のデータがないので

すけれども、中学生のものにつきましては国のベースラインよりも悪い値になっています。  

 １０番以降は、先ほどの基盤課題Ａのところでも申し上げました環境整備の指標となって

おります。こちらは、整っていたり、データがなかったりということです。  

 参考となる指標につきましても、データのほうを表などで出すことができないのですが、

これはぜひ確認しておきたいというものがございましたら、ご意見をいただきたいと思いま

す。  

 続きまして、基盤課題Ｃの「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」についてで

す。課題の内容としましては、社会全体で子どもの健やかな成長を見守り、子育て世代の親

を孤立させないよう支えていく地域づくりを目指す。具体的には、国や地方公共団体による

子育て支援施策の拡充に限らず、地域にあるさまざまな資源、ＮＰＯですとか民間団体、母

子保健推進員さんとの連携や役割分担の明確化が挙げられるということで、こちらのほうも

子どもが主体的に取り組む健康づくりの推進と次世代の健康を育む保健対策の充実を図ろう

とするものになっています。  

 まず、１番目の「この地域で子育てをしたいと思う親の割合」についてですが、こちらは

国よりも市のほうがよい値になっております。  

 ２番目の「妊婦さんが職場からの配慮を感じる割合」、３・４番目の「マタニティマークの

活用」ということについても、国の値よりも船橋の値のほうがよくなっておりまして、５番

目の「積極的に育児をしている父親の割合」についても、国の値よりもよい結果が出ていま

した。  

 ６番目以降につきましては、こちらも環境整備の面ということで挙がっているのですが、

船橋では体制がとれているような状況です。  

 また、参考となる指標については、先ほどと同じくこういった指標が出ています。  

 次に、重点課題①「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」ということで、こちらの内容

としましては、親子が発信するさまざまな育てにくさのサインを受けとめ、丁寧に向き合い、

子育てに寄り添う支援の充実を図ることとして、親や子どもの多様性を尊重し、それを支え

る社会の構築を目指すものとなっております。  

 １番目の指標ですけれども、「ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割

合」ということで、４か月の健康相談と１歳半健診・３歳児健診のどの時期においても、国

のベースラインよりもよい値にはなっていました。  

 ２番目の「育てにくさを感じたときに対処できる親の割合」は、国の値よりもちょっと悪

い値になっています。  

 ３番目の「子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合」についてですが、こちらは

国のベースラインよりもよい結果になっています。  

 ４番目、５番目のほうには環境整備の指標ということで結果が出ています。  

 参考となる指標についても、先ほどと同じ形で、すぐにデータというものはないのですが、

これはぜひ押さえておくべきだというものがございましたら、ぜひご意見ください。  
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 最後になります、重点課題②「妊娠期からの児童虐待防止対策」ということで、こちらは

児童虐待を防止する対策として、１つ目、発生予防については妊娠届出時からかかわること

が重要であること、２つ目として、早期発見・早期対応には新生児訪問等の母子保健事業と

関係機関の連携強化が必要であることから重点課題の一つとなっていて、児童虐待のない社

会の構築を目指すものです。  

 １番目の「児童虐待による死亡数」ですが、こちらも特に市で統計というものはとってお

りませんが、平成２７年度に市内で１例心中事例がございました。  

 ２番目の「子どもを虐待していると思われる親の割合」についてですが、こちらは問診表

の質問項目が策定時から変更になっている関係で、国のベースラインと比較することができ

ないのですが、国の策定時も市のほうも、年齢が上がるにつれてその値が高くなっていると

いうことが言えます。  

 ３番目の「乳幼児健康診査の受診率」については、課題基盤Ａのところでご説明させてい

ただいたので省略します。  

 ４番目以降の環境整備は、環境整備の指標ということで、こういったものが挙げられて、

実施しているものとか、データがないものになっております。  

 １０番目の環境整備のところですが、要保護児童対策地域協議会の実務者会議ですとか検

討会議について、産婦人科医療機関の関係職種の参加は今のところございませんが、助産制

度というものを利用する方のケースカンファレンスや妊産婦の精神疾患のある方のカンファ

レンスなどについては行っている状態です。  

 参考する指標ということで、こういったものが挙げられています。  

 次の「船橋市として取り組む母子保健の課題」というところで、悪かったものについて詳

しく説明していきたいと思いますが、全てに対する現状分析については以上になります。よ

ろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 では、何かご質問等ございますでしょうか。  

 

○小口副部会長  

 いろんな指標があって、よいもの、悪いものというふうなことを教えていただいたのです

が、数字で出るようなものと、アンケートをとって「思う」というものでは確度が違うと思

います。聞き方の問題もあるでしょうし、誰に聞いたのかということで、例えば「子どもを

虐待していると思われる親の割合」が１１．８％とか２７．８％なんていうのは、一般の人

が聞いて、それぐらいどこかにいるだろうなと思っていることを言っているのだったらこれ

ぐらいかもしれませんが、実際に知っているのだったらこれは大きな問題の数字だと思いま

す。ですから、この聞き方がどういうふうな聞き方なのかちょっとわからないので、３歳児

だと４５．９％で半分ぐらい、これは異常な数値ですよね。ですから、これはどうなのかな

と思いました。  

 それから、育てにくさを感じる親に寄り添う支援というところで、「ゆったりとした気分で

子どもと過ごせる時間がある母親の割合」が、これは気分ですから「過ごせていると思って

いる」ということです。私も小児科医で毎日お母さん方を見ていると、やっぱり余裕がない

です。こんなに余裕があるとは実際には思えない。お子さんが病気になる率というのは、や
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はり余裕がないご家庭のほうが多いという可能性はあるのでバイアスがかかっているのかも

しれませんが、実感としてこんな感じではないのではないか。特に共働きでお母さんが働い

ていらっしゃる家庭がどんどん増えていますので、ここまでの数があるという実感はないで

す。ですから、あくまでもこれはご本人の主観で言っているので、何時間とか聞いているわ

けではないでしょうから、そういうような指標と低出生体重何グラムというのを同じように

考えるのはいかがなものかなと思いました。  

 また、「朝食を欠食する子どもの割合」が、データがないというような話でしたが、これは

学校の春の健診のときに調査票がありますよね。そこの欄にでも入れて聞いてしまえば、多

分毎年何学年でどんな感じかというのが出てくるので、それは保健体育課と相談していただ

いて、そういうことも十分できると思いますので、工夫はできるのではないかと思いました。  

 感染者のところで、性感染症のデータはレセプトのデータを応用するというようなことを

しないと多分正確なところは出てこなくて、それが一番近いデータが得られるのではないか

なと思います。レセプトのデータの利用ということに関しては、今後いろいろ検討されてい

くのだろうと思うのですが、そういうようなことももし可能であればやっていくと、もうち

ょっと数が出るのかなと。実際にはつかむのはなかなか難しい数字だと思います。ですから、

本当にやるのであれば、そういうことまでやらないと数字が出てこないのではないかと思い

ました。  

 また、低出生体重児は、後で私もお話ししようかなと思いましたが、やはり今後の大きな

課題だろうと思います。国の基準よりはいいといっても、１年間の出生数が５，０００人を

切りましたけれども、５，０００人のうちの１％は５０人ですから、５０人が低出生体重児

のレベルになるのは、１％なんてすぐ変わってしまうと思います。ですから、そういうこと

もあるので、やはりこれは今後の母子保健のテーマとして低出生体重児を減らしていく方策

というのはすごく大きなところだと思いますので、値が少し低いからといって決して安心し

てはいけないのではないかと思いました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 何か事務局からありますか。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 小口委員、ありがとうございます。  

 まず、子どもを虐待していると思われる親の割合というところですけれども、こちらは問

診表で６つぐらいあります。「しつけのし過ぎはあるか」「感情的にたたいた」「感情的な言葉

で怒鳴った」「長時間食事を与えなかった」「乳幼児だけ家に残して外出した」「子どもの口を

ふさいだ」「子どもを激しくゆさぶった」のいずれか一つでもチェックが入った場合にカウン

トするというような形で捉えるような決まりになっています。「感情的な言葉で怒鳴った」と

いうのが、４か月児、１歳６か月児、３歳児の全てについて一番多い状況になっております。

なので、感情的な言葉で怒鳴るということはよろしくないことですけれども、口をふさぐと

かというのとはレベルが違うという認識は持っています。子どもを虐待していると思われる

割合が４５．９％と聞くと、本当にドキッとするようなデータにはなっておりますが、問診

表のそういったものに１つでもチェックがついているとカウントするという決まりと言うか

ルールの集計の仕方になっているのでそういう値になっています。  
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 あと、性感染症のデータのとり方等、いろいろご助言いただきましてありがとうございま

す。保健所の中に活用できるデータがありましたら、できるだけそろえていきたいと思って

おります。  

 「ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合」というのも、こちらの

回答が「はい」「いいえ」「何とも言えない」などの簡単なもので問診表からとるような形に

なっているのですが、こちらのほうも本当にその人の感覚というところになってきてしまい

ますので、実際どういう状況でゆったりとした気分と感じられているかというのは個人差が

大きいし、本当はもっといろいろなサポートとかがあれば、もっと時間をつくって差し上げ

るお母様やお父様がいらっしゃるかもしれないとは思います。  

 

