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平成 30年度第 1回浜松市母子保健推進会議 会議録 

 

１ 開 催 日 時  平成 30年 7月 5日 午後 1時 30分から午後 3時 

 

２ 開 催 場 所  浜松市口腔保健医療センター 会議室 A・B 

 

３ 出 席 状 況  委 員 石井 廣重、伊東 宏晃、大木 茂、鹿野 共暁、神﨑 江利子、 

                        齋藤 由美、野田 昌代、本目 恵子、森園 直美 

事務局   新村 隆弘（医療担当部長）、板倉 称（健康福祉部医監）、 

辻村 あつ子（健康増進課長）、坂本 友紀（健康福祉部副参事）、

平野 由利子（子育て支援課長補佐）、小山 東男（健康増進課

長補佐）、健康増進課職員 3名、子育て支援課職員 1名  

欠席委員 西村 満 

 

 

４ 傍 聴 者  3人 

 

５ 議 事 内 容  

（１）平成 29年度 浜松市母子保健事業実績報告 

（２）平成 29年度 浜松市児童福祉事業実績報告 

（３）ハイリスク妊産婦への支援体制について 

 

６ 会議録作成者  健康増進課母子ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平野 聖枝 

 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

           録音の有無  有・無 
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８ 会 議 記 録 

１ 定刻の午後 1時 30分に開会し、事務局から資料の確認、委員の出席数の報告、情報公開の確 

認、報道機関の取材と傍聴者の了承、委員の紹介、医療担当部長挨拶、事務局の紹介を行った。 

また、会長選出では伊東委員が選任され、職務代理者として西村委員が指名された。 

 

２ 議 事 

【会長】それでは、平成 29年度浜松市母子保健事業実績報告を事務局からお願いします。 

【事務局】健康増進課母子グループの鈴木由紀子でございます。よろしくお願いします。  

はじめにお手元の資料の「H30年度浜松市の妊娠・子育て期における支援（抜粋）」について説明

させていただきます。母子事業の中心となるのは、妊娠期から就学です。上段がポピュレーショ

ンアプローチ、下段がハイリスクアプローチです。この中でオレンジ色の記載が健康増進課及び

各区健康づくり課が行っている事業で、水色の記載が子育て支援課の事業です。 

妊娠期の入り口は母子健康手帳交付です。その後、妊婦健診やハッピーマタニティ教室等を利

用していただき、出産を経た後、先天性代謝異常等検査や今年度から実施している新生児聴覚検

査、産婦健康診査を受けていただきます。生後 4 か月までのお子さんがいる家庭に全戸訪問する

こんにちは赤ちゃん訪問を実施し、保健師、助産師が主に対応しています。お子さんの成長・発

達や家庭の状況など確認しながら支援しています。その後、乳児健診として 4か月、10か月児健

診を医療機関の委託により実施しています。また、幼児健診として、1 歳 6 か月児健診があり、

こちらは集団健診で保健センターや協働センターで実施しています。その後、3 歳児健診を実施

しています。歯科保健事業としては、2 歳児、3 歳児の歯科健診、フッ化物洗口も行っています。

また、親子すこやか相談は保健センター等で自由来所の相談として実施しており、地域のサーク

ル等の依頼に応じて保健師が地域に出向いて講話を行う事業も行っています。 

 次にハイリスクアプローチについてです。ハイリスクの方については地区保健師が訪問等をし

て支援しています。その際には子育て支援課が行っているサービス等も紹介しています。子育て

支援課の事業で、母子保健事業に関連の深い①から⑥の事業について、後ほど子育て支援課から

報告させていただきます。 

平成 29年度母子保健事業の実績報告です。資料の１ページをご覧ください。はじめに資料の修

正がありますので、お願い致します。妊婦乳幼児健康診査事業 1 歳 6 か月児健康診査ですが、平

成 29年度実施回数が 195回となっておりますが、194回の誤りです。修正をお願いします。申し

訳ありませんでした。 

表の一番上にあります「乳幼児健康診査事業」については後ほど報告させていただきます。妊

娠期健康講座事業の未来のパパママ講座については、平成 28年度から引き続き、次世代育成課と

連携して実施しています。平成 29年度からは市の出前講座の 1講座としても周知を図っておりま

す。市内の大学に行っていますが、今後新たな実施もできたら良いと考えております。 

また、「思春期の性教育事業」では、中学 2年生を対象とした思春期教室を実施し希望のあった

中学で市内産婦人科医や助産師の協力で講義を実施しております。平成 29 年度は 45 校から依頼
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を受け実施しました。学校の状況に合った効果的な内容となるよう、市内産婦人科医師や助産師

