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目的（抜粋）

国及び地方自治体
関係諸団体と連携協力して
母子保健の重要性を啓発し
母性の健康を守り

たかめ

心身ともに健全な児童の
出生と育成に寄与してまいります

ん

ハクリネン博士を
迎えて研修会開く

公益社団法人日本看

通訳はフィンランド大使館広

護協会）。

報部プロジェクト・コーディ

本会議では、平成
26年度より「妊娠期

ネーターの堀内都喜子さんが
担当した。

からの切れ目のない

親になることへの自信と幸せ

一 つ と し て い る が、

ネウボラの対話で得られたもの

中でも今年度は特に、

参事官夫妻は、妊娠が判明

「関係性の築き」を

してすぐにネウボラを訪れ、

テーマとして各種研

以来健診には毎回夫婦で、出

10月26日（金）、日本看護協会のJNA

修会等実施しており、本研修はその一環と

産後は家族で出かけている。

ホール（東京都渋谷区）を会場に、研修会

して実施したもの。会場には、自治体保健

ネウボラの健診は２つのパー

「妊娠期から子育て期の家族を支えるため

師、大学教員、民間団体、メディア関係者

トに分かれていて、医療的な

に必要な視点と技術〜ネウボラの面接と

等さまざまな職種・立場の方が参加した。

検査が15分程度、対話が30

その人材養成から学ぶ〜」を開催した（主

研修会では、まずショートメッセージと

分程度となっている。どちら

して、
「利用者の視点で考える ネウボラ

も大切だが、特に対話の時間

フィンランド大使館・日本学術振興会科研

の目指していること」をテーマに、第一子

は、親になる気持ちが芽生え

費助成「児童虐待予防強化のためのシステ

をフィンランドのネウボラを、第二子を

る大切な時間であったと感じ

ム開発を目指したフィンランドとの国際比

日本の母子保健サービスを利用している、

ている。毎回リラックスした

較研究」（研究代表者 ： 大阪市立大学大学

フィンランド大使館報道・文化担当参事官

雰囲気の中で、問診票による

院教授 横山美江））、後援：厚生労働省・

が、自らの体験を比較しながら話をした。

必須項目もあるが、体調、夫
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私たちにとって、出産、子育ては初めて

出産後の健診でも、母親と子ども

の経験であったが、健診時(月に１回程度)