○山縣部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○山口委員  

 非常に多岐にわたるテーマで、これを全部やるとなると相当厳しいのではないかと思われ

るのと、市として例えば妊産婦死亡をデータにしようとすると、船橋市で多分５年に１人ぐ

らいのお母さんが亡くなるのですが、そうすると、この１人というのは２人になってしまえ

ばあっという間にデータ数は倍になってしまうので、こういう指標というのは市の単位でや

るのはあまり意味がないのではないかと思います。  

 例えば、低出生体重児だってこれだけ流動している世の中で、市だけの対策でどうにかな

るという問題ではないので、地域としてやれる仕事と国家的なこととしてやらなければいけ

ない仕事を分けないと、これを全部目標といっても、とてもこの人数で何か具体的なことを

できるとは思えないし、例えば性感染症にしても、これだけ流動的に人が動いている中で、

それこそ外国の方もいろいろな人が入ってくるという中で、何％がどうなったかというのは

あまり意味がないのではないかと思うので、市の地域として我々がやっていけそうなこと、

目標にできることと、国家レベルで考えなければいけないことを分けないと、あまりにも多

過ぎると思うのですが、いかがでしょう。  

 

○山縣部会長  

 事務局から何かありますか。  

 一通りご質問を伺ってから、私、「健やか親子２１」の２００１年からの検討委員でありま

すので、中間評価とかも全部私どもの研究班でやっています。後で今のご質問を含めて回答

できるところは回答したいと思いますが、ほかに何かありますでしょうか。  

 今井委員。  

 

○今井委員  

 今井でございます。本日は出席なのに欠席と連絡してしまいすみません。  

 先ほど小口委員から言われました朝食の欠食の状況のデータがないということですが、き

っと栄養士会で朝食をとっているかとっていないかというのは４択ぐらいで毎年データを保

健体育課のほうに出していると思います。ですので、データはあると思いますので確認して

いただければと思います。  

 この朝食の聞き方も、「欠食」というのは毎日なのか週に何回なのか、ちょっと曖昧ですの
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で、これだとデータになるのかなというところがあるので、平成２５年度の小学校５年生が

９．５％というのは、これは毎日だったのかどうだったのかなと思いました。  

 あと、基盤課題というのと重点課題というのが、どういうふうに見ていっていいのか、ち

ょっと頭の中が混乱するくらい情報が多くて、自分も上手には言えないのですが、例えば基

盤Ｂの「学童期・思春期から成人に向けた保健対策」のところに、急にむし歯保有者、フッ

化物洗口をやっていて、なぜここで急に歯肉が出てきたのかなというところです。  

 ３歳児でう歯保有者が、例えば、仕上げ磨きをする親の割合とかを見ると、下回っている

というのが、きっとむし歯のない３歳児の割合が２４年度は８９％で、現状はよくなってい

るということですけれども、半分ちょっとの人しか仕上げ磨きをしていないのに、そうなの

かなというところです。  

 それを受けて、昨年のデータで就学時健康診断のときに２９％、約３割の子がむし歯だっ

たんです。きっと３歳から６歳までの間に一気にむし歯が増えているのではないか、きっと

仕上げ磨きをしっかりしていればもっともっと防げたのではないかというところです。  

 ここにはデータがないのですけれども、今年度の就学児健康診断のデータが出まして、今

年度は男子が３８％、女子が３９％のむし歯保有者があったそうです。約４割。もうびっく

りなので、ぜひフッ化物洗口の徹底、もっともっと下げた状態で３歳ぐらいからやっていた

だけるといいかなと思いました。  

 

○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。  

 

○事務局（八木担当職員）  

 地域保健課の歯科衛生士の八木です。  

 先ほどの３歳児の仕上げ磨きをしている保護者の割合ですが、国の指標で「本人が歯磨き

した後に仕上げ磨きをする」というご家庭の数値であり、仕上げ磨きだけを取り上げてみま

すと９４．７％の船橋市の保護者の方が実際は仕上げ磨きをしている。ただ、子どもが自分

で磨いているか、いないかというところで厳しく見ているので、数値がこのようになってお

ります。  

 フッ化物洗口については、谷先生もいらっしゃるのですが、３歳ではうがいがきちんとで

きないということもあり、厚生労働省のフッ化物洗口ガイドラインでは４歳から実施が望ま

しい形になるかと思います。  

 

○山縣部会長  

 ほかにはいかがですか。大丈夫ですか。  

 では、佐藤委員。  

 

○佐藤委員  

 佐藤です。「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」の「乳幼児健康診査の受診率」を、

４か月健康相談の受診率で見ていますけれども、これについては生後３～６か月の無料券も

あるので、そこも含めた形で評価されるのがいいのではないかと思っています。生後３～６

か月のある 1 箇所の時点だけで評価してしまうのもどうかと感じました。  
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 それから、「朝食を欠食する子どもの割合」では、中学生になって１６．１％が朝食を欠食

しているということで食事をとる子どもの割合がかなり悪くなっていますけれども、これは

親の就労形態が影響しないのか、背景的なところも分析の中に加えていただけると、よりわ

かりやすいと感じています。  

 また、「子どもを虐待していると思われる親の割合」で、判断基準については先ほど小口委

員の質問の答えとしてありましたけれども、その基準に対して、健診の場面で対応した結果

どういうふうになったかというところが評価されていかないと、こんなに多いのかで終わっ

てしまう。やったかやらないかという判断というのは、適切ではないと感じました。  

 

○保健所長  

 すみません、委員の方々には大変申しわけないのですが、資料にページ番号を振っていな

いのでおわび申しあげます。これからもしありましたら、横に番号が振ってありますので、

例えばＣの何番とか重点①の何番みたいなことをおっしゃっていただけると、多分皆さんが

見やすいと思いますので、その辺のところ特段のご配慮をお願いできればと思います。以後

気をつけますので、どうか本日はよろしくお願いいたします。  

 

○山縣部会長  

 ほかにはいかがでしょうか。一通りご意見があれば。  

 少し今出てまいりましたが、「健やか親子２１」に関しては、先ほどもお話ししましたよう

に、私が検討委員会の委員をやっております。それから指標についての評価をする研究班を

ずっとやっておりますので、簡単にこの「健やか親子２１」の指標のつくりなどをご説明し

た上で、今、委員の皆さんから出たことに関して基本的なことでお答えできることは答えた

いと思います。  

 まず、この「健やか親子２１」は、「健康日本２１」という生活習慣病予防を初めとする健

康向上のための国の国民健康づくり運動の母子保健版という位置づけと少子化対策という位

置づけの中で、母子保健における国民運動計画ということであります。第１次では思春期の

心と体の問題、それから、２番目に、妊婦が快適な妊娠・出産ができるということ、３番目

に小児医療・保健の問題、そして４番目に虐待の問題、その４つが大きな課題で、いずれも

２０世紀中に達成できなかったもの、それから、現状でまだ問題のあるものがあげられてい

ます。  

 そして、最後の虐待については、２０００年のころは、まだ日本はチャイルド・アビュー

ズとあまり言われていなかった時代に、これから２１世紀になってこれが問題になるだろう

ということで出てきた課題ということであります。いずれも最終評価が行われた時点では指

標としては８割ぐらいが改善していたのですが、その中で悪化していたものが２つあって、

１つが十代の自殺率です。それからもう１つが低出生体重児の割合。これが悪化していまし

た。  

 ほかのものについては、評価できないということがありましたが、これは何かというと虐

待の問題です。虐待の指標については諸事情により評価できないという最終評価になってお

ります。  

 今回その最終評価と新たな課題を踏まえて「健やか親子２１（第２次）」というものができ

たということで、今の基本的な枠組みはあまり変わらず、それにプラス「育てにくさを感じ

る親の問題」というのが出ました。これは何かというと発達障害に関することが中心で、第
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１次のときには実は発達障害の問題が明確には入っていなくて、そのことが今回入ってきた