や中学校と事前の調整方法や実施方法等の検討を進めてまいりたいと考えております。 

「依頼の衛生教育」には、子育てサークル、小・中・高校からの依頼による集団教育を計上し

ています。高校からの依頼で行っている性教育は 12校で、保健師が実施しております。その中に

は、特別支援学校 2校や定時制高校 2校からの依頼もありました。 

「母子相談事業」ですが、親子すこやか相談や親と子の心理相談、ことばの相談では、実績だ

けをみますと、平成 28年度に比べて対応実績は横ばいから少し増加しております。今後も市民か

らの母子の相談に幅広く対応していきたいと考えております。 

「母子訪問指導事業」については後ほど報告させていただきます。全体を通して、ほぼ計画ど

おり事業が開催され、妊産婦からその後について支援を進めました。 

2 ページをご覧ください。妊産婦関係となります。母子健康手帳交付は市内各区役所健康づく

り課や保健センターの市内 13 か所で交付しております。母子健康手帳交付は、妊娠期から出産、

子育てまでの支援を進める上で、妊婦が行政との関わりをもつ一番はじめの機会となり、また、

支援の必要な妊婦を把握する重要な機会となります。そのため、母子健康手帳交付時には、妊婦

さんにアンケートに回答いた内容を基に保健師、助産師が面接し、身体や生活状況を確認しなが

ら保健指導を行っています。妊娠中から赤ちゃんとの生活の見通しを持っていただくことが重要

と考え、子育て支援課で作成しております、子育てをしているご家庭のサポートとなるよう成長

が記載できる「はますくファイル」を配布、子育てに関する市の事業が載ったガイド等を配布説

明することで妊娠中から今後子育て生活することがイメージできるようにしております。 

表 1をご覧ください。平成 29年度は 6,406人の妊娠の届出がありました。妊娠中から継続支援

が必要であると判断したハイリスク妊婦は 13.1％でした。表 2がハイリスク妊婦と判断した要因

の内訳です。養育支援が必要と判断した方は例年と変わりなく 4 割強と多くを占め、また、精神

的な要因によるものは 3 割強を占めています。また、育児支援者がいない方、経済的困窮の要因

のあった方、望まない妊娠、夫婦不和等の要因の方が前年度に比べて増加しております。望まな

い妊娠や遅れた妊娠届け、経済的困窮などで、産後の子どもの養育に特に心配がある場合につき

ましては、特定妊婦児童として、福祉担当課である区社会福祉課家庭児童相談室に調整、産科医

療機関とも連携を取りながら保健師が支援にあたっています。妊婦に対する保健師の支援体制を

整えましたので、後ほどの議題で報告させていただきます。 

 次に 3ページ表 3をごらんください。妊娠週数ごとの届出数です。9割の方が満 11週までに妊

娠の届出がされています。表 5をご覧ください。遅れた妊娠届けの状況です。満 28週以降に母子

健康手帳を発行した妊婦は 16件でした。１名以外は日本人であり、経済的な理由や望まない妊娠

など複合的な要因がある事例で、いずれもハイリスク妊婦として交付後、早急に医療機関や児童

福祉部署と調整して支援を開始しています。また、母子健康手帳の交付を受けずに飛び込み出産

した事例が 7 件とこれも例年より多い状況でした。１事例以外は、妊娠に気が付いていたが、経

済的理由や生活環境の問題等により、受診行動がとれなかった方でした。 

現在、思いがけない妊娠 SOSの相談周知として、産婦人科や薬局でのちらしや名刺カード配布、
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性教育（高校・中学）、青年期の未来のパパママ講座で周知しておりますが、今後、思春期、青年

