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平成 27 年度中津川市母子保健連絡協議会 

 

日時：平成 27 年 8 月 27 日 14：00～15:30 

場所：健康福祉会館 2 階健康教室 

 

１.開会 

・永冶課長開会のあいさつ 

   ・会議成立の報告 

 

２.あいさつ 

   ・中川会長あいさつ 

   ・早川部長あいさつ 

 

３.議事 

（１）母子保健に関する統計及び事業報告 

（２）中津川市母子保健事業計画指標及び平成２７年度の主な取り組み 

 

 

中川会長 資料 1 についての説明をお願いします。 

 

 

3 議事  （進行 中川会長） 

 資料 1、2 についての説明をお願いします。 

 

《中根保健師より資料に基づき説明》（資料 1、2） 

 

＜資料 1、2 についての質疑応答＞ 

 

林委員 「大変けっこうな結果でありがとうございます。保健師さんの毎日の努力が感じられる資料

で関心しました。これはいいのでが、これにプラスして、資料だけ持ってきたのですが、

8/3 東海ブロック協議会がありまして、岐阜県・愛知県・三重県の産婦人科医会の話し合

いの中で、だいたい足並みをそろえていこうとなったことで、中津川市ではやっていない

補助の話が出てきました。新生児聴覚検査費助成制度で、東濃では土岐市だけなんです。

7000 円ぐらいの半額補助。全額補助しているところもある。西濃・中濃が多いです。東

濃は少ない。林でも年間３人ぐらいは難聴の子が発見されていますので、難聴は早くから

訓練で治癒するということですから、みなさんいいのではと思います。」 

「それからもう１つなんですけれど、特定不妊治療の助成というものがございます。体外受

精の補助だけではないか。平成 27 年度岐阜県への不妊に悩む人への支援というものがあ
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りまして、新規で人工授精に関わる治療で保険適応外１年間に５万円 自己負担 1/2 以内。 

これは県でやっていると思っていたんですが、市町村だということで、そんな話はありま

すか？ 

中根保健師 ｢岐阜県は特定不妊治療と男性不妊治療は県で、一般不妊治療は市町村と県で行うとい

うことです。」 

林委員 「それはぜひやっていただきたい。またご検討をお願いします。決まりましたら報告くださ

い。」 

中川会長 「実際の費用がいくらなんですか？」 

林委員 「7000 円で半額の補助で 3500 円」 

三尾保健所課長 「みなさん実際のところやってみえるんですか？」 

中根保健師 「一部助産院などはやっていないところもありますが、ほどんどの検査機関 90％以

上は補助を出していないので、実費でやっていると思います。」 

三宅保健所課長 「人工授精の話なんですが、実際特定不妊治療を行う前に人工授精から、前段階か

らやっていますので、(補助を)やられるとやりたい不妊治療の制度になるのではないかと思

います。県はなかなかやってくれないので市の方でやっていただいて是非ともお願いした

い」 

中川会長 「不妊治療の基本的な理念とはどういうところから来ているんですかね。子どもの数を増

やすのを目的にしているのか。子どもがほしいけれどもできないという精神面なサポートす

るためなのか。どういう観点から行政は補助金を出しているんですかね？」 

    「行政が補助を出すのはどういう精神で どういう意図でやっているのか？」 

中根保健師 「目的としては経済的な負担を軽減するためです。同時に子どもが出来にくい方で、子

どもを希望される方を視野にいれていく」 

中川会長 「これだけの件数で人口が増えていくことにはつながらないのです。結婚していて子ども

がほしいが経済的に作れないという人に支援をした方がいいのではないか？不妊は疾患と

捉えて疾病に対するものなら理解できるのですが、子どもの数を増やすのが目的ならば効果

のある事業とは言えない」 

林委員 「普通のご夫婦で不妊というのはかなり多いんです。昔みたいに２～３年待ってそれから治

療しようかというのではなくて、半数ぐらいでどんどん人工授精をしてという流れになって

きてるんです」 

丹羽委員 「予防接種とか不妊治療とか行政の手が広がってしまうのはちょっとだと思っているんで

す。治療の上限も決まってないですし、クリニックも決まってないし、ただただ増しますよ

はやめていただきたい。限度がありますと。縛りがありますよっと」 

林委員 「これはイメージ的なものなんです。こういうことに取組んでいる自治体であることが大切

なんです。やろうということになっていますから、それをやらずにみんなが反対するから

やらないというのは えっとなる。補助がほしくて言っているわけではないのです。やる

ことに意味がある。」 

丹羽委員 「中川先生が最初にいわれたような人工を増やす目的とか個人的なものなのか大きなもの

なのかを考えてやってほしい。」 
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中川会長 「私も個人的な疾患としてやるならいいが」 