ということが新しいところです。  

 そして、その中にあって指標のつくり方ですが、１つは、基盤課題Ａ・Ｂ・Ｃというのは、

切れ目のない母子保健のサービスというもののうち、Ａが小学校に上がるまで、Ｂが思春期

を中心とした切れ目のない支援ということであります。Ｃというのは、いわゆるソーシャル

キャピタルという地域で子どもを育てるという視点から、いわゆる基盤課題Ａ・Ｂ・Ｃとい

うのは、母子保健の本来のあるべき姿というのをもう一度この中で考え直そうという視点か

らのものです。  

 重点課題というのは、この絵（スライド「健やか親子２１（第２次）」）にありますが、た

くさんある母子保健の課題の中から特に虐待の問題、そして発達障害の問題を取り上げて、

これを２つの重点課題としてトータルで５つの課題についてそれぞれ数値目標をつけて、そ

れを達成していこうということです。  

 この指標に関しても３つのレベルがありまして、１つは最終的な健康水準の指標、妊婦死

亡率のようなものはまさにそれに当たります。２番目に、その最終的な健康水準の指標を達

成するために各自が行動変容を起こす必要があるわけですが、そういった健康行動の指標、

例えば十代の喫煙率のようなものはまさにそういうものです。３つ目として環境整備の指標、

これは例えば十代の喫煙を減らすのであれば、それに対してどういうふうな防煙・分煙・禁

煙教育をしていくのか。２０年前であれば外にある自販機をなくそうとか、そういうふうな

ことがあって、この３つの水準の中で指標を決めていったというところです。先ほど閲覧し

たのは、その３つが分かれていなくて表示されているので、ちょっとわかりにくかったかと

思います。「健やか親子２１」の中で一番大切なのは、「この地域で子育てをしたいと思う親

の割合」、これが一番重要な指標だというふうに考えられています。これはいわゆる健康水準

の指標ということになるわけですが、一番早くできるのは環境整備の指標で、例えばこうい

う決まり事をつくりましょうとか、こういうふうな制度を運用していきましょうとか、そう

いったものがその中にあります。その次が、それをもって例えば健診を受診する受診率の指

標のようなものは健康行動の指標というふうになっていて、そういったものが達成できると

最終的に健康水準の指標も改善していくだろうと、そういう積み上げがされているというこ

とであります。  

 この指標は、委員の皆さんが言われるのはあくまでも国の指標なので、それを都道府県レ

ベルや市町村レベルに落として考えるには難しいものもあります。特に今言われた妊婦死亡

というのは年間３０～４０人なので、それを都道府県・市町村レベルで考えていくのは非常

に難しくて、ただ、実は我が国は１００万人当たり４０、つまり１０万人当たり３～４人と

いう値は、乳幼児死亡率に比べると決してよくない指標です。欧米に行くと２とかのレベル

の国があって、そのほかの指標が日本が圧倒的にいいものに比べると、決して悪くはないの

ですが、それをどういうふうにして考えるのかというのが国全体の問題で、例えばその１つ

として妊婦健診というのをしっかりと受けていただいて、妊婦の死亡というのは飛び込み出

産だとか基礎疾患がある方ということはあるわけですが、そういう中では例えば妊婦健診と

いうのは補助金を出しているので、それに対してきちんと受けている人の割合のようなもの

を例えば市町村レベルでは指標にするとか、そういうふうなことを考えていく。なので、健

康水準のところまでは難しいけれども、今言った健康行動のところでそれを置きかえてみる

といったような工夫をされるといいということであります。  

 それから、小口委員が言われたことはごもっともで、客観的な指標と主観的な指標という
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のがこの中にあるのですが、１つはＱＯＬの指標みたいなものはどうしても主観的な指標に

なってしまわざるを得ない。だから、例えば「この地域で子育てをしたいと思う親の割合」

というのがありますが、これは、どうしてそう思うのかという理由はさまざまです。逆に言

うと、どうしてこの地域で子どもを育てたいと思わないのかという理由もさまざまで、保育

園に入れなかったから嫌だとか、乳幼児健診を受けたけどちょっと嫌なことを言われたから

嫌だとか、そのときの気分によって変わることは確かなのですが、今ここの指標にあるよう

に、船橋市のように９５％というのはまあまあいいところです。ただ、多くのところが９２

～９３％以上です。その中にあって、やはり地域によって８０数％というところがあるんで

す。１０ポイントぐらい低いところがある。それはなぜなのかということをきちんと明らか

にしていって、さまざまな理由ではあるのですが、そういうことをして、いわゆる格差をな

くしていくといったようなことをしていく必要があるということが言われているところであ

ります。  

 本当に数分でしかお話しできませんでしたが、お話しました基本的なことをベースに考え

ていただければと思います。ご指摘のありました歯につきましても、仕上げ磨きが子どもた

ちのむし歯の予防には非常にいいのですが、船橋市はフッ化物洗口推進されているので、そ

れのほうが圧倒的にいいわけです。それをやることのほうが圧倒的にむし歯予防にはいいと

いうことはエビデンスとしてわかっていて、ただ、それができないようなところは、きちん

と仕上げ磨きをしてあげることで予防はかなりできるというエビデンスもありますし、さら

に、仕上げ磨きはそれだけではなくて、母子の愛着だとかそういったようなものにも関係あ

るので、そういう意味でもこういったものを推進していこうということであります。  

 最後に虐待のことを言いますと、虐待していると思うかどうかを聞くと数％です。でも一

つ一つの項目で、大きい声を出すとか、たたくとか、口をふさぐとか、そういうふうなこと

をしていくと、どれかに○をつけている人というのは、子どもが大きくなるに従って、船橋

のように３歳ぐらいになって４０数％というのは結構当たり前です。当たり前なのですが、

先生方が言われるようにこれをもって虐待とは言いません。なぜかと言うと、もしこれが虐

待であったならば、乳幼児健診でこれをとった段階で通報していかなければいけないわけで、

つまり乳幼児健診でとるときに、お母さんに「あなたは虐待していると思いますか」という

質問は聞けないんです。もしも○をつけたら法律で通報しなければなりません。ですから、

一つ一つの項目で一個一個は必ずしも虐待ではないのだけれども、そういうものを聞くこと

によって、例えば「口をふさぐ」に○をつけていたら「どういう時にふさぐんですか」と聞

いてあげるとか、「叩いてしまう」というと「どんなときに叩くんですか」と聞いてあげる。

それがコミュニケーションになったり、そういうところに○をつけているお母さんのＳＯＳ

を受けとめる。普通の面接だけではなかなかスキルがないとそういうことを拾い上げること

ができないのですが、こういうものに○をつけてもらうことによって、ＳＯＳをとる。  

 ただし、これだって最初の小口委員の話と一緒で、本当に虐待している人は○をつけない

んです。それも事実です。でもそれは現場にいる保健師さんが乳幼児健診に来ている親子を

見ていればわかるはずです。何も○をつけていないことは一番のハイリスクである可能性が

あるというのは、私が言うまでもなく、現場にいる保健師さんたちはきちんとわかっていて、

そういう対応をされている。もっと困るのが、来ない人たちです。なので、ここに乳幼児健

診の受診率というのがあるのは、とにかく何らかの形でつながっていてくださいと、孤立し

ていることが一番のリスクなので、つながっていましょうと。  

 それで国の施策として「こんにちは赤ちゃん事業」ができたわけですが、あれも人数が多
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いとちゃんと訪問できなかったりするので意味をなしていないけれども、こういう乳幼児健

診で何らかの形で、とにかく自分たちの地域のどこに親子がいるのかということを把握する。

できれば必ず会うというようなことを１回でもやりましょう。そのいい機会が乳幼児健診で

すと、そういうふうな背景でこういうものがあるということです。  

 釈迦に説法ではありますが、そのようなことでこれが成り立っているということはご理解

いただいた上で、次にこれをもとにして来年度の話ということです。指標をそのまま市町村

の指標に使っていくというのは、それは無理があることは当たり前ですので、そこをぜひ委

員の先生方、それから事務局のほうで考えていただいて妥当なものを選定していただけらば

と思います。  

 しかも、皆さんがおっしゃるように国の指標は多過ぎます。多過ぎるので市町村の中でも

う少し絞り込んでいただければと思います。一方で、先ほどお話しした３つのレベル、健康

水準、行動水準、環境整備ということで指標に分けると、そんなには多くないかもしれない

ということであります。  

 何かその上でさらにご質問とかご意見とかありますでしょうか。  

 また後で「船橋市として取り組む母子保健の課題」というところでも、この話の続きにな

ると思いますので、とりあえずここは一旦…。  

 

○山口委員  

 確認だけよろしいですか。  

 

○山縣部会長  

 どうぞ、お願いします。  

 

○山口委員  

 今の話はよくわかったのですが、船橋市として例えばこの課題をつくるときに、評価の基

準はこの国のつくったものとして、山縣部会長がおっしゃったように、船橋市として取り組

む課題を選ぶこと自体は自由なんですか。  

 

○山縣部会長  

 自由です。国に上げる指標というのがあるので、そういうのはどこかに入れておくという

ことになると思いますが、ただ、それを船橋市の「健やか親子２１」なり母子保健計画の中

の指標にそのまま入れる必要はありません。  

 もう一言言いますと、今、参考指標というのがあると言いましたが、この中には実は乳幼

児死亡とか一番重要な指標が入っています。どうしてこれが参考指標かというと、これは参

考にするという非常に重要な指標なのだけれども、もう目標値をつくれないんです、あまり

に低くて。だから、目標値を立てることができない。でも重要な指標だから参考指標として

常にウォッチはしておいて、これが動くようなことがあれば、やはりそれは非常に問題だと

いうことで見ていこうというレベルのもの。それが参考指標の中には多く入っているという

ことになりますので、繰り返しになりますが、山口委員が言われたように、これに関しては

船橋市の中で適切な指標、それから新たな指標があってもいいと思いますし、そういうもの

をつくっていかれるといいと思っています。ただ、国の指標と同じにしておく一つのメリッ

トは比較ができるということなので、自分たちの位置づけがわかるという意味では、そうい
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う視点からも指標を考えていかれるといいかなと思います。  

 

○佐藤委員  

 いつも思春期の教育というところで指標を挙げようと思ったときにとても難しくて、一体

どういうふうに評価していけばいいのか考えさせられます。ほかの自治体でどう評価されて

いるのかお聞きしたかったのですが。  

 