期の教育に併せて、妊娠 SOSの相談ダイヤルの周知をさらにすすめていきたいと考えております。 

４ページをご覧ください。表 6の妊婦健診について、平成 29年度から GBS検査受診票を単票と

して取り扱いを開始しましたので、実績を追加しております。また、表 7 の多胎妊娠の妊婦につ

きましては、浜松市独自の多胎に対する支援策として平成 22年度から多胎妊婦用の受診票を追加

で 5 枚交付し公費負担しています。多胎受診券の利用が進むよう、年度末に産科医療機関を回っ

た際や多胎妊婦さんへの母子手帳交付時等に活用を進めており、今後も推進してまいりたいと思

います。 

5 ページをご覧ください。先ほど、飛び込み出産のところでご説明したとおり、効果的な周知

先について検討してまいりたいと思います。 

 6 ページをご覧ください。乳幼児健康診査の状況です。受診率は表 9 のとおりです。10 か月児

健診は 1ポイント上がりましたが、3歳児健診は平成 28年度より 1ポイント下がりました。各乳

幼児健診につきましては、4か月児健診及び 10か月児健診の精密健診の紹介状交付数はいずれも

平成 29 年度より増加しております。平成 27 年度から変更した医療機関のご協力による FAX での

申請方法が定着し、体制が整ってきたと考えております。委託の個別健診におきましても、保健

師が医療機関からの健診結果や精密健診結果を確認し、状況に応じて、保護者へ状況確認して支

援のきっかけとしておりますので、今後も引き続き実施してまいります。 

8ページをご覧ください。表 17以降は 1歳 6か月児健康診査事後者の内訳です。健診結果によ

り、継続支援を必要とする割合は 32.8％でした。そのうち精神事後者の割合が最も多い状況は変

わりません。継続支援を必要とする児と保護者に対しては、地域の子育て支援機関や療育機関、

小児科等の医療機関と連携しながら支援を進めてまいりたいと思います。表 19は 3歳児健診の状

況です。3 歳児健診未受診者には、未受診者訪問を行い、養育状況、発育状況の把握に努めてお

りますが、3 歳児健診は就学前の最後の健診となりますので、今後も受診勧奨を進めてまいりた

いと思います。 

続きまして 9ページの表 21をご覧ください。3歳児歯科健診の受診率は 69.5％でした。昨年度

より、1ポイント上がっております。次に、表 23をご覧ください。乳幼児健診における保護者の

状況です。平成 28 年度から、国の母子保健の計画である「健やか親子 21」の評価指標として厚

生労働省から通知のありました全国共通の問診項目、主に養育について状況を確認する内容です

が、約 20項目追加しました。そのうち、家庭での保護者の養育の状況として保護者が健診票で回

答している項目について抜粋して取り上げております。1 歳 6 か月児と浜北区、天竜区の 3 歳児

健診の集団健診では健診会場で保健師が診察等での発育発達状況を踏まえ、養育状況と合わせて

相談対応しておりますので、会場で状況確認しております。4 か月児健診と委託の 3 歳児健診で

は、委託医療機関から市へ提出のあった健診票を確認して、表 23の項目にチェックがあった保護

者に対して地区担当保健師から連絡をしており、支援のきっかけとしています。 

10 ページをご覧ください。こんにちは赤ちゃん訪問について、表 24 をご覧ください。平成 29

年度の出生数は 6,314人となっており、前年にくらべ減少しております。実施率は 97.7％、継続
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支援者の割合は 19.4％でした。訪問時の状況を児の発育発達や保護者の養育状況、また家庭環境