の体調、子どもの発達の状態、親の

毎回対話ができたことで、どのような生活

心の状態などのチェックもあるが、

の変化が待っているのか具体的な話を聞く

対話も大切な時間である。対話の中

ことができた。保健師が、私たちの疑問や

では、有効なアドバイスも多く得ら

不安に耳を傾け有効なアドバイスをしてく

れるが、例えば育児方法などについ

れたことで、私たちは親になる自信が生ま

て質問をすると、保健師はメリット

れ、幸せな気持ちで赤ちゃんを迎えること

とデメリットの情報提供はしてくれ

ができた。
フィンランドでは、妊婦健診に行き申請

（第三種郵便物認可）

講演するハクリネン先生（右）と通訳を務めた
るが、決めつけはしない。夫婦で考え、 フィンランド大使館堀内さん

話し合って決める。

が、前述の妊婦訪問の実施率をみても、事

をすると手当てとして現金、または「育児

健診の最後には、日本の母子健康手帳の

業の内容、地域性(自治体の規模含む)も勘

パッケージ(出産直後からしばらく必要な

ような「ネウボラカード」に担当保健師の

案する必要があるが、自治体により実施率

児の衣類・オムツ等が約50点入っている)」

所感と次の予約日が記載される。所感はい

にかなりの差がある。

をもらうことができる。育児パッケージは

つも温かいもので、毎回読むのが楽しみで

役に立つものばかりであると同時に、国か

あり、自信にもつながる。

妊娠・出産・子育ての課題として、孤立
した子育て、情報の混乱と基本手は知識の

らも祝福されていると感じるが、私にとっ

私たちは、ネウボラに行くことを楽しみ

不足、連携が希薄で実施者目線・予防的支

ては何より「親になるんだ」と実感した瞬

にしている。それは、担当保健師に会うこ

援が十分でないことがあげられる。これら

間でもあった。

とが一番の目的のためである。信頼し、何

を鑑み、「子育て世代包括支援センター」

でも相談できる相手とのつながりが、ネウ

事業が創設された。すべての妊産婦、乳幼

ボラの良さだと私は感じている。

児とその親・保護者を対象とし、予防的視

自己決定力を養い支える
出産後は、１週間以内に担当保健師の訪
問を受ける。慣れない育児に戸惑っている

点を中心としたポピュレーションアプロー

利用者目線、予防的視点を大切に

チである。全国自治体で設置が進んでいる

時期であり、授乳や沐浴、赤ちゃんの抱き

続いて、「子育て世代包括支援センター

方などについて実践的なアドバイスを受け

事業を効果的に進めるために」をテーマ

まない理由では、人材不足がもっとも多く、

ることができ、とてもありがたかった。そ

に、本会議佐藤拓代会長が講演した。

次いで、予算・場所の不足、支援プランの

の後はネウボラに出かけることになるが、

が、設置率には大きな差がある。設置が進

現行の母子保健サービスは、実施率に大

作成などが多く挙げられており、特に支援

生後６か月までは毎月、その後少しずつ回

きな差があり、それが隙間となり、課題を

プラン作成については、全国で研修等実施

数は減るが、６歳までネウボラでの健診は

抱えている人を見逃してしまうことにつな

しているところである。

続く。

がることもある。特に実施率が低いのは、
妊婦訪問（出生数の3.4％）、新

的に進めるためには、

生児訪問（出生数（未熟児除く）

・各自治体が目指す姿を関係部署が定期的

の27.6％）など。日本の母子保

親子を支える多職種の方々が参加した
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子育て世代包括支援センター事業を効果

に話し合いをする。

健サービスは、母子保健法、地

・利用者目線、人的資源の発掘

域保健法によって、全国どこで

・目指す姿と利用者目線での改善点を見え

も、基本的には同じメニューが

る化し、首長等と共有。

専門職により提供されており、