○山縣部会長  

 ここでは基盤課題Ｂのところに挙げられているのが多くの指標で、実は２０００年以降、

子どもたちの体格というのはあまり変わっていなくて、それまではずっと身長も体重も増え

ていたのですが、２０００年以降はあまり変わっていない。ただし、痩せは増えており、肥

満に関しても上げどまり感はあるけれども、もう少し適正体重のほうがいいだろうというこ

とで、それは体格について一つの指標だと思います。  

 もう一つ挙げるならば、こころの問題が思春期の重要な健康課題と言われていて、多分そ

こがすごく難しいところだと思います。最終的にはそれが１０代の子どもの自殺率になるわ

けですが、１０代といっても年間６００人～７００人前後の自殺ですので、それを都道府県・

市町村レベルに落としたときにばらつきが出てきますし、その原因もさまざまですので難し

いのですが、そういったようなものは国の指標として考えて、その前の段階に子どものここ

ろの問題をどう考えるかというのは本当に大きな課題だというふうに思いますし、この中で

は必ずしも十分入っていないと思います。  

 ほかはよろしいでしょうか。  

 では、この問題はまた後でご意見を伺うとして、次に「船橋市として取り組む母子保健の

課題」というところで、事務局から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、「船橋市として取り組む母子保健の課題」ということでご説明させていただきま

す。資料２のもページの記入がされていなくて申しわけございません。見にくいと思います

が、よろしくお願いいたします。  

 先ほど、「健やか親子２１（第２次）」の指標に沿って現状を報告させていただきましたが、

次に、国の策定時の値と比較して市のほうでベースラインに達していない項目について、そ

れが課題となってくると思いますので、そちらのほうを少し挙げていきたいと思います。  

 まず、基盤課題Ａの「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」という中では、乳幼児健

康診査の受診率のところで、１歳６か月健診と３歳児健診については未受診率が国のベース

ラインよりも低かったのですが、４か月のものでは集団事業の未受診率のほうが国よりも高

い状況でした。船橋のほうは４か月の健康相談と同じ時期に乳幼児の無料券で３～６か月の

健診を受ける機会もあります。そちらを受けてこっちは来ないという方もいらっしゃるのか

なというのもあるのですが、４か月児健康相談のほうは恐らく母子にとっては産後初めて保

健センターに来所する機会でもありますし、４か月児の時点で発達とか発育の確認だけでは

なく、これから育児をしていく中での相談の場として活用していただくためにも、全数把握

の事業でもありますし、医療機関での健診は健診をしっかり受けていただく。４か月児健康

相談の受診率の向上というのは課題になってくるかなと考えております。  

 同じく基盤課題Ａの中で、かかりつけ医、歯科医を持つ親の割合というものも国のベース
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ラインを下回っていました。こちらは４か月児健康相談と３歳児健康診査の問診表から把握

しているデータの比較になっています。４か月児健康相談の時期は予防接種も始めている時

期だと思いますし、３～６か月の乳幼児健診を受ける時期とも重なっていますから、もう少

し高い割合になってもいいのではないかと思うのですが、それが逆に４か月の時点で予防接

種が進んでいないのかもしれないし、予防接種は小児科にかかわらず予約の取りやすい医療

機関で実施される方もいますし、３～４か月の時点で小児科のほうで股関節の開排制限とか

を確認してもらうのが望ましいと思いますが、そういった健診を受けていない方とか、近く

に小児科がないとか、さまざまな理由が考えられると思います。かかりつけ医を持っていな

い保護者の方がいらっしゃいましたら、そちらの方の認識のほうをまず確認させていただい

て、かかりつけ医を持つことに対しての取り組みというものを考えてみたいと思います。  

 先ほども出ましたけれども、仕上げ磨きをする親の割合ということで、こちらは１歳６か

月健診の問診表で確認しています。子どもが磨いた後に親が仕上げ磨きをしている割合とい

うことが指標になっておりますので、市の現状としては子どもは磨かないで保護者が全部磨

いていますという方もたくさんいらっしゃいますので、お子さんの歯の清潔な状態が保たれ

ているかという観点からすると、よい状態が９４．９％と高く保たれています。事故予防の

観点からも１歳６か月のお子さんが歯ブラシを持ってうろうろしてしまうのは危険が高いと

いうことも言われていますので、こちらのほうも目標の設定の仕方ですとか、取り組みとか

をどういうふうにしていったらいいのかということを検討していく必要があると思っていま

す。  

 次が、基盤課題Ｂの中でデータが低かったものになります。  

 「十代の自殺死亡率」についてですけれども、前回、今井委員からも中学校での活動を例

として、「いのち」ということを保健の授業で扱ったり、いじめの撲滅キャンペーンというの

を生徒会でやったり、保健委員の方のメンタルケアの週間とか、いろいろ学校でも取り組ま

れているというお話がありました。市のほうの自殺対策の中でもゲートキーパー研修という

ことを学校の校長先生対象、生徒指導の主事の先生対象、市内にある大学の学生さんを対象

にした研修というものを行ってきているところではありますが、自殺対策については重要な

課題と考えておりますので、学校保健だけではなくて市のほうでもいろいろ考えていかなけ

ればいけないかなと思っています。  

 次に、またＢの課題の中の「児童・生徒における痩身傾向児の割合」ということで、痩身

傾向というのは肥満度がマイナス２０％というお子さんが挙げられてくるのですが、痩身傾

向の理由も体質とか食生活が乱れているとか、健康より見た目を意識しているとか、個人に

よっていろいろ理由が異なるということが考えられます。ただ、先ほども朝食を欠食する子

どもの割合というお話も出ていましたけれども、そちらも中学生では国より高い割合になっ

ていますので、現段階で関係性はまだ不明ですけれども、健康な体づくりと食生活というと

ころについて、あわせて考えていく必要があるのかなと感じているところです。  

 次が、十代の喫煙率・飲酒率についてです。喫煙率と飲酒率については、１学年違うだけ

で経験率が大きく影響が変わるので比較することは難しいのですけれども、飲酒率のほうが

明らかに学年が低いにもかかわらず国よりも高い値になっていたのは、ちょっと問題かなと

思いました。  

 市のデータのほうは、先ほど申し上げましたように、今年度の市民意識調査の結果を参考

にしているのですけれども、そちらのデータからしますと、十代の飲酒経験自体というのは

経年的に見ると減少傾向にはあるようです。ただ、初めて飲酒した時期というのも聞いてい
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るのですが、「小学生のとき」が４３．９％と最も高くて、次に「中学生のとき」が３４．１％

ということで、飲酒に対する意識というものが保護者の方も低いということもあるのかなと

思います。保健体育の教科書にもアルコールとか薬物についての記載があって、児童・生徒

自身に対しての教育というのは行われていると思いますが、家庭環境の影響も大きいと思い

ますので、そういったところでの教育も必要なのかなと思います。  

 次が、「朝食を欠食する子どもの割合」ということで、こちらは先ほどの痩身傾向のところ

で説明しましたので、省略いたします。  

 次は、重点課題①というところで、「育てにくさを感じたときに対処できる親の割合」とい

うものが国よりもちょっと悪いデータでした。こちらは４か月児健康相談、１歳６か月児健

康診査、３歳児健康診査の問診表から把握されているデータになります。問診の内容ですが、

「あなたはお子さんに対して育てにくさを感じていますか」という設問に対して、「いつも感

じている」「ときどき感じている」と答えた方の中で、「育てにくさを感じたときに相談先を

知っているなど何らかの解決する方法を知っている」と答えた方の割合がこちらになります。

４か月、１歳６か月、３歳のそれぞれ８１．２％、８１．９％、８１．７％と年齢による差

はあまりないですけれども、全ての年齢において国の策定時のデータよりも低くなっていま

す。親が育てにくさを感じたときに対処できるということは重要な課題であると考えており

ますので、こちらは取り組んでいかなければならないと思います。  

 重点課題②についてですが、こちらも先ほどいろいろご意見をいただいた時にお伝えさせ

ていただいた内容です。本当にこのデータだけの問題ではなくて、問診のときにチェックが

入っているときに対応している従事者のほうの質問の聞き方とか、そういった対応のほうが

より重要になっていると思います。こちらの値もそうですけれども、回答にチェックがつい

ているときに、我々スタッフの相談のスキルですとか、そういったものを上げていく必要が

あるかなと思います。  

 今までのものが国のデータよりも悪かったものになりますので、そういったものにつきま

しては、何らかの策をとっていくべきだと思っているのですが、次に挙げるのは、ベースラ

インは達成していますが、課題として捉えていったほうがいいのではないかというものにつ

いて挙げさせていただいています。  

 まずは、基盤課題Ａの中から、「妊娠中・育児中の両親の喫煙率」についてです。こちらは、

育児期間中の母親の喫煙率については、国の策定した最終目標を達成している状況ですけれ

ども、妊娠期は低くなるけれども、４か月、１歳６か月、３歳と子どもの年齢が上がるにつ

れて再喫煙者が増加していくという現象は、国と同じようなものになっています。妊娠中で

あっても３．６％の方は喫煙を続けているということはやはり問題であると思いますので、

再喫煙者が現れることに対することや、禁煙、受動喫煙に対しての課題というのは取り組ん

でいくべきものだと考えています。  

 次が、「切れ目のない妊産婦・乳児への保健対策」として、近年、妊娠届出児の全数面接で

すとか産婦健康診査など、事業の拡大を進めていっております。支援の必要性の把握や連携

体制の構築もしつつありますが、そういった事業を拡大していく中で、精神疾患ですとか育

児不安を理由に支援するケースというのも増えてきていますので、支援体制の充実というと

ころも課題と考えています。また、母子保健の事業の中で乳幼児健康診査というのは本当に

大事な事業であると思っているのですが、そういったものの評価体制ですとか精度管理を含

めた内容の充実も課題と考えております。  

 次が基盤課題Ｂのところからですけれども、「十代の人工妊娠中絶率、十代の性感染症罹患
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率」についても、先ほど委員の先生方からも沢山ご意見をいただきました。こちらのデータ