等から総合的に判断し、継続的に支援が必要と考えられた場合には、地区担当保健師が区役所の

児童福祉部門や地域の医療機関・子育て機関等と連携しながら、家庭訪問等で継続して支援して

おります。 

11 ページは予防接種関係です。各種接種率は表のとおりです。表 26 の定期予防接種の B 型肝

炎につきまして、平成28年10月から定期接種化され平成28年度は実施期間が6か月間でしたが、

平成 29 年度は 1 年間の実施期間でしたので、接種率が 26.1 ポイント上昇しています。次に日本

脳炎第１期につきましては、3歳未満で接種を希望する保護者が多くいたことから、平成 28年度

は前年と比較し接種者数が増加しましたが、平成 29年度は 3歳未満の接種者が減少したことから、

接種率はマイナス 12.3ポイントと減少しました。なお、子宮頸がん予防ワクチンにつきましては

接種率が 0.1％と低い状況が続いておりますが、第１回の接種者数は平成 29 年度 35 人であり前

年度と比較し 27人の増となっています。子宮頸がんワクチンにつきましては、積極的な接種勧奨

の差し控えが継続され、全国的に接種率が低い状況が続いております。母子保健等の事業での子

宮頸がん予防に対する若い世代への啓発の取り組みとして、今年度からになりますが、無料クー

ポン券未使用者については、休日検診の案内をしながらさらに勧奨していく予定です。今後も母

子保健事業でできる取り組みを進めてまいりたいと思います。 

 12 ページ以降は医療費の助成です。平成 29 年度からは不育症治療費助成を開始しました。初

年度は 14件の助成を行いました。制度の定着にはまだ時間がかかると思いますので、不妊治療費

助成と同様にちらしやホームページ等での周知を進めてまいりたいと思います。 

 以上、平成 29年度母子保健事業実績報告です。 

【会長】ありがとうございました。質問、お願いします。 

【委員】2 歳児歯科健診はいつから行われていますか。歯科健診は 1 歳 6 か月からだだと思って

いたのですが。 

【事務局】歯科健診は 1歳 6か月児健診の中でも行われています。また、2歳児歯科健診は 10年

ほど前から行っていますが、今年度からは年 2回になりました。 

【委員】若年妊娠の年齢分布は出ていますか。表 2を見ると、64人もいるため、年齢分布を出し

てほしい。また、これらの方は表 8 の妊娠 SOS に相談が入っているのでしょうか。女性の健康層

相談ダイヤル、妊娠 SOSをやっている以上、効果がないと意味がないと思います。 

【事務局】手元に資料がないため、至急取り寄せ、後で報告します。 

【委員】11 ページの子宮頸がん検診無料クーポン券の送付数ですが、3,640 人ですか。全員に送

付していますか。 

【事務局】はい。女性全員です。 

【会長】妊娠 SOS の効果として、本当に妊婦健診未受診者が減っているのか。多分、減っていな

い。行政は数を出したくないと思いますが、効果を示していかないと形骸化してしまうと思いま

す。 

【委員】妊娠 SOSは知りませんでした。ポスターやリーフレットなど配付していますか。 
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【事務局】2年前に全薬局にカードを配布しました。薬剤師会を通じて、配付しています。 

【委員】妊婦の歯科健診ですが、受診率が下がっている要因はわかりますか。 

【事務局】要因はわかりませんが、母子健康手帳配付の際に、周知徹底したいと思います。 

【委員】例えば、転勤で市外に移った方が多いとか。また、わかりましたら教えて下さい。それ

と、区別の％が以前は出ていましたが、データがありましたら、見せてほしいです。3 歳児歯科

健診時の保護者の歯科健診は取りやめになったが、歯周病検診の状況はいかかでしょうか。 

【事務局】今年度についてはわかりませんが、昨年度については 30代の歯周病検診率は高かった

です。ただ、歯周病健診は数年行ってみないと、なんとも言えません。 

【委員】少子化で 1割近く減っています。全国的にそのような状況でしょうか。 

【事務局】平成 29 年度の人口動態統計の合計特殊出産率ですが、浜松市は 1.53 です。全国に比

べれば良い方です。元々は静岡県に比べ、浜松市は良かったのですが、県との差は段々縮まって

きています。平成 29年度の静岡県は 1.52です。 

【委員】年 400人のペースで減っています。 

【委員】資料が浜松市の出生数しか出ていないので、全国や県のデータを出してもらえるとあり

がたいです。 

【会長】平成 26年から随分減っていますね。 

【委員】望まない妊娠の事後はどうなっていますか。経済的要因は変わっていないと思いますが。 

【事務局】母子健康手帳の産後発行ですと、要保護児童対策地域協議会のケースとして、 

児童相談所や医療機関と連携し、状況によっては一時保護の場合もあります。しかし、多くは家

庭で生活するため、継続的に支援しています。また、子育て支援課のサービスを利用する場合も

あります。 

【委員】ハイリスクのピックアップをしていても漏れていることはないですか。 

【事務局】28週以降の遅れた母子健康手帳の発行や産後発行については、すべて継続して対応し

ています。 

【委員】出生数が減っている。ハイリスクの方もいる。育児支援者がいない方も多い。子どもが

できても働かないといけない現状があります。働いても病気の時に預けられる病児保育を検討し

てほしいです。 

【会長】子宮頸がん予防の接種がこれでいいのか。啓蒙して、20代の子宮頸がん検診率を上げる

ことが大事です。20代の子宮頸がん検診率を出してほしいです。多分、低い値だとは思いますが。

それと、3歳児健診ですが、以前は南区の受診率が低かったのが、今回は東区が下がっています。

これはどうしてですか。 

【事務局】南区は受診勧奨、周知をかなりしたものと思います。東区が下がった理由は分析でき

ていませんが、周知に力を入れていきたいと思います。 

【会長】他はよろしいでしょうか。続きまして平成 29年度浜松市児童福祉事業実績報告をお願い

します。 

【事務局】子育て支援課です。それでは、平成 29年度浜松市児童福祉事業実績報告をします。会
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議の冒頭で、健康増進課から説明した別表「浜松市の妊娠・出産・子育て期における支援」に記