早川部長 「不妊治療につきましては、昨年 88 人助成しまして、25 人が妊娠成立しておりますので、

不妊治療費もお金がかかるものですから、わずかですし回数も制限もありますが、これで

助かるという意見もあるので、これでお母さんたちが少しでも助かればという思いで有難

いと思ってもらえればよい。」 

中川会長 「中津川市が暖かい市であるということですよね。パパママ教室は年６回行われています

がどういう時間帯にやってみえますか？」 

中根保健師 「金曜日の夜 ７時から実施しています。ただチャンスが 1 回しかないので、その１

回に都合が悪い方は妊婦教室の第 3 課に内容は少し異なり沐浴はないですが、３課の

方に来てもらえるように紹介してさせてもらっています。」 

中川会長 「来年度から国はＢ型肝炎の定期接種をするとほぼ決まっているようですが」 

今井看護師 「Ｂ型肝炎が国からのくわしい情報が入っていませんので、これからだと思います。」 

 

（３）平成 27 年度母子保健における健康づくり 

（４）３歳児健診における尿中塩分測定実施報告  

 

中川会長 それでは次は資料３になるんでしょうか？ 

 

《河野管理栄養士より資料に基づき説明》（資料 3、4） 

 

＜資料 3、4 についての質疑応答＞ 

 

中川会長 「これについて何か質問はありますか？」 

安藤副会長 「3 歳児健診で塩分測定をしていることを初めて知っていいことだと思います。お母さ

んたちのもやっていただくといいのでは。お母さんたちは体を酷使して食べるものも疎

かにして子育てをしているので、予想ですけれどもそんなところもできたらいいなと思

いました。小学校 6 年生や中学校 2 年生の指導をするよりも生まれたばかりのお母さ

んに食事指導をされると、子どもの食事は家庭からということもありますので、保護者

の方に指導できるといいと思いました。」 

小椋委員 「親が朝食を食べないとかすごい偏食とかヨーグルトばっかりとかそういった親子さんが

いて、そういった親子さんに向けて栄養を考えてもなかなかつながらないということもあ

りますので、乳相の次の日からアピタの若鯱屋へ行ったとかの話を聞きますので、子ども

さんを通じてお母さんが関わることが多いので、フォローしていただければいいかと思い

ます。」 

丹羽委員 「塩分は小児の場合、どのぐらいとったらいいのかというはっきりとしたエビデンスがな

いと思うんですよね。成人の場合は７g とかありますが・・・取り過ぎはよくないと思いま

すが、そのあたり中川先生にお伺いしたいのですが」 

中川会長 「それは私もわからない」  
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河野管理栄養士 「食事摂取基準 2015 年度版では男 4ｇ未満、女 4.5ｇ未満となっております。」 

丹羽委員 「それは厚生労働省が出しているものだと思いますけれども、それはわかっていないです。

科学的にはわかっていないはずです。」 

河野栄養士 「WHO と国民栄養調査の間をとって女性 7ｇ、男 8ｇ未満となっていまして、子ども

の出し方も子どものｴﾈﾙｷﾞｰの割合に対して同じように WHO と実際の平均値を取ってだ

されていると思います。」 

丹羽委員「アンデスの山奥に住んでいる子どもたちは、5ｇ以下とか昔の日本人は 10ｇぐらいつけも

のとかで取っていると思うんですよね。高血圧予防としての塩分制限だと思うんですよね。

まだわかってないんですよね。 

安藤副会長 「塩分何グラムといわれてもまったくわからないんですよね。とれだけとっていいのか

わからないので、感覚的に母親がこの食事はだめだなとか塩分が多いんだなとわかっている

かわかっていないかの違いが子育ての食事に大事になると思います。何グラムで保健師さん

に指導されて悩んじゃうんではなくて上手に指導されて塩分が多いんだから気をつけよう

ねとか、自分のことをわかれば気をつけて塩分が減る程度でいいのかなと思います。」 

 