が船橋市としてどうだというところに注目するということではなくて、妊娠届出書に着目す

ると、妊娠届出自体は年々減少していますけれども、若年妊婦と言われる１９歳以下の妊娠

の方の届出は横ばいであったりするというところで、そういったところから課題というもの

を実際の事業をしている中で捉えているようなところがございます。そういったことを指標

なりに挙げるとなど評価を考えていきたいと思います。また、こちらの人工中絶とか性感染

症というところで、自分の体を大切にするというところでの性教育の取り組みというのは大

事だなと思っているところです。  

 次に、基盤課題Ｃの中で、「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」ということで、

「この地域で子育てをしたいと思う親の割合」「積極的に育児をしている父親の割合」という

ところでは、国の５年後の目標値は超えているような状況でした。先ほど山縣委員のほうか

らもお話がありましたけれども、「どうしてそう思う」とか「どうしてそう思わない」をこち

らのほうできちんと把握していくこと、父親の参加についても国の割合よりも高いけれども

半分ぐらいというところで、そういった父親の参加を阻む要因ということについても知って

いくことで改善できるところがあれば改善し、よいところは継続するということで、よりよ

い地域になっていくと考えておりますので、そういった把握も必要かなと思っています。  

 最後になりますが、重点課題①の「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」として、「子ど

もの社会性の発達過程を知っている親の割合」というものは、一応クリアはしていたのです

が、「育てにくさを感じたときに対処できる親の割合」というのは低かったところから、子ど

もの発達というところをきちんと把握して育てにくいと感じる要因というところが、今は発

達段階だからこういうふうになっても仕方ないんだなと思えるところも大事だと思いますの

で、親が発達過程を知っているというところもあわせて、先ほどの育てにくさを感じたとき

に対処できる親の割合というところを順番にクリアしていくというところで、一緒に考えて

いけたらいいかなと思っております。  

 今もいろいろご意見をいただいておりますが、今回、委員の皆様からいただいたご意見も

参考にしながら、今後、船橋市の母子保健計画の策定に当たって、それぞれ基盤Ａ、基盤Ｂ、

基盤Ｃ、重点課題というところに対して、船橋市としてあるべき姿というのを設定しながら、

こういった指標を入れたり、もっとこういった指標を一緒に考えていったらいいのではない

かというご意見をいただきながら計画を策定していきたいと思いますので、引き続きご意見

をいただきたいと思います。  

 説明は以上になります。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます、  

 今度は船橋市としての課題として今ご説明いただきましたが、これも忌憚のないご意見を、

それから、ご質問等もたくさんあるかと思いますが、いかがでしょうか。  

 馬場委員。  

 

○馬場委員  

 栄養士会の馬場といいます。よろしくお願いします。  

 すごく初歩的なことを聞いて恥ずかしいのですが、先ほど４か月児の受診率が低いとおっ

しゃっていました。これが逆に親の立場になったときに、３か月から５か月の間に行けばよ
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いという形で、病院と保健センターにいらっしゃるという、両方がありますね。そうすると、

お母さんは４か月で病院ではなくて保健センターに行き、そこで内容を聞いてくると、５か

月の時には、もう「ああいうことだろうな」と思ってしまい、４か月に行ってしまえばもう

行かないと思うんですよ。小さい子の生まれた月齢によりますけれども、生まれた時期によ

っては２月頃が３か月とか４か月に当たるお子さんは絶対いますよね。そうしますと、病院

に行けばもういいかなと。４か月に行って「こんなもんだ」と思うと５か月はもう行かなく

なります。これは親の立場だとそのように思うかもしれません。全てが育休とかとれるわけ

ではないので。  

 逆に言えば、４か月に行ってアンケートをとっているのは病院側と同じことを聞いている

のですか。病院側で健診してもらい、その後、親御さんを集めてセンターがやっているよう

なことを一緒にやってくださっていれば、親のほうが両方行ってわかってしまうから、同じ

ようなことならどちらか一つ行けばいいんじゃないかという発想を持ってしまうと思います。

ですから、４か月で病院側に行ったときに病院側がどういう対応をしているかを保健師さん

がまず把握されることが必要だと思います。同じようなことであれば保健所の４か月にも行

ったほうがメリットもあるよということを親がわかるような形にすると良いのではないかな

と。逆に言えば、親のほうが両方をのぞいて、「これじゃもう行かなくていいわ」と判断して

しまうのではないかなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 この未受診率をどういうふうに計算しているのかということをもう一度ご説明いただくと

いいと思うのです。ここの乳児健診は個別健診ですよね。それで３～４か月と１０か月あた

りのところで２回できる。それとプラス、４か月のときに健康相談という形でも設けている

ということで、私もここを聞きたかったんです。どうやってこの未受診率を計算しているの

か、ちょっとそれを教えてもらえますか。  

 

○事務局（笹原担当職員）  

 乳幼児健康診査の受診率というところですが、まず国がこの値を「地域保健・健康増進事

業報告」という統計からとってきています。そちら報告では、船橋市は４か月児健康相談の

受診率というものを３～５か月の健康診査のところをとっているので、今回もこちらの４か

月健康相談というところの値を出しています。  

 今お話がありましたが、４か月児健康相談は市の保健センターに来ていただく、あくまで

も健康相談なので、身長・体重を測ったりはしますが、医師がおりませんので健診はできま

せん。３～６か月の無料券を使ってきちんと医療機関に行かないと健診ができませんので、

内容が全く別のものになります。なので、健診は健診で、健康相談は健康相談でしっかり受

けていただきたいというのが市の考えになっています。  

 

○小口副部会長  

 健診をやっている立場からお話ししますと、健診に来られるお母さんは、多分、２人目、

３人目と１人目は全然状況が違うと思うのです。我々がやる健診は赤ちゃんを主に見ていて、

発達だとか発育の状態、あるいは心雑音がないかとか、股関節の脱臼がないかとか、赤ちゃ

んを中心に診察をしています。あとはお母さんの様子だとか話しぶりだとか、その辺から何
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か困っていることはないかというようなことを見ますけれども、ただ、それは時間的な制約

がどうしても出てきます。我々がやっている健診は健診で主に見る方向性があって、健康相

談のほうはやはり保健師さんたちが見る視点もあるので、本当は両方受けていただくのがい

いのではないかと思います。  

 ただ、それがお母さん達に理解されているかどうかは問題で、もうちょっと赤ちゃん訪問

の時にそこをアピールして、違う視点のものですから両方受けてくださいというふうにアピ

ールしていただくといいかなと思います。そうすることによって、恐らくもうちょっと行か

れる方は多くなると思います。確かに上にお子さんがいたりすると、２人目、３人目だから

大丈夫だわと思うお母さんもいらっしゃるかもしれませんし、仕事をそろそろというような

ことでなかなか時間をとるのは難しいというお母さんもいるかもしれませんけれども、その

辺はすごく大事な時期でありますので、市として、視点が違う、見るところがちょっと違う

ので、ぜひ両方受けていただきたいというアピールをしていただくのがいいのではないかと

思います。  

 

○保健所長  

 すみません、事務局側の私から申し上げるのもあれですけれども、まさに小口委員が今お

っしゃったとおり、市のほうとして、こういう考えだということを内部でしっかりと議論し

た上で説明するべきお話で、乳児健診の受診率としてある以上は、本来は個別健診だとかと

今分かれていますが、つまり医師との連携が前提としての話なので、前提として連携が今で

きていないのであれば、まず小児科のお医者さんたちとどういうやり方をやっていったらい

いのかとか、その辺のところも含めてしっかりと議論して連携づくりをする。逆に小口委員

みたいに小児科の先生のほうからも保護者にお話ししてもらうとか、いろいろやり方はある

と思います。市の仕組みでこうやって分けていて、市のほうの相談事業に来ないというよう

な上から目線的な話になってしまっているのはいかがなものかと思います。今後しっかりと

仕組みづくりをやることによって、その結果が高まるような形を考えていったほうがいいと

思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 そういう意味で、個別健診の受診率というのは出ているのでしょうか。利用券だとかそう

いうものでわかると思うのですが。多分これを報告したほうがいいと思いますよ。これを報

告すると多分もっと低いですね。そうではないですかね。そっちのほうが悪い。  

 