載した①から⑥により、母子保健事業と連動している主な児童福祉事業を報告します。 

 資料の 15ページをご覧ください。１の子育て支援ひろば事業です。子育て支援ひろばは、妊婦

や概ね 3 歳未満の乳幼児を育てている親子が気軽に立ち寄ることができる場所です。ここでは、

育児相談や発達に応じた遊びの紹介を行うなど、安心して子育てができる環境を整備することで、

地域の子育て支援の充実を図っています。また、地域の実情に応じて、きめ細やかな支援として、

さらに事業を加算実施しています。さらに、地域支援を強化するために、区に 1 か所ずつ子育て

支援ひろばの中から地域の拠点をつくり、関係機関とネットワーク化を図ることで他職種、他機

関連携が促され、孤立している家庭の発見や情報を共有するようにしています。 

表 35子育て支援ひろばの実施状況をご覧ください。平成 29年度の会場数は、昨年度同様 24か

所です。参加延べ人数は（表の右下）213,740人でした。出生数が減少している中、0歳児の参加

人数の延べ人数は 34,347人と前年度 33,587人と比較して 760人の増加でした。 

 続きまして 16ページをご覧ください。2.産後ケア事業です。産後ケア事業は、出産後の退院直

後など、支援の必要な母子を対象に、乳房ケアなどの体のケア、心のケア、授乳や沐浴の方法や

育児相談などの育児のサポートを提供し、産後の新しい生活を安心してスタートできるように支

援を行うものです。市内 6 か所の産婦人科医療機関及び 5 か所の助産施設で実施しました。サー

ビスには宿泊型と日帰りのデイサービス型があり、対象者の希望や状況に応じて実施しています。 

表 36利用件数をご覧ください。平成 29年度の利用実件数は 10件。そのうち、宿泊型 8件、デイ

サービス型 2 件の利用でした。産後ケア事業を利用することで、授乳等の育児手技について指導

が受けられたことにより、母親の育児不安の軽減と身体的な回復が図られたとの報告がありまし

た。また、継続支援が必要な母子に対しては、医療機関と地区担当保健師が連携し継続支援して

いると伺っております。利用者負担につきましても、経済的負担を配慮し、公費負額の見直しを

いたしまして、平成 30年度から宿泊型の公費負担額を 10,000円から 15,000円にひきあげました。

引き続き、切れ目のない支援として利用しやすい体制を検討してまいります。 

17 ページの 3．はますくヘルパー利用事業です。はますくヘルパー利用事業は、妊娠中又は出

産後１年未満の時期に、身近に相談できる人がいなくて、家事や育児を行うことが困難である人

に対し、育児支援ヘルパーを家庭に派遣し、相談支援を行うものです。平成 29年度は 8事業所で

実施していました。表 38 をご覧ください。平成 29 年度の新規登録者数は 219 人でした。そのう

ち、多胎、未熟児医療対象児を養育している方が 18人となっております。通常、合計利用可能時

間が 50時間に対して、多胎、未熟児医療対象児のお子さんを養育している場合は 100時間利用す

ることが可能となります。リーフレットを作成し産婦人科、助産所、小児科等の医療機関に配架

したり、母子健康手帳交付時や子育て情報サイト等により情報発信したりすることで、効果的な

周知を行うことができました。開始時からニーズの高い事業であり、引き続き、実施していきた

いと思っております。 

18 ページの 4．養育支援訪問事業です。養育訪問支援事業とは、支援が特に必要であると判断

された家庭に保健師・看護師・保育士等が自宅を訪問し、養育に関する指導、助言を行い、適切
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な養育の実施を確保することを目的としています。養育支援訪問事業には、専門的な相談支援を