・PDCAサイクルにのせる。

さらに、各自治体により、地域

・目指す姿をネーミングし、職員、住民、

の課題を鑑み努力されている

関係機関に周知する、などが考えられる。

親
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子どもたちの健康と幸福のために
特別講演は、フィンランド社会保
健省・国立保健福祉研究所母子保健
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・熟慮して傾聴を繰り返す。
・自己肯定感を回復・高めエンパワーメン
トを図る。

部門研究総括部長トゥオヴィ・ハク

・時に要約する（ポイントをまとめる）。

リネン先生が「 ネウボラ で大切に

・気軽に話し出せる機会をつくる。

していること〜関係性の築きに視点
をおいた面接とその人材養成〜」に
２人１組での実習中参加者の間を回り助言する
ハクリネン先生

ついて講演した。
出産・子どもネウボラのサービス

対等な対話と傾聴を大切に
【動機付け面接で大切にしていること】
・共感を積極的に示す。

ネウボラのエッセンスを取り入れて

のゴールは、妊婦とその家族、子どもたち

・ジレンマの意識を強める（対象者が自分

午後からは、大阪市立大学大学院横山美

の健康とウェルビーングの推進、疾病を予

の価値観と現状で問題となっている行動

江教授が、「フィンランドと日本の保健師

防することと、集団間の健康格差を縮める

との間のずれを認識することで、なぜ変

活動とネウボラのエッセンスを取り入れた

ことにある。どんな人も支援を必要とする。

わるべきか理由を探す手伝いをする）。

対象家族と信頼関係を構築するには、対

・抵抗感（対象者が変わることに気がのら

自治体の取り組み」について講演した。
日本の母子保健事業は、ハイリスクアプ

話スキルに基づいた保健師の養成も必要で

ローチに重点を置き、何らかのリスクが把

ある。対話では、動機付け面接と、その人

握されてから支援を開始する場合が多い。

の心配事を取り上げることも重要。信頼で

フィンランドのネウボラは、すべての家族

きる関係性を築くには以下が重要。

参加者は２人組になり実習を行い、ハクリ

全体に対してポピュレーションアプローチ

・初回面接の成功（最初の言葉かけがその

ネン先生は会場を回りながら助言を行っ

がなされており、また同じ担当保健師が継

後の関係性を決定する）

ない気持ち）を順守する。
・対象者の自己効力感を支える。
具体例を示しながらの講演の後、会場の

た。講演の最後に、対象者との信頼を築

続的に支援することで、繊細な事柄でさえ

・保健師(担当する看護職)の率直な姿勢

く面接で特に大切なこととして、「対等(指

も相談することがきる。

・家族に対して共感的で協力的であること

導的にならない)」、「傾聴（対象者が話す

・常に家族を尊重すること

ことの方に時間をかける）」ことをあげた。

大阪市港区との協働で、ネウボラのエッ
センスを取り入れたシステムを検討中であ

初回面接は特に重要だが、信頼関係を継続

る。妊婦面接時に担当保健師を伝え、母子

し続けることも同じように重要である。

健康手帳に記載するほか、地区別の担当保

【動機付け面接の方法】

健師名をパネルにし妊娠期の事業時に繰り

・オープンクエッション（イエス・ノーで

返し周知する等の取り組みが紹介された。

応えるような質問の仕方はしない）。

最終的な目的は、子どもたちとその家族
の健康と幸福である。そのために支援者と
して何ができるか、常に目的意識を持ち、
対象家族を皆で支えていきましょうと参加
者にメッセージを送り、まとめとした。
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平成30年度「健やか親子21全国大会」におい
て、地域で母子保健の向上のために長年寄与され、
公益社団法人母子保健推進会議会長表彰を受賞さ