（５）妊婦歯科検診について 

 

《勝歯科衛生士より資料に基づき説明》 （資料５） 

 

＜資料 5 についての質疑応答＞ 

 

中川会長 「渡辺先生助言とかお願いします。」 

渡辺委員 「昨年度から 10％増加しているのはけっこうなことです。まだまた受診率が低いので、

半分以上とか まだまだ数値が年々増加していくためにも、行政の方にもご協力をお願

いしていきますので、よろしくお願いします。」 

中川会長 「これは一応医師会の医院に連絡してから行くんですよね？ 

渡辺委員 「はい そうです。」 

中川会長 「高齢者の健診の受診率はどうですか？」 

渡辺委員 「高齢者の方も我々委託を受けまして 10 月からするとなっていますが」 

三宅委員 「妊婦教室でやらない理由は何かあるんですか？妊婦教室のその場でやってしまえばいい

と思いますが」 

渡辺委員 「日にちや会場が決まってしまいますので都合の悪い方があるので・・・一般開業医さん

の方がそれぞれ好きな時間等がとれてアクセスがしやすいのではと思います。」 

 

（６）産後早期からの支援～こんにちは赤ちゃん訪問アンケートから～ 

 

《中根保健師より資料に基づき説明》（資料 6） 
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＜資料 6 についての質疑応答、その他質問等＞ 

 

中川会長 「このアンケートについてのご質問や全般的なことを通してのご意見でもいいですけど」 

林委員 ｢こんにちは赤ちゃん訪問なんですけれども、私たちは生ませる 1 ヶ月まではみることがで

きますが、待っているか待ってないのかわからないですが、保健師さんたちに訪問してもら

えるのはありがたいです。身長、体重とかの希望が一番多いとは思いますが、母の心身とい

うのも、お子さんを通じて自分の不安を知ってほしいというのもあると思うんですよね。自

分がどのぐらい自信があるのかということが把握しにくいのかな、この人帰しても大丈夫だ

ろうかという人もあるんですが、よっぽどの人は助産師がその人に保健師さんに行って貰っ

た方がいいと思うけどどう？と相談するけれど・・・あんまり仕事が増えても困るとは思う

んですが、あなたは困っている人だからと言ってその人も困っているなら話が進むんですが、

困りそうなのに本人は気づいていないけど・・・の人をひろいあげるシステムがあるといい

と思います。保健師さんに訪問してもらった方がいいんじゃないと言っても、いいですとい

われちゃうとそうですかで終ってしまう。｣ 

中根保健師 「恵那保健所管内の助産師さんと行政と連絡会議をやっていて、精神とか育児不安が強

くて産後 1 週間とかにあかちゃんがかまえないとか、スタッフ側からみて心配な人に対して

は、病院によっては本人の同意を得ない形で連絡をもらっているケースもあります。県の方は

健康サポート支援事業もあり、同意をとって早めに支援に入らせてもらいますますので、本当

に心配な方には電話をいただいて早めに訪問をするような形になっております。」 

林委員 「本人の同意がなくてもいいの？」 

中根保健師「個人情報の関係で母と子のサポート事業は母の同意を得て実施する事業になりますが、

それ以外でも、虐待が疑われるケースなどあれば、本人に同意を得なくても赤ちゃん訪問とい

う形でやっています。個人情報をどういうふうにするかということは、同意をえないと難しい

ところもあるんですが、緊急性がある時はお互いに連絡をし合った方がいいのではということ

で、虐待などは同意がなくても連絡をいただければという形になっております。」 

三宅委員 「なるべくなら、先生の方から市につなげるのに気軽に同意をとってもらえると市が動き

やすいと思います。サポート事業の用紙がありますので、何かあったときのために同意書を書

いてもらえれば・・・ 

林委員 「同意書を書くぐらいならいいですという声もあるので、気軽な気持ちで保健師さんがちょ

っとという感じだといいんですが・・・」 

安藤副会長 「支援ｾﾝﾀｰにいると２～３ヶ月の子が来ます。本人は悩んでないけどスマホかまって涼

んである程度涼むと帰っていく人もいる。離乳食の時期の子にアイスやジュースを上げたり、

いいのという方がみえます。私たち支援ｾﾝﾀｰの林先生に連絡したり、乳児学級に来た人で気に

なる人は保健師に伝えるなどの支援をしたりしているんですけど、本人は悩んでいない。順調

だと思っているけれども傍からみると、見るからにという人はいるので、ホットケーキや保健

師に連絡することにしている。支援ｾﾝﾀｰ職員と言ってもママなので、もう少し連携がとれると

いいと思いました。」 

中川会長 「昨年岐阜県でも 800 件相談がありまして、その相談というのは当事者ではなくて近所
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の人からなの。この地域の事で何かご存知の方ありますか?」 