行う養育支援訪問員と家事・育児の援助を行う養育支援ヘルパーがあります。平成 29 年度は 37

人の、助産師、保育士等の資格をもつ養育支援訪問員が登録しています。また、養育支援ヘルパ

ーは 3 事業所で実施しています。健康増進課で実施しているこんにちは赤ちゃん訪問等により把

握した養育支援が必要な家庭に対して、養育環境の改善、養育者の育児不安の解消及び養育技術

の提供等の支援を行ったことで、虐待予防にもつながったものと考えております。表 40養育支援

訪問員による訪問件数をご覧下さい。平成 29 年度の訪問件数の実数は 52 件、訪問回数の延べは

663 回です。表 41 養育支援訪問員による支援対象区分は特定妊婦 6 件、要支援児童 19 件、要保

護児童 27件でした。続いて、表 42養育支援ヘルパーの訪問件数をご覧下さい。平成 29年度の訪

問件数の実数は 5 件、訪問回数の延べは 98 回です。表 43 養育支援ヘルパーによる支援対象区分

の、平成 29 年度は要保護児童 5 件でした。平成 28 年度と比較すると、養育支援訪問員、養育支

援ヘルパーの訪問件数とも減少しています。減少している要因のひとつとして、先ほど報告した

はますくヘルパー利用事業等の産前産後の事業が充実し、支援を要する家庭へのサービスの選択

肢が増え、養育支援訪問事業を導入しなければいけない家庭が減少したと推測されます。 

 19 ページをご覧ください。5.発達支援広場事業です。発達支援広場は、1 歳 6 か月児健康診査

等で言葉の遅れや対人関係の障害などの発達障害の疑われるお子さんとその保護者を対象に、早

期療育的アプローチにより幼児にとって適切な働きかけができるように支援する事業です。この

発達支援広場には保健センターで行うセンター型と発達医療総合福祉センターや根洗学園などの

施設で行う施設型があります。センター型は 7会場、施設型は 3会場です。表 44センター型の参

加状況をご覧ください。平成 29年度の参加児数の実数は 532人です。経年的にみますと、毎年ほ

ぼ同数の利用状況です。表 45 施設型の参加状況をご覧ください。平成 29 年度の参加児の実数は

279人です。昨年度と比較して 40件増加しています。増加した理由として、母子保健事業におけ

る周知・案内とともに、医療機関や関係機関での案内が増えていることが推測されます。 

 20ページをご覧ください。6．発達障害者支援センター事業です。発達障害者支援センター「ル

ピロ」は、電話相談、来所相談などにより、発達障害やその疑いのある子どもや大人とその家族

等の相談に応じ、適切な情報提供や関係機関の紹介などを行っています。また、発達障害に関す

る講演会、研修会などで啓発を図ることを行いながら、関係機関に対し技術支援を行うなど、総

合的な支援を行っています。表 46 相談件数の延件数をご覧ください。平成 29 年度の相談件数は

延べ 5,477件でした。前年度と比較して 1,100件の増加です。次に表 47相談者の年齢構成の実人

数をご覧下さい。 上から 2行目、平成 29年度の 0歳から 3歳未満の乳幼児前期は 94人でした。

昨年度と比較して実件数が 57人減少していますが、これは、母子保健事業や子育て支援広場等の

身近な場所での相談態勢が整ってきたことによるものと思われます。乳幼児前期の時期以外の年

齢時期をみると、どの時期も相談件数は増加傾向にあります。相談件数が増加している要因とし

て、発達障害に関する報道情報番組や講演会の開催により市民の認知度が高まってきていること

が考えられます。また、関係機関からの紹介も増えていることが、相談件数の増加に繋がってい

るものと思われます。今後も、講演会等の啓発と関係機関に対する技術的支援の両面による総合
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支援に努めてまいりたいと考えております。 