親

子

保

健

（第三種郵便物認可）

58名５団体の方々に

れる個人の部58名、団体の部５団体の功績の一端

ながりを持てるよう声かけをしている。「とても

科医として従事、ゴールデンウイークや年末年始

を紹介します。なお紙面の都合により、以下のと

救われた」との声が産婦から寄せられ、第二子以

の診療にも積極的にあたっている。

おり省略させていただきます。昭和＝S、平成＝H、

降の出産につながっているケースが複数ある。

【茨城県】板倉はるみ（八千代町母推）H17年〜

【秋田県】石橋 貢（医師）S49年医学部卒業後

八千代町母推、乳幼児健診の受診勧奨や各種教室

小児科医局入局、S56年〜 61年平鹿総合病院勤

の開催協力、子育て支援教室の広報活動、親子ふ

務、S61年横手市に石橋小児科医院開院。乳幼児

れあいひろばの開催、健康づくりにも積極的に取

【岩手県】菊池由紀（矢巾町保健師）S59年入庁、

健診、園医・校医として予防接種等に従事。医師

り組む。「こんにちは赤ちゃん事業」訪問、子育

S60年乳幼児健診後の継続支援体制として幼児教

会乳幼児保健担当理事、予防接種率は全国でも高

てアンケート配布回収に協力。妊産婦の不安や心

室を開始、以来33年間保健師活動の中で母子保

いレベルに、横手方式と呼ばれる。H７年以後予

配事の相談役、住民と行政を結ぶパイプ役を担う。

健や子育て支援、福祉の各分野に携わり、時代の

防接種大変革（義務から勧奨へ、対象疾患変更、

現在会長。子育てサポーター養成講座を受け、月

変遷に応じた課題に対し国や県のモデル事業を導

個別接種推進、禁忌等接種体制変更）に対して行

１回の親子講座開催、居心地の良い居場所づくり、

入、医師会、保育園、学校、関係団体と連携し、

政に指示し保護者に混乱が起きないよう努めた。

保護者同士の交流の場を提供、地域の子育て支援

乳幼児の健康づくりと児童・生徒の健全な育成に

県医師会にて乳幼児保健委員としても活躍も特筆

者として長年重要な役割を担っている。

取り組んできた。児童虐待、障害児等への支援、

すべきところがある。

母子保健推進員＝母推

個人の部

【栃木県】髙橋良子（栃木県保健師）S59年栃木

【秋田県】越後谷綾子（横手市保健師）S55年横

県入庁、鹿沼保健所配属、以来保健所保健師と

手市採用。当時発達に応じた乳幼児健診の未整備

して各種事業に従事、県心身障害児療育相談指導

な中４か月・10か月児健診導入から就学時までの

事業で乳幼児二次健診を含む地域療育システム構

町臨時助産師。母子健康手帳交付、新生児訪問、

健診、相談体制の体系化、月齢に沿った成長発達

築、担当地区における愛育班活動を支援。先天性

妊婦教室、乳幼児健診等20年間従事している。安

評価・支援、チーム全体で取り組むための人材育

股関節脱臼早期発見にも尽力。また養護教諭と連

心して子どもを産み育てられるよう妊娠期からの

成に力を注ぎ、質のいい体制づくりを確立。県南

携し小学校保護者対象の思春期教室開催。H22年

関わりを大切に、母子健康手帳交付から継続的な

で初めて障害児療育、「なかよし教室」。児童発達

県北健康福祉センター母子保健担当リーダー、総

支援を行っている。出産後は子どもだけでなく母

支援通所施設「モモの家」設立に尽力。保育園か

合養育支援事業、乳幼児健全育成事業、思春期保

親支援も行い育児不安の軽減に努めている。母子

ら高校まで「いのちの教育＝性(生)教育」を展開。

健事業、大学生ピアカウンセラーの養成、中学校

保護者の悩みに寄り添い、本町の母子保健基盤づ
くりのための貢献は大きい。

【宮城県】大滝文子（蔵王町助産師）H10年蔵王

保健担当課、子育て支援課それぞれの担当業務の

「母子保健活動の原点は虐待予防」とし、生活者

中で、助産師としての専門的視点を活かし、虐待

支援の視点から地域、保健、福祉、教育、医療と

予防の分野についても連絡調整をしながら地域連

のネットワーク形成、顔の見える連携を実践。

【栃木県】大塚純子（鹿沼市保健師）S57年粟野

【山形県】岡田昌彦（医師）H７年〜 14年米沢市

町入職、H18年鹿沼市に合併。対象者全数把握に

【宮城県】安原喜代美（角田市助産師）H４年か

松川小学校校医。児童の学校、家庭生活での保健・

よる子育て支援について自治会単位で講座開催、

ら角田市の母子保健事業に携わる。当時は県実施

衛生面の意識の高揚、実践力向上に貢献。H10年

地域関係者ときめ細やかな組織的活動を推進。母

の新生児訪問に継続した支援を意識し、市実施乳

〜 26年、県立米沢養護学校校医、疾病や障害を

親支援を目的に「幼児教室」実施、心理職による

児健診にも従事。育児支援という認識の薄い時代、

持つ児童生徒一人ひとりの状態に合わせた健診と

「発達相談」事業企画実施。「乳幼児健診研究会」

市職員と共に母親への育児支援という認識を広げ

適切な指導助言、養護教諭と懇談会開催等現在も

を時間外に実施。近隣５市町保健師・精神保健福

る活動をした。新生児訪問では、母親が安心して

活発に展開。H15年〜 25年、米沢市立病院副院長、

祉センター心理職員・大学病院小児科専門医師等

子育てできるよう、専門知識を伝え「頑張り過ぎ

病院と診療所間の連携推進、救急輪番体制に尽力

と開催、乳幼児健診項目に母親のメンタルヘルス

ない育児」をアドバイス、母親同士が出会い、つ

した。H26年開業、平日夜間・休日診療所で小児

に関する質問を取り入れる。合併後鹿沼市健康課

携を担い活動している。

4
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を取得。地域の助産院、子育てサークルから依頼
されての講話も多く住民からの信頼も厚い。「孫
のための離乳食講座」を行う。