○小口副部会長  

 地域によって、医師が会場に出向いていって診察をして保健師さんたちと親が面談をする

という形式をとっているところは、それを報告すればよくて、それは多分４か月と決めてや

っているので、両方のメリットがあるような健診になっているのですが、個別と分けると結

局どっちかという選択をする方が出てくるので、両方合わせれば、とりあえず値として比較

するためにはいいのかなと思いますけれども、純粋に地域によってやり方が違うのを比較す

るのはちょっと難しいかなと思います。とにかく受診率を上げるということに関しては非常

に大事なことですから、どっちの値をとるにしても上がってくれればいいのではないかなと

思います。  
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○事務局（母子保健係長）  

 ３～６か月の受診率になると恐らく８５％ぐらいになると思います。９～１１か月はもっ

と下がるので、３～６か月についてはそのぐらい。  

 今、いろいろお話が出たとおり、４か月児健康相談と３～６か月の乳児健康診査について

は、小口委員がおっしゃったように見ている視点が違っていまして、乳児健診のほうはどち

らかというと赤ちゃんメインで見ていただいて、４か月児健康相談というのはどちらかとい

うとお母さんのメンタル面を重視していますので、乳児家庭全戸訪問というのを新生児の時

期から４か月までに、赤ちゃん訪問員、看護師さん、それから佐藤委員も含めた新生児訪問

員さんであるとか、保健師であるとか、みんなで手分けをして乳児家庭全戸訪問というのを

実施しております。  

 そこで、日中行き、夜間行き、休日行きということをしているのですけれども、どうして

も会えなかったお子さんについては、４か月児健康相談のほうに連携をします。４か月児健

康相談は対象の赤ちゃん全員に通知をしておりますので、そこに連携をして、またそこで把

握をする。そこでまた把握ができなかった場合は、またさらに追っていくというような感じ

で、虐待の予防という観点もありますので、最終的にはわからない赤ちゃんがゼロになるま

で追っているということになっていきます。それぞれ役目というのが違っているというとこ

ろはあります。  

 ですから、今回６．８％というのは４か月児健康相談未受診の率をここで挙げているので

すけれども、３～６か月の乳児健診についても、数は出ておりますので受診率としては出せ

ると思うので、乳児健診という的確なところをいうとやっぱり３～６か月の乳児健診のとこ

ろになるのかなというふうにも思いますが、そこは先生がおっしゃったように両方というこ

ともあります。  

 

○小口副部会長  

 どちらかとりあえず受けていればどこかにつながってはいるので、それはいいと思います。

それも両方受けていない人が一番問題で、その数をとにかく減らすという方向が現実的で、

今の方法をとっていくのであれば、それが一番いいのではないかなと思います。  

 

○山縣部会長  

 まずはそうだと思います。どちらも受けていない人というのを未受診という形は一つあり

だと思います。そういうところから逆に言うと４か月児健康相談、ここにも小児科の先生が

いらっしゃる地域もあったりするのですか。  

 

○小口副部会長  

 今わかりませんけれども、私が東京に住んでいるときは、そういうのが、もう随分前の話

になりますけれども。  

 

○山縣部会長  

 例えば、山梨県のほとんどの市町村は集団健診なので、３～４か月は必ず小児科医が見る

という形で、ここに国の受診率がありますけれども、全国的に大体こんな感じだと思います。

ですから、恐らく馬場委員が言われたように、健診の位置づけはお母さんによって違ってい
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て、小口委員が言われたように、集団健診のイメージを持っていらっしゃる方は、市の相談

事業には行くけど、個別ということに関して慣れていない方がいらっしゃるのかなという気

もします。やはり啓発をして、小口委員が言われるように見ているものが違うので、先天股

脱みたいなものは結構きちんと診てあげたほうがいいですよね。なので、やっぱりちゃんと

医師が診てあげないと困るというようなことを含めてぜひ。どちらも受けていないのがどれ

ぐらいかというのを、また今度わかれば教えていただければと思います。  

 これに関しては、実は個別健診のほうが便利で、受診率はうまくやれば上がります。いつ

でも受けられるので。集団健診だと、小口委員も言われたように、働いているお母さんはそ

の日でないとだめだと、仕事の都合で行けないことがあります。ですから、個別健診は個別

健診のメリットがあって、一方で、先生方はお忙しいので個別健診で保健指導がどうしても

できなかったりするので、保健師がいる集団健診のメリットがあるというように、メリット、

デメリットが両方あって、上手にそれを活用していくという形をとればいいのですが、そこ

が多分まだ十分に皆さんの中で周知できていないということかなと、これを見て思いました。 

 ほかにはいかがでしょうか。  

 

○山口委員  

 母子保健の妊婦健診のところが入り口だと思うのですが、１つは、社会的というか貧困の

問題などは非常に大きな問題で、例えば、前もお話ししましたけれども、妊婦健診で予定日

を過ぎた人に対する補助をもっとできないかとか、それから生活保護の方の窓口は保健所で

はなくて生活支援課になりますよね。そうすると話が通じないことが多くて、特に妊婦さん

でうちで見てあげてもいいよと言った人も医療センターでなければだめだとか、いろいろ細

かいところが通じなかったりということがあるので、そこら辺の、生活支援課とかそういう

ところとの連携をもっと密にしていただけるような体制、できれば保健所で全部一本化して

いただいたほうがずっとやりやすいとは思いますが、その辺はちょっと…。  

 それから、精神疾患とかケアをここのところ相当熱心にしていただいているので、産科と

精神科の連携が非常によくなったのですが、よくなったらすごく患者さんが増えてしまいま

して、あっという間に精神科は満杯になりました。うちはそういうシステムをつくってこれ

でやっていけるかなと思ったら、思った以上に患者さんが増えてしまって、もうそこだけで

は対応できないというふうになってしまって、これもやはり市のほうが、システムがせっか

くできつつあるので、もう少しつくっていただけないかということが対策の中に入ってもい

いのではないかと思います。  

 もう一つ、虐待というのは児童虐待もあるのですが、妊婦健診を受けないのも胎児虐待と

いうふうに考えると、広い意味で虐待となる。これも我々のところではほとんど市川の児童

相談所と相談しているので、今度、船橋にもできるという話が出てはいるみたいですけれど

も、現状ではどうなのですか。その辺の連携というのは保健所と市川児童相談所でできるの

でしょうか。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 児相と直接というよりも、家庭児童相談室というのが市にありまして、そこがまずワンク

ッション間に入っているパターンが多いです。市内の通告も家庭児童相談室が窓口になって

います。そことの連携はもちろんかなり密にしていますし、情報共有もなされているという

ことにはなっています。  
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○山口委員  

 現実には、例えばお子さんが上にいて、その子の面倒が見られないと。妊娠していてその

子どもも育てられない。基本的には市川の児童相談所に連絡して、お子さんをまず預かって

もらうというようなことをしなくてはいけないのですけれども、場合によっては生活保護と

いうことで生活支援課という話になって、窓口が一本化されないんですよね。その辺はどう

ですかね。市川だと市が違うとかいろいろとあるとは思います。船橋市にできればまた話は

変わってくるかなと思いますけれども。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 子育て世代包括支援センターというところの話になってくるのかなとは思っております。

今、予算関係ではまだ議会中ですので、そこでの承認を待っているような状況で、そこで承

認が得られれば３２年の１月設置を目指しております。そうすると、さっき山口委員がおっ

しゃっていた産婦人科と精神科の連携の仕組みであるとか、そういったところも今ちょうど

整えようとして、精神科のほうでもお話をさせていただいているところではあります。あと、

生活保護は生活支援課だったり、あるいはいろんな児童の手当が児童家庭課であったりとか、

市が大きいものですから窓口も細分化されているところもあります。庁内での連携というの

も子育て世代包括支援センターを中心に仕組みがつくれないかというところで、今、連絡会

ということで横断的に話し合いを持っているところです。そこを整えていって、子育て世代

包括支援センターで、とりあえず、窓口がわからないけど、そこに相談に行ってみればどこ

かにつながるのではないかというような窓口を目指して、今設置を目指しているところでは

あります。  

 

○山縣部会長  

 よろしいでしょうか。  

 では、染谷委員、お願いします。  

 

○染谷委員  

 本当にまともな質問かどうかよくわからない話ですが、４か月児健康相談から３歳児の健

診とかいろいろありますよね。その中で精神的にちょっと違うのではないかという子が結構

いらっしゃって、それは見つけてもらえて関係機関につないでいただいてはいるんですよね。

ちょっと私よりも年寄りが近所の子どもさんたちを見ていると、「あれ、ちょっと違うんじゃ

ないかな。相談に行ったほうが」という感じの子がいらっしゃって、でも普通にしているか

らいいのかなと思いながら……。  

 就学時健診までに見つけていただければ、就学時健診を過ぎてしまうとできないことが多

かったりして、子どもたちの目につくんですよね。「あいつ、できない」何とかかんとかと。

就学時健診までだったら、何とかその子も学校を休まないでそういう感じにならないで済む

ので。見ていただいてやってもらっているんですよね。ちょっと聞きたかっただけで。  

 

○事務局（母子保健係長）  

 ありがとうございます。３歳児健診が一応３歳４か月を対象としておりまして、市内にい

る対象のご家庭には全員に通知をして、保健センターが４つございますので、そちらのほう
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にご案内をして来ていただくというような方法をとっております。  