以上で平成 29年度浜松市児童福祉事業実績報告を終わります。 

【会長】ありがとうございました。質問、お願いします。 

【委員】15ページ、表 35の子育て支援ひろば事業の参加人数ですが、初妊婦だけでしょうか。 

【事務局】妊婦の参加者数のうち初妊婦のみです。 

【委員】事業について周知してほしいです。19ページのたんぽぽ広場ですが、下の子が生まれる

と下の子を見てくれる人がいないため、参加ができなくなると聞いている。その対策について考

えていただいていますか。 

【事務局】下の子同伴で参加できる会場も一部あります。会場の広さや保育体制などの課題等も

ありますが、検討していきたいと思います。 

【委員】はますくヘルパー事業は良いが、職員の質の確保はできていますか。家事はしてもらっ

ても心のケアをしてもらえないと意味がないように思います。虐待予防になっていますか。報告

はされているのか、質が気になります。 

【事務局】行政と事業者で情報共有しています。支援の方法については、対象者の状況に応じて

対応してもらえるよう事業者と調整しています。 

【委員】産後ケア事業ですが、病院と助産所の割合はどの位でしょうか。 

【事務局】実件数は病院になります。 

【会長】実数としてはまだまだ足りないと思います。啓蒙はされていますか。 

【事務局】母子健康手帳交付時や子育て情報サイト等により周知しています。今年度につきまし

ては、産婦健診を実施している医療機関と連携を図り、より周知を図りたいと思います。 

【会長】産婦健診時の啓蒙では遅いです。 

【委員】医療機関によっては一日 4 万円なので、補助があっても一般家庭で払うのは難しいと思

います。 

【会長】一日あたりの（宿泊型）産後ケア事業の金額はどの程度ですか。 

【事務局】医療機関によって 1日 2万円から 4万円の幅があります。 

【会長】多分、静岡市の助成は 2 万円だと思います。もう少し産後ケア事業が利用しやすい事業

になるよう頑張ってください。 

【事務局】より利用しやすいように検討していきたいと思います。 

【会長】次はハイリスク妊産婦への支援体制についてお願いします。 

【事務局】21ページ、ハイリスク妊産婦への支援体制についてです。 

今回の目的や背景等ですが、現在、ハイリスク妊婦（妊娠中から支援を要する妊婦）について

は母子健康手帳交付時や産科医療機関等で気になる妊婦を把握した場合の行政への支援依頼によ

り把握し、その後、各区健康づくり課で支援プラン検討カンファレンスを行い、地区担当保健師

が支援を開始し、その後は適宜、課内で相談して対応してきました。 

しかし、平成 29年度のハイリスク妊婦の要因として「養育支援が必要」「育児支援者がいない」

「望まない妊娠」「経済的困窮」等の割合が増加しており、さらにそれら事例は、複数の要因が絡
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み合っている家庭であることが多いため、支援を開始してもすぐには解決せず、産後の育児支援

までの継続的な支援が必要となる難しい事例が多い状況が見えてきました。経済的要因のある事

例や望まない妊娠等では、母子健康手帳交付後をしても、その後、適切に妊婦健診に受診しない

ことも考えられます。そのため、ハイリスク妊婦として把握した後、地区担当保健師だけに任せ

るのではなく、適切に支援できる体制整備を行うこととし、昨年度後半から健康増進課と各区健

康づくり課、子育て支援課等とも検討を重ねてまいりました。できるだけ早期に必要な情報を把

握して、適切な支援を開始することや、関係機関と共通の認識を持って支援することが重要であ

ると考え、ハイリスク妊婦の支援体制を明確化した支援フロー図を作成し、30年度から、妊娠中

から産後の子育てを見通した支援が適切に行えるよう取り組んでまいります。 

今回、大阪府が作成した「妊娠期からの子育て支援のためのガイドライン」を参考にフロー図

とアセスメントシートを新たに作成しました。資料 2は支援フロー図です。母子健康手帳交付時

や医療機関からの連絡の情報により、資料 3の妊娠期アセスメントシートの項目により支援の必

要性を判断して支援プランを作成し、支援を開始します。その後、2か月以内に、その後の妊婦

健診受診状況や対象者の方への対応状況等の情報から再度、資料 3の妊娠期アセスメントシート

をチェックし、支援プランを見直します。いずれの場合にも、妊娠中から特に産後の養育支援が

必要と考えられる方については、要保護対策協議会での進行管理ケースとして児童福祉担当であ

る社会福祉課と調整して支援にあたります。 

 資料 21ページにお戻りください。産婦健診後の産婦の関係機関とのフォロー体制についてです。

今年度から委託機関（産科、助産院）の協力により実施しております産婦健康診査事業ですが、4

月以降、医療機関から個別に健診後のフォローの判断や実施方法についてご質問、お問い合わせ

をいただいております。個別に都度ご説明して対応させていただいているところです。また、医

療機関から市へ支援依頼をいただくことも多くなっており、支援依頼を受けている各区健康づく

り課と状況を共有したり、対応を検討しております。前回会議におきましても、委員の先生方か

ら、フォロー体制構築の必要性についてご指摘いただいたところですけれども、事業を開始しま

して、改めて、フォロー体制を構築していくことの必要性を実感しているところです。今回、事

業を開始した現状と課題についてご報告をし、委員の先生方から御意見をいただけたらと思いま

す。宜しくお願い致します。 

産婦健康診査事業の概要について説明させていただきます。（1）産婦健康診査事業の目的及び

背景です。産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図るため、平成 29年度から厚生労働省が出産 