【新潟県】 兒玉優子（長岡市母推）H18年

【福井県】長谷部壽満子（坂井市母推）H12年か

〜長岡市母推、地区のコミュニテイセン

ら18年間母推活動に従事。H24年度〜 25年度は

ターや町内会長等に働きかけ地区における

市母子保健推進員会理事、現在も育児相談、乳幼

母推の地位確立に尽力。以後市母推協議会

児健診の身体測定時に母子が会場の雰囲気に慣れ

幹事として広報紙作成、現在会長。「ままと

るよう声かけや絵本の読み聞かせを行う等、地域

地域の間、ままのお茶の間でありたい」（母

と行政のパイプ役として活動を継続。折り紙で手

が地域で孤立しないように寄り添いたい、

づくりおもちゃ (アンパンマンの首飾り)作成、幼

身近な相談場所を作りたい）と子育ての駅

児健診にて保護者と子どもたちに配布、作成の楽

母子健康係長、困難事例の支援や乳幼児健診等に

３か所で「ままのまカフェ」を立ち上げる。H30

しさ及び親子のふれあい遊びの大切さを啓発。毎

従事、保健師の定例的な事例検討会参加定着を図

年度は市内24か所で開催、母推による全市的展開

年「母子保健推進員だより」を発行し育児相談時

り人材育成に尽力。現在健康課長、「子育て世代

をリードしている。「長岡版ネウボラ」を展開し

に配布、手遊び・地区の遊び場の紹介や自主活動

包括支援センターいちごっこかぬま」運営を統

ていくうえで母推との協働は不可欠であり、氏は

PR等情報を保護者に提供している。

括、切れ目のない支援に努めている。

市とのパイプ役として尽力、貢献大。

平成29年度「健やか親子21全国大会」式典

【福井県】重兼和美（美浜町母推）H11年〜母推

【埼玉県】荒畑きよみ（所沢市母子愛育班員）H

【富山県】西川かつ子（氷見市母推）H16年〜氷

に、H15年美浜町母推協議会を立ち上げ副会長

元年〜富岡地区愛育班員、以来多年にわたり活動

見市母推、妊産婦、乳幼児の訪問活動を通して保

に、H23年〜会長。H23年〜 26年健康づくり推

を盛り上げている。H５年〜富岡地区母子愛育班

護者の声を聴き、子育ての情報を発信し育児不安

進協議会委員、町全体の健康づくり活動推進にも

分班長、H９年〜同会計監査、H21年〜同副班長。

の軽減に努める。H22年〜 26年氷見市母推協議

尽力した。離乳食講習会介助、乳幼児健診や健康

H21年〜所沢市母子愛育会理事も務める。公民館

会会長、H23年〜 25年は県母推連絡協議会理事、

教室等「声かけ訪問」を行う。町内で7集落を担

での子育てサロン、小学校での見守り保育、市の

H25年〜 26年同会会計等。子どもの事故やむし

当し、妊婦や子育て中の家庭の身近な相談相手と

４か月児健診、乳幼児健康相談に毎回参加協力、

歯予防、小児生活習慣病予防等の普及啓発に努め、

なり、特に育児不安の強い母親や、他の推進員で

地域の健康づくりに貢献。また三世代まつりや地

身近なアドバイザーとして信頼を得ている。地区

は対応困難なケースを受け持ち、集落以外へも訪

区文化祭ではすべての世代の人に携わり、この地

の虐待が気になる子どもの見守り、子育て広場や

問、主任児童委員や育児支援家庭訪問員等他の関

域に根差した熱心な活動を通じ地域住民からも慕

子育てサークル、ラクラクメニュー講座、パパマ

係者と連携しての活動は自治体から、住民から信

われ、良き相談相手になっている。

マ体験教室、遊びの教室、むし歯予防教室等、他

頼が厚い。H21年度からは福井県独自「子育てマ

【埼玉県】磯脇京子（歯科衛生士）H２年〜埼玉

の健康づくりボランティアとの協働による健康教

イスター」制度に登録し、子育て支援センター等

県歯科衛生士会会員、H18年〜 19年県歯科衛生

室等地域に根差した活動を展開。Ｈ30年度は子育

で育児相談に応じ、親子遊びの指導にも従事。

士会理事、H19年〜 20年同会専務理事。県歯科

て世代包括支援センター周知も重点に活動。

【岐阜県】小林誠子(歯科医師）S59年小林歯科医

衛生士会の会員として、平成2年から現在までさ

【石川県】﨑川万樹子（白山市母推）H７年〜旧

院開設。32年余市内唯一の小児歯科認定医、専門

いたま市保健センターと市教育委員会において母

松任市・白山市母推。H23年〜非営利団体子育て

医。矯正歯科治療にも地元歯科医師から大きな信

親学級、8020歯の健康教室、保育園・幼稚園・

支援ESSほっとたいむ代表。子育て経験者として

頼を得、連携して治療に尽力。子どもが上手に歯

小学校・中学校における歯科指導に尽力している。

母推となった当初から現在に至るまで、母親が子

科治療を受けることが出来るよう絵本「野うさぎ

また障害者施設健診や地区健康まつりにも参加協

どもの生活や食事について学ぶ「乳幼児食事セミ

ケンタくんと白うさぎヒヨちゃん」出版。妊婦歯

力し、口腔衛生の普及向上に貢献。H25年に歯科

ナー」にて早寝早起き朝ごはん等生活リズムの重

科健診、１歳６か月児・３歳児歯科健診等乳幼児

保健功労者知事表彰を受ける等、地域の歯科保健

要性を伝え、熱心に食育活動に取り組む。薬剤師

とその母親に対する歯科保健の向上に率先垂範。

を支える一躍を担っている。

としての専門性に加えフードスペシャリスト資格

H25年〜各務原市歯科医師会会長、歯科健診票の
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統一化、全児童への歯科健診票無料配布。親子ふ