 その中で、一つのツールとしては、問診票がありますので、そこで親御さんにチェックを

していただいた結果をもとに話をして、あとは実際にお子さんを連れて、保健師が問診を１

人ずつしますので、問診をしている中で簡単な作業をしてもらったり、簡単なテストをした

りということをしながら、それだけではなく、例えば身長・体重を測っている様子だとか、

そういうところも全部含めてお子さんの様子を見せていただいて、お母さんから家庭での状

況とかそういったことも聞いた上で、支援が必要ということになると、地区担当の保健師が

支援をしていくということにはなります。  

 ただ、一つ課題として申し上げますと、３歳４か月から、もちろん必要なお子さんにはフ

ォローをしていくのですが、お子さんが集団に所属するようになってきます。例えば保育園、

幼稚園、その先に小学校というふうにお子さんの生活が家庭から集団中心になってくると、

支援の中心がどうしても集団のほうになってくることになるので、日中お子さんに私たちが

接触する機会がなかなか得られないというのもあって、そうするとそこで今うまく連携がと

れているかというと、現実的には難しい部分もあります。それは個人情報の取り扱いという

ところも一つの壁になっています。  

 それから、小学校に行かれると、小学校との連携・情報共有というのが、虐待というふう

になっているお子さんについては情報共有がされているのですが、そこに至らない、養育が

ちょっと不適切かなとか、あるいは、今おっしゃったように発達的に少し支援が必要かなと

いうようなお子さんについては、連携がなかなか厳しいというところが現実的にあります。

そこを打開するために、さっきお話しした庁内連絡会議というのを持っていて、そこには教

育委員会にも入っていただいて話し合いをしているところではあります。  

 

○染谷委員  

 ありがとうございます。安心しました。  

 

○小口副部会長  

 発達障害のことを念頭に置かれたご質問かなと思うのですが、３歳の健診で誰が見てもわ

かるぐらいおくれている子は、多分親が気がついて、おかしいというふうに思います。ただ、

ちょこちょこ多動で動いて落ち着きがないとか、「うーん、どうかな？」というお子さんを、

３歳の時点で正確に診断するのは難しいので、地域で５歳児健診というのをやっているとこ

ろがあります。就学時の前のところで見つけて、それをこれからの就学につなげていこうと

いうような方向でやっているところが確かにあります。  

 それはやったほうがいいとは思うのですが、そこで問題だと思ったお子さんたちを次は誰

がどう診るのかというシステムをつくっておかないと、ただ単にこの子は発達障害の疑いが

ありますよとか、そういうふうなレッテルを貼ってしまうことをするだけになってしまって、

行き場がなくなってしまうんですね。まず、児童精神科医が少ない。専門家が少ない。我々

小児科医が担わなければいけないのだろうと思いますけれども、専門的にどこまで診られる

かというと、やはり自信がないというところがあるので、ちゃんとフォローができる体制を

とった上でなければ、健診をただ単にやると逆によくない面が出てきてしまうのではないか

という危惧は確かにあります。そこはすごくやったほうがいいです。いいんだけれども、そ

の後のフォローをどうするかということを考えて始めないといけないので、そこが大きな課

題だと思います。  
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 おっしゃるとおり、発達障害のお子さんたちは増えていると言われていますので、対策と

しては５歳児健診は非常にいいと思います。それをフォローすることができる地域にとって

はいいのだろうと思いますけれども、ただ単に始めてしまうと混乱が起こるというようなこ

とがあります。発達相談センターというのがありますので、そこには専門の心理士さんたち

がいますけれども、恐らく問い合わせは年々多くなっていますから、対応がなかなかし切れ

ないというところが出てきています。今後の課題としてはすごく大きなところかなと思いま

す。  

 

○染谷委員  

 それで一つすみません、お母さんがそれを認めてくれて通ってくれればいいのだけれども、

お母さんは「うちの子は普通よ」と言ったりするので、こんなところで言うことではないと

思うのですが、そういう子たちが結構学校を休んだり登校拒否とかになりかねないので、そ

の前に、私らの世代としては、何とかいい方向に向かえばいいかなと思っているので、すみ

ません、余計なこと言いまして。ありがとうございました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございました。  

 現場で一番、特に学校で困っていることが発達障害の問題かもしれません。医学部は１０

０人入学すると１人、２人は診断書まで持って入学してきた年もあります。つまり知的なレ

ベルは高いけれども、いわゆる忖度できない発達障害の学生さんです。どうして今までわか

らなかったのだろうと思うぐらい明らかな学生が大学に入ってきて、親に聞いても親はそれ

を把握していなかった。それを理解させるのに半年かけてフォローをし、でもかなり大変な

ので、なかなか本人は臨床医としては難しくなりますよね。でも、研究者などほかにもちゃ

んと道があるので医学部で学ぶ意義はありますが。  

 だから、今、染谷委員が言われるように、本当になるべく早く対応してあげる。子どもた

ち自身が困っていることを周りが理解していないというのが一番困るので、そういう意味で

は、小口委員が今言われたような形のことを含め、山口委員も言われましたけれども、要す

るに、何かチェックリストとかスクリーニングをやって抽出するところまではできるのです

が、その後のフォローができていないと次のステージでアップアップするんですよね。問題

がありそうなので診てくださいと専門家のところに行っても、そこがとにかく大変になって

いるので、そういう体制を、恐らく子育て世代包括支援センターも含めて窓口で問題が分か

れば次につなげていくという体制が必要ですし、健診そのものもそうなので、小口委員や山

口委員が言われたような形の体制とともに、こういうお子さんたちのスクリーニングをおこ

なって、介入支援していくという体制づくりを、今でもされているのですが、さらにやらな

ければいけない部分が残っているというのが課題なのだろうと思います。  

 谷委員から全体で何かありますでしょうか。  

 

○谷委員  

 全体的な流れであるかどうかわからないですが、先ほどフッ素のことも言われていました。

船橋ではフッ素を 2 歳６か月児歯科健康診査でやっていますけれども、本当言うと歯が出て

すぐが一番いいですので、できれば６か月ぐらいで歯が見えたら、一度歯医者さんのほうに

来てもらえれば本当はいいかなというのと、新しい歯が出るたびに、ですから２０本出るた
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びに２０回塗るべきかなと思います。  

 フッ素を塗るのは基本的に永久歯が目標となっていますで、ここに出てくる内容からいく

と、乳歯のときから歯が出たらすぐに塗る。乳歯は４年間、永久歯は６年間効果があるとさ

れていますけれども、初年度から毎年半分半分ぐらい効力が落ちてきますので、出てすぐが

１００％と考えると、やはり早く、出た瞬間が軽石みたいな状態で出てきて、一番最初の核

に何が入るかで歯が強くなるかどうか決まりますので、最初にフッ素が中に入ってくれると

後々フッ素を引き連れてカルシウムというプラスのイオンがどんどん入ってきてかたくなっ

てきますので、本当はその辺が盛り込まれるようになればいいかなと。  

 先ほど言われました３歳までのむし歯と６歳のむし歯と１２歳のむし歯は、私たちも特に

注意をします。あと２０歳のときも見ていきますけれども、基本的に３歳までというのは、

歯が出てコンタクトと言って、歯と歯がくっついていないところのむし歯ですので、かむ面

なんですね。ちゃんと食事ができるようになれば相当きれいになるので、そんなにむし歯に

なることはないのですが、生まれつきかむ面にむし歯になるような、要は歯ブラシが通らな

い深さの溝があるお子さんは必ずむし歯になってきます。３歳ぐらいでそれはある程度わか

るので、僕たちが見つけて、ＣＯとか学校健診で言われていますけど、そのあたりの予防を

しっかりやります。  

 ここでお母さんが仕上げ磨きをしていますが、仕上げ磨きで何％ぐらいできるかというと、

皆さんもそうですけれども、歯ブラシだけで１００％は絶対磨けないんですね。フロスを必

ず使わないと歯と歯の間の部分は一切触っていないわけです。例えば、生まれて４０年糸を

やったことがないという方がもしこの中にいたとすると、４０年間磨いていないところがあ

るということですので、当然むし歯になってきます。それがいつごろなるかというのが、大

体３歳までは乳歯しかなくて、６歳までもほとんど乳歯です。６歳のころになる最初のむし

歯というのは６歳臼歯なんですね。永久歯が出てすぐです。その先とそれまでにＤ・Ｅとい

う一番奥と手前の歯の間のフロスをやっていないとむし歯になってきますので、かむ面のむ

し歯は０．１ミリぐらいで僕たちは発見できます。ですから１ミリになる前に処置できます

けれども、歯と歯の間はレントゲンを撮らないとだめですので、ちゃんとレントゲンを撮れ

る年齢にならないといけないのと、僕たちもどんなに見ても２～３ミリにならないと見えな

いんですね。くっついていますので、だんだん大きくなってきて初めて見つかる。それが５

～６歳になりますので、やっぱり３歳の健診と６歳のときの健診は大きく違うのと、また、

１２歳臼歯で全部永久歯が完成しますので、そこまでの健診は大きな意味合いを持つかなと

思っています。  

 仕上げ磨きをしているかどうかというのと、かかりつけ医を持つかどうかというのもある

のですが、皆さん本当に自分の歯磨きができているかどうか、磨いて染め出しをしてどこが

残っているか見てもらった方がどのぐらい今いるかなと思うと、どうですかね。年齢によっ

て例えば３０代、４０代、５０代、６０代、７０代は別にいいと思いますけれども、１歳、

２歳、３歳、４歳、５歳で歯の磨き方が変わってきますので、ひとまとめに「仕上げ磨きを

する」と書かれているのはどうなのか。フロスをするという項目があるとか。フロスをする

となると、今度はフロスの仕方を覚えているかというと、大人が全員やっていて子どもだっ

たらいいんですが、多分、大人でやらない人は子どもにやるはずがないですので、その辺の

項目が入ると予防にダイレクトにつながるのかなと思うのと、やはり私たちもそうですが、

かかりつけ医というか、マスとして予防するのではなくて一人一人に、この子は歯並びが悪

いからこうしましょうとか、溝が深いからこうしましょうというのを、必ず見て担当してい
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きたいかなと思います。  