後間もない時期の産婦に対する健康診査（産婦健診）を実施する市町への補助事業とし 

て、「産婦健康診査事業」を開始しております。平成 30年度からは、妊娠期から子育て期までの 

切れ目ない支援のため、産後の初期段階おける母子に対する支援の強化として、県と県医師会等 

との協定に基づき、本市でも事業を開始しています。 

 婦健康診査事業の実施内容は 22ページ（2）のとおりです。従来の産婦健診では身体面の確認 

が中心でしたが、本事業においては、心身両面の状況確認が必要となっており、精神面のスクリ 

ーニングとして、エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）が入っていることが新たな内容となっ 
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ております。 

現在、こちらでイメージしている産婦健診後のフォロー体制は資料 4のとおりです。 

（4）産婦健診の実施状況の平成 30年 4月から 5月分です。産後 1か月の精神科等専門機関紹

介 2件のうち、1件は助産所への紹介です。 

（5）課題です。①エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）による支援の要否の判断についてです。

精神状態の把握については、エジンバラ産後うつ病質問票の点数だけでなく総合的な評価に 

より判断するものと考えています。そのためには、健診で対応していただく職員が EPDSを用い 

た面談手法を習得し、記載された内容について具体的な聞き取りを行って、支援の必要性を判断 

することが求められると考えており、研修の実施について検討をしております。②支援を要する 

産婦の連携体制についてです。妊娠中から健診結果、受診が必要と判断されても、すぐに受診に 

つながらない場合も多い（本人が受診の必要性を感じていない）と考えられることから、その場 

合には、市保健師へ支援依頼をいただき、訪問等で支援しながら保健師が受診に結び付けていく 

ことも必要である状況も見えてきました。そのため、市精神保健福祉センター所長（精神科医師） 

に相談し、4月以降、市内精神科医師に産婦健診事業の周知及び連携についての働きかけを行っ 

ているところです。しかしながら、出産については里帰り等の市外の行き来があることから、県 

が精神科医療機関等との連携体制構築を目指して、3月に産後ケアサービス検討会を立ち上げた 

ため、当市も会議に足をはこんで状況を把握し、県と共に体制を整えていくことを考えています。 

【会長】ご意見、ご質問をお願いします。 

【委員】精神科医師について、産後うつの母の気持ちがわかるかどうか。どこの精神科なら受け

てもらえるか、子育てについて理解してくれる精神科医師を見つけてほしい。 

【会長】資料 2（妊婦支援）と 4（産婦支援）は本来つながっているものだと思いますので、分け

ない方がいい。担当は同じですか。違いますか。 

【事務局】担当は同じです。 

【会長】精神科の先生の医会は１つではないようですね。精神科は発達を中心に診ている先生も

いれば統合失調症などの精神疾患を主に診ている先生もいる。 

全体を通しての質問はありますか。はますくファイルは 5年で評価をすると聞いていますが。 

【事務局】はますくファイルの評価については検討中です。活用状況やニーズ等について調査及

び評価をしていきたいと思っています。 

【会長】今年度末には評価の報告をお願いします。他にございませんでしょうか。 

【事務局】先程の若年妊娠の指摘ですが、2 ページはハイリスク妊産婦数のため、10 代の妊娠で

も家族がしっかりしている等、環境要因の問題がなければ数に含まれていません。平成 25年度は

出生数に対して若年妊娠は 1.6%でしたが、平成 29年度は 1.2%と減っている現状です。 

【会長】では、これで終わりにしたいと思います。連絡事項ありましたらお願いします。 

【事務局】ありがとうございます。1点連絡事項を申し上げます。平成 30年度第 2回の会議の開

催ですが来年 2 月頃を予定しております。会議の開催日が決まりましたら改めて皆様に通知の方

をさせていただきますので、よろしくお願い致します。以上です。 
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【会長】それでは以上をもちまして、母子保健推進会議を閉会します。どうもありがとうござい

ました。 

 