H28年度キリン財団支援を得て、子育て支援環境

助産ケア等、実践を通して助産師の人材育成の一

れあい教室として歯みがき教室立ち上げに尽力。

づくりとして「だがしや楽校」の開催開始。

役を担っている。

【三重県】 林和枝（鈴鹿市母子保健地域推進員）

【京都府】池田裕子（長岡京市保健師）S56年長

【岐阜県】石原恒明（医師）H２年石原産婦人科

H10年〜主任児童委員、H12年〜母子保健地域推

岡京市に入職、保健予防課で母子保健に従事、健

勤務、H３年院長となり現在に至るまで、産婦人

進員、H19年〜鈴鹿市民児協連合会主任児童委員

康推進課長、健康福祉部次長兼高齢介護課長を経

科専門医として妊婦健診、分娩、子宮がん検診、

部長として、関係機間との連絡調整や、鈴鹿市要

て、H26年〜健康福祉部長、現在に至る。紙ベー

乳がん検診、ワクチン接種等地域の母子を支えて

保護児童等・DV対策地域協議会等各種会議への

スでの健康管理を、地域保健法施行に伴い府から

いる。同院では妊娠から育児までサポートする体

出席、新任委員育成等にも尽力している。H23年、

委譲、業務量が大幅に増えたのを機に、保健師活

制を構築しており、助産院と連携、出産から育児

乳児家庭全戸訪問事業開始当初から尽力、こんに

動の情報管理システムを構築、H21年〜の稼働

についての情報共有のための「お母さんクラス」

ちは赤ちゃん訪問員としても子育て情報を届けな

に尽力した。母子保健に係る業務の項目化・共通

開催、赤ちゃんとスキンシップを取り、母親同士

がら子育ての孤立化を防いでいる。また母子保健

化を図り包括的な電子情報化で記録時間や集計業

が交流する場「わらべうたベビーマッサージ」を

地域推進員として子育てに不安を抱えるお母さん

務が効率化された。新生児訪問や経過観察の必要

開催、妊産婦・新生児を支えている。准看護学校

たちの身近な相談役として地域に応じた子育て支

な訪問等丁寧かつ適時適切に実施できるようにな

講師、中学校での性教育講演会や子宮頸がん予防

援、母親からの信頼も厚い。

り、母子保健業務に係る内容充実に貢献した。併

児童虐待防止にも精力的に取り組む。

講演会講師も務める。

【三重県】松宮さとり（いなべ市母推）H元年北

せて教育研究・執筆・学会発表を行い、行政職員

【三重県】奥山勢津子（津市母推）H13年〜旧津

勢町母子保健協議会入会、市町村合併のH15年以

市母推。母推主催子育てひろば「エンジェル」運

降、いなべ市母子保健推進協議会で活動。H17年

【大阪府】笠松堅實（医師）S58年阪南市に産婦

営、乳幼児健康相談や妊婦教室等では参加者の声

〜２年間副会長、H29年〜会長。幼児健診の計測

人科医院開業、同年小児科医の妻と産婦人科小児

に耳を傾け、交流を図りながらコーディネーター

値記録や２歳児歯科教室、離乳食教室での子ども

科医院を開業。おっぱい・子育てを推奨する活動

役として頻回に関わり活躍している。赤ちゃん訪

の見守りを中心に活動。地域では要支援が必要な

を続け、H８年、WHO・ユニセフにより「赤ちゃ

問では、外国人世帯や経済的な問題等育児環境に

家庭や子どもの見守りに尽力。会長として総会を

んにやさしい病院」認定を受けた。妊娠期から

課題を抱える家庭を担当し、母親に寄り添い、母

開催、母推の参加を促すために研修会の題材立案

の切れ目のない支援をめざし、特定妊婦の連携支

親が安心できる丁寧な対応で、地域の方々から信

に力を入れるほか母推同士の交流も図る。いなべ

援、産婦健診・産後ケア事業に係る医療機関と行

頼される存在である。H22年度から２年間、津市

市市民感謝祭では、母推の活動啓発のために啓発

政の体制構築に尽力。H29年度阪南市要保護児童

健康づくり推進懇話会委員（母推代表）として第

グッズを作成配布、周知に努める。

対策地域協議会に参画、児童虐待予防、早期発見

２次健康づくり計画策定に参画、健康づくり関係
イベントにても活躍するなど、幅広く貢献。

【滋賀県】堀尾満代（助産師）H15年うたな助産
所開設。H16年から市町母子保健担当者と連携、

全体の資質向上にも寄与している。

等に携わる。自治体子宮がん検診の一次検診を担
い、検診評価等を行う精度管理連絡会に参画。ま

【三重県】井澤淑子（津市母推）H７年〜旧津市

「母乳育児支援」「新生児訪問」で約2,000件の母

たH10年、大阪母乳の会結成、H20年〜代表。妊

母推、H９年より主体的な活動のため母子保健研

子訪問を行う。H26年〜 27年、一般社団法人滋

娠中から退院後１〜２か月を中心に母乳育児支援

究会を発足。母親が求めている要望を集約し、出

賀県助産師会助産所部会長、安全対策委

会い育ちあえる空間を創造した屋内版公園「エン