 歯医者を開業して最近やっと２０年以上で、０歳ぐらいから来ていて２０歳になったお子

さんが来るのですが、うまくいっている方は神経を１本も取っていませんし、削った歯もな

いですし、全部の歯が真っ白なんですね。今、大人の３０～４０代の人が来て、歯を白くし

たいと言って銀歯を削って白く変えて、今は保険でもセラミックで治すことができるように

なってうれしいですけど、どっちが達成感があるかというと、やっぱり２０歳で真っ白い歯

になっていたほうがいいと思うので、ぜひその辺に学校も協力いただければうれしいかなと

思います。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 本当に具体的にきちんと皆さんがそういうのを理解しておくといいと思いますが。  

 時間ではありますが、ほかに何か。  

 

○小口副部会長  

 言いたいことはいっぱいあるのですが、今後の取り組み方の低出生体重児のところが載っ

ていないのが非常に残念で、やはりすごく大事な面だと思うのです。数が増えているのか減

っているのかというと、多分ちょっと増えていると思います。国の基準より少ないからいい

のではなくて、多分これからどんどん増えてくるのは間違いないので、それに対策を立てな

いといけないと思っています。それは、前の会のときもＤＯＨａＤの話をしましたけれども、

よく書かれている健康のものには、「妊娠から」と書いてありますけれども、多分それではも

う遅いんです。その手前のところの、妊娠する前の環境からよくしていかなければいけない

ということは確実にわかってきていることですから、それをするためには、小学校の高学年

と中学生を教育しなければいけない。その辺からもう考えを変えてやっていかないと、恐ら

く大人になってから「ちゃんと食べろ」と言っても食べないですよ。とにかく小さいときか

らの習慣はそのまま大人まで絶対行きますから、子どものうちからちゃんと朝食をとるとか、

妊婦になる前の健康な状態が胎児に、それから、その後に生まれてくる子どもの状況に関係

するということもわかってきていますので、その辺からもうやっていかないといけない。世

代を超えたのではなくて、世代をまたぐところを何とかしなければいけないので、その前の

段階からもう対策を立てるという考えに切りかえてやっていくべきなのではないかと思いま

す。  

 妊娠中の栄養管理とかその辺は、産婦人科の先生がいらっしゃいますけれども、すごく大

事なところですし、あと、サプリメントですね。葉酸ですとかそういうことに関してはいろ

いろ出てきているところもありますので、そういうこともちょっと考えながらやっていく必

要があります。  

 それと、子どもたちの飲酒と喫煙の率が出ていましたけれども、その辺は妊娠中の飲酒・

喫煙に関係してくるので、そういうところをやっていかないと低出生体重児はなかなか減っ

ていかないだろうと思います。それが減っていくと将来的に生活習慣病になる人は恐らく減

っていくという結果が出てくるので、大人にいくら何をやれと言ってももう無理だというこ

とはわかっていますが、もうちょっと前にさかのぼって手を打っていくことを考える。それ

を視点に入れていくことが大事かなと思います。  

 あと、いろいろ考えていくと、ここに何も出てはきませんけれども、スマホだとかタブレ
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ットですね。これは急速に普及をしていって、お母さんは当然持っていますよね。外国でや

っている啓蒙するものには、子どもが絵本を見てこうやるんですよ（ピンチアウトの動作）。

タブレットでこうやると絵が大きくなるから、何でならないのかなと。そういう動画がある

ぐらいなので、発達の面ということに関しては、いい面もあるのだろうと思うけれども、悪

い面も多分あるので、そういうことにも目を向けていかないと、どんどん我々の想像以上に

進んでいきます。子どもたちの生活にどんどん入り込んでいくので、その辺に関しては発達

の面もあるでしょうし、依存的な面もあるし、あるいは子どもたちのつながりが直接ではな

くてネットを介してつながっていくとか、そういう問題も出てきます。そういうところにも

目を向けていかないといけないかなというふうに思います。  

 あと、喫煙ですが、いわゆる電子たばこ、それに対しても対応していかないと、全然今ま

でと違うものでどの程度害があるのかまだよくわかっていないところもあります。どうも何

種類もあるようで、テレビでＣＭやるでしょう。たばこはやらないです。自主規制されてい

るそうですが、要するにファッションとして入っていって、それを続けるということはいい

はずはないですよね。何でコマーシャルを流せるのかよくわからないのですが、たばこの広

告はできないけど、あれは広告をやっていて、ファッション的にコンビニの前で会社の人が

来て配って宣伝していますよね。たばこの会社はどうもそっちのほうに力を入れているよう

ですから、やはりその辺をちょっと注目していく必要があるのではないかなと思いました。  

 まだありますけれども、このぐらいにしておきます。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 まだまだたくさんあると思います。今小口委員が言われたこと、まさに今の母子保健のト

ピックス中のトピックスのところをご説明いただいたと思います。  

 ほかに何か。では、佐藤委員、お願いします。  

 

○佐藤委員  

 基盤課題Ａの「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」のところで、先ほど山口委員も

発言していましたが、私が仕事をする中で精神疾患や育児不安を理由とする支援ケースが増

えているという印象はあります。精神疾患や育児不安の妊産婦は、支援者とのかかわりに支

えられて育児を行い症状が改善していくこともあります。支援者である保健師さんのかかわ

りと言ってもマンパワーが限られてしまいます。保健師と協働して訪問するようなシステム

づくりをこれから考えていかなければいけないのではないかなと思っています。今、ボラン

ティアで訪問している団体というのも市内の中にはあるようですし、それがいい悪いは別と

して、民間も含めた形で産後のお母さんを支援するような、そういうシステムづくりに取り

組んでいただきたいなと思いました。  

 

○山縣部会長  

 ありがとうございます。  

 ほかはよろしいでしょうか。  

 今のＥＰＤＳで９点以上というのは平均１０％ぐらいだと言われていますが、今言われた

ように、１０人のうちの９人はコミュニケーションをとって、うまく支えてあげれば大丈夫

で、最終的に１％ぐらいの人を精神科できちんとフォローということもエビデンスとしてわ
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かっていると思いますけれども、そのふるい分けをどこできちんとできるかというところが

課題だと思います。  

 時間ではありますが、よろしいでしょうか。  

 次回これをもとにして船橋市の「健やか親子」に関しての検討になると思いますが、それ

までに、今日のことを踏まえてさらにご意見があったら、事務局のほうにご意見を出してい

ただければと思います。  

 ご存じのように、昨年、成育基本法ができて、いわゆる周産期から子どもを中心として多

職種が連携してさまざまなことを取り組んでいくということで、その中にデータを利活用し

てエビデンスをもとにした支援が必要といったようなことも入っていて、そういう意味でも、

こういう計画をしっかりと市の中でつくりながら、その指標に基づいて母子保健を推進して

いくということが必要ですし、小口委員が言われたようなＤＯＨａＤの概念というのは、実

はもう「健康日本２１」にも「健やか親子２１」にも含まれています。そういうものをどう

いうふうに啓発をしていくかといったようなことだとか、「健やか親子２１」の中に、小口先

生が言っていただいたようなスマホだとかゲーム依存のようなことは今まで課題として入っ

ていなかったのですが、恐らく今回の中間評価の中で何らかの形でこれが入っていくと思い

ます。疾患としてのゲーム依存症というのが新たな国際疾病分類で記載されることになった

ということはやはり大きくて、そういう中で母子保健というのが大分変わってくるというこ

とでありますので、こういう委員会の中でそれぞれのご立場から専門的なご意見を出してい

ただいて、それを統合した形で市民に還元していくことができればと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。  

 少し長くなりましたが、本日はこれで議事は全て終了ということでございますので、進行

を事務局のほうにお返しいたします。ご協力どうも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

をいただきありがとうございました。きょうここで発言し切れなかったということがありま

したら、ぜひ事務局のほうにメールなり電話なりでご意見を頂戴できればと考えております

ので、よろしくお願いいたします。  

 本日の議事の内容につきましては、初めにご説明させていただきましたとおり、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委員の皆様にご確認させて

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、ご協力よろしくお願いいたしま

す。  

 次回の部会ですが、画面のほうを見ていただければと思います。３１年６月６日の開催を

予定しております。開催日が近づきましたら、またご案内のほうを差し上げたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。  

 来年度の部会ですが、委員を３名増員するということで、今、議会の承認を求めていると

ころです。議会の承認後、うち１名の委員については市民を入れたいというふうに考えてお

りまして、４月に市民公募を行う予定としております。３名の委員の方にはこの６月６日の

部会から参加していただくような予定で準備を進めておりますので、その点についてもどう

ぞご承知おきいただければと思います。  

 それでは、これで平成３０年度第３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。本日はどうもありがとうございました。  