小椋委員 「親さんと関わる中で、どうかなというケースは我々と連絡をとっていますが具体例はな

い。育児放棄の方が多いようです。そのあたりのところも対応していきたいと思います。」 

早川部長「市の方では福祉相談室が専門の部署になっておりまして、年間 100 件ぐらいの相談あり、

虐待ではないかと通告があったのが 26 年度は 13 件。市が通告を受けますと子どもｾﾝﾀｰに通

告することになってまして、24 時間以内に生存を確認するということでうちの職員も夜でも

あぶないことになっていないかみていますので、年々ケースは増えてきています。こういう世

の中ですので、虐待ということが周知されていますので、激しい泣き声で心配されて通報され

ますので相談が多くなっています。」 

中川会長「乳幼児健診に 1 度もこない方はありますか？」 

中根保健師「何人かおります。疾患があるとか外国に行って見える方や、園に行っていて健診にこな

い場合もあるますので、その場合には保育園の方に連携をとりながら状況確認するという形で

確認しています。」 

中川会長「岐阜県でいわゆる所在不明児といわれているお子さんが 39 人いるんですよね。」 

早川部長 「中津もいますが、外国にいるとか実家がこっちにある人は実家に確認しているなど所在

のわかり辛い方はたしかに見えますが、確実にいるんだけど所在がわからないケースは 0

件です。」 

安藤副会長 「平成 23 年にカナダの親プログラムで 10 名ぐらいのお母さんたちに自分たちで問題

を解決するプログラムをやります。いままでに 120 名ぐらいが参加していますが、自分の時

間がとれない、社会の中でつながりがもてないなどの方に参加してもらっていますが、6 週連

続で学んでいますので、精神的な支えになっているプログラムを今後取り入れていきたいと思

います。」 

林委員「それは希望すれば誰でも？」 

安藤副会長 「3 ヶ月から 3 歳まで。カナダの方では片親なら片親だけとか障害をもつ親だけとかを

集めてこういったプログラムを行います。中津では認知度が低いですので」 

中川会長 「先ほど中津川の保健で合計特殊出生率が平成 25 年 1.71 で年間出生率が 2.07 を越え

ると人口が増えたことなる。出生が平成 25 年 637 人生まれていますので、771 人生まれる

と 2.07 になりますので、もう少し増えると中津川市の人口が増えることになると思います」 

丹羽委員 「塩分の話でわからないということで、一般的にナトリウムの量が問題でナトリウムの量 

は食品に書かれてありますので、食品中のナトリウム×2.5 倍にすると塩分が出ると思い

ますので、一度計算されてみてはどうか？そういったことは保健師さんたち教えて見えま

すよね。 

河野管理栄養士「加工食品については×2.54 の話をしています。」 

丹羽委員 「ナトリウムが問題で、塩分が問題なのではないのです。それをちゃんと学校でも授業で

もやっているはずなんですけど、何をみているのか理科の授業でもやっているはずですか

ら」 

中川会長 「中津川市の給食は学校で作っているわけでしょ。調理師の食感ですかね。塩分を測るも

のがありますよね。そういったものを使ったらどうかと以前お願いしたことがあるんで
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すがね。ですから、作る時に栄養士さんがちゃんとやっていても調理師さんの味付けで

辛いところもあるんですよね。」 

河野管理栄養士 「今年の２月に中川先生からご講演いただいて、その中で学校の栄養士さんたちも

その話をしてくださったので、栄養士さんたちもさっそく塩分計を購入して使っている

そうです。ありがとうございました。」 

 

中川会長「５分早く終わりましたので、これで母子保健連絡協議会を終らせていただきます。」 

 

4.その他 

永冶課長  

「議事の方 ありがとうございました。４．その他とありますが、何かございますか？」  

(特になし) 

 

5.閉会 

・安藤副会長より閉会のあいさつ 

・永冶課長より閉会のあいさつ 