員長、H27年、同会産後ケア検討委員会

ジェル」をスタートさせた。情報掲示板設置、多

委員長。H28年度からは県内市町実施の

胎児の集まる場開催、パンフレット作成、母子保

「産後ケア事業」登録施設としてきめ細

健情報や子育て支援内容を含む冊子（出産前版・

やかな取り組みを日々行っており、地域

出産後版）を作成し現在も配布。H24年、母推向

母子保健活動に貢献している。大学の実

け「つぼみん通信」創刊、現在第34号。家庭訪問

習生や県主催のキャリアアップ応援事業

や各種教室協力、ひろばの運営等活動の中で母親

実習先として、妊産婦や家族への接し方、

の声を届け、時代の変化に応じた地域活動を継続。

お産の場面への立ち会い、妊産婦ケアや

6
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に取り組み、30年以上にわたって地域に根差した

児サークル等への支援を行い、妊娠期から子育て

健診の援助や勧奨等に力を入れる。H15年〜本荘

活動を続けており、その功績は大きい。

期までのサポート役として幅広く活動。H22年

地区会長、組織の運営と委員間の融和、資質向上

【兵庫県】苫田淳子（加古川市保健師）S60年〜

〜 28年県協議会有田支部副支部長、H28年〜支

および地区内組織との連携に努め、リーダーとし

母子保健事業に従事、育児サークル等のグループ

部長、支部事業で保健所管内の他町でも手づくり

て愛育委員の模範となる。H22年〜 26年児島地

づくりも推進。H18年〜妊婦健診費助成事業実施

おもちゃ紹介や絵本の読み聞かせ等普及啓発を行

区愛育委員会副会長、H26年〜同会会計。さらに

に向け医師会等関係部署との調整に尽力。助成手

い、県内母推の良き模範となっている。

地域の他組織と協力し、H22年度作成した「まち

続きの際面接相談を実施、支援が必要な妊婦に家

【和歌山県】坂口淑子（橋本市保健師）S62年〜

歩きさと歩きマップ」を改訂、H30年度に完成さ

庭訪問を実施、継続的な支援体制を構築。H21年

H18年、健診後のフォロー教室の開催や療育検討

せた。マップを活用して地区住民の健康増進への

〜乳児家庭全戸訪問事業立ち上げにおいて、在宅

委員会を運営。双子の親の交流会の立ち上げにも

取り組みを実施。地域の親子が集う場として年２

看護師の研修会開催。後輩保健師への訪問技術指

携わる。H21年〜 29年母子保健推進員会事務局

回本荘地区で「子育てひろば」を開催する等、子

導に加え医師会、保健所、産科医療機関、民生児

を運営、H29年、子育て世代包括支援センター

育て中の親子の支援に尽力している。

童委員等と連携し、ハイリスク妊婦・乳児の情報

の立ち上げに尽力し、妊娠届出時のアセスメント

【山口県】松田純子（岩国市母推）H８年〜由宇

の早期把握、適切に支援できる体制を強化。H28

シート作成、「気になる妊婦」の早期発見、継続

町母推、H18年度の合併以降岩国市母推。H22

年、子育て世代包括支援センター開設の際には、

支援のため乳児期の情報を就学後に引き継ぐシス

年〜市母子保健推進協議会由宇支部長、H26年〜

運営基盤の整備、関係機関との体制整備に尽力。

テム構築、立ち上げにあたり市長と直々に協議し、

30年同会副会長、H30年〜同会理事。22年間に

統括的保健師として母子を包括的に支援できる体

予算人員の確保に至るまで尽力。また10代の望ま

わたり２歳未満児を持つ世帯へ年５回家庭訪問、

制を推進している。

ない妊娠出産の増加の課題に対し、地域を巻き込

輪づくり広場、乳幼児学級、子育て支援センター

【和歌山県】岩﨑伊佐子（海南市母推）H５年か

んだ思春期教育を導入、市内全小中学生に「生き

等の情報を掲載した子育て支援カレンダー配布。

ら現在まで、海南市母推として地域の母子保健活

るための生（性）教育」実施。子どもたちに「困っ

年１回の「たんぽぽフェスタ」では推進員の特技

動に尽力。旧海南市・旧下津町合併直後のH17

たときに相談できる市の保健師さん」として存在

を生かしたマジックやバイオリン演奏等に積極的

年度〜 23年度まで新市体制の会計として尽力。

を定着。市民から幅広く頼られる存在。

に取り組む。H28年度〜地元中学校で思春期教室

H28年度〜市母子保健推進員会会長として、乳幼

【島根県】矢田昭子（看護師）H13年〜島根大学

を実施。また年４回保健センターで乳幼児と保護

児健診、離乳食教室等母子保健事業や健康まつり

医学部看護学科講師、H15年大学病院小児病棟看

者対象に「たんぽぽ広場」を開催、年１回のスポー

等に積極的参加。乳幼児の家庭訪問で適切な助言

護師長の経験を活かし、地域の医療依存度の高い

ツフェスタでは小学生までの子ども対象のゲーム

と情報提供を行う等、子どもの健やかな成長を見

子どもとその家族の支援について県の協力を得て

実施等地域の子育て基盤充の実に努め、自己研鑽

守り、母子保健の向上に寄与。H28年〜海南海草

実態調査を実施。H16年〜出雲圏域医療依存度の

の研修会参加も欠かさない。

支部副支部長、H30年〜支部長として、組織育成

高い小児の生活支援検討会委員、県と共同で入院

【山口県】磯部三千代（下関市保健推進委員）H

の中心的役割を果たし、支部の研修会実施や支部

時から在宅療養維持まで網羅した支援フォロー図

６年豊北町母子保健推進委員、H11年、母子保健

活動に従事。県協議会副会長も務める。

作成、在宅療養支援ファイル作成。H17年〜県事

推進協議会長。H17年１市４町合併後、下関市保

【和歌山県】上田八恵（有田市母推）H20年〜有

業として関係機関によるファイル活用開始、在宅

健推進委員、市保健推進協議会理事、豊北地区保

田市母推、H22年〜母子保健推進員会会長。こ

療養の流れが可視化でき、家族の不安軽減につな

健推進委員会会長、H29年度市保健推進協議会副

んにちは赤ちゃん事業で家庭訪問を実施、ベビー

がるとともに、関係機関の役割明確化、連携強化

会長。H６年〜子育て輪づくり運動推進のため、

マッサージ教室運営、パパ・ママ教室やマタニティ

につながる。また出雲圏域在宅療養児親子交流会

母子の仲間づくりと交流を図る活動を活発に展

教室では手づくりおもちゃの紹介・ベビースタイ

を立ち上げ、保護者同士の悩みや情報交換の場と

開、H20年から絵本の読み聞かせボランティアと

づくりの講師を務める。市内各育児サークルで

する等、出雲圏域ならびに県の医療依存度の高い

して親子のかかわり方やふれあいの大切さを伝え

ペープサートや手づくり絵本の読み聞かせ等を行

子どもの支援体制構築に大きく貢献。

る。地区内の小学校、保育園で定期的に実施。地

い、母親からの信頼は絶大。H25年〜子育てサポー
ターとして市内保育所・子育て支援センター・育

【岡山県】小津野照代（倉敷市愛育委員）S44年
〜子育ての合間に本荘地区愛育委員活動に協力、

区の会長としてリーダーシップを発揮、地区委員
の信頼も厚く地区活動のみならず協議会副会長と
7
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して市協議会活動の発展にも大きく寄与。

【香川県】中村裕子（丸亀市母推）H17年〜丸亀

子

保

健

ちの心身面の健康支援に努めた。

【佐賀県】平川貞子（鳥栖市母推）鳥栖市母子保

（第三種郵便物認可）

事、仕事を続けながら各家庭への訪問や定例会で
の情報提供等地域に密着した活動を展開。太良町

市母推。温かい人柄と責任感で、市職員のみなら

健推進協議会はH６年県内トップを切って結成。

は７名の母推で活動。こんにちは赤ちゃん訪問事

ず地域住民の人望も厚く地域の母子保健の問題点

H16年度〜 15年間にわたり母推として活躍、布

業としての家庭訪問では、母親の身近な良き理解

を早期に把握し、市に伝える等、行政と住民のパ

津原町の訪問活動を担当。乳幼児等への家庭訪問

者として関わりを持つ。幼児健診や乳幼児相談で

イプ役として活動。妊産婦、乳幼児の家庭訪問、

や教室協力を通して地域の母子保健向上に取り組

は補助スタッフとして参加、母親に声をかけるな

相談実施。地区コミュニティと協力、子育て支援

んでいる。持ち前の温かく、丁寧な対応で母親た

ど安心感を与える。ドラえもん・ひよこのお誕生

事業（子育て広場）で声かけ、身体測定等実施。

ちからの信頼も厚く、皆から頼りにされている。

祝カードやアンパンマンや動物の絵を描いたパク

市母子保健事業の紹介、各種健診、健康教育の紹

H18年度〜鳥栖北地区理事として活動、協議会の

パクおもちゃ等作成、現在は折り紙で作った小物

介・勧奨の実施等に努める。市の母子保健事業に

状況を俯瞰してとらえ、理事会や総会においても

入れや鈴入りボール等の手づくりおもちゃを１歳

積極的に協力、その見識とたゆまぬ努力により他

建設的な意見を述べ、市の母子保健協議会に不可

の誕生日を迎えた方に持参。母親たちからの信頼

の推進員の模範となっている。

欠な存在である。

も厚い。

【愛媛県】合田かすみ（西条市保健師）S57年〜

【佐賀県】太田由紀子（多久市健康推進員）H８

【大分県】矢野英二（医師）S57年矢野小児科医

旧小松町役場、乳幼児健康管理台帳を整備すると

年〜 22年余にわたり母子保健活動と成人の健診

院を日出町に開業、日出町乳幼児健診の立ち上げ

ともに、健診未受診者の全数把握に努める。H10

受診勧奨等地区の健康推進に尽力。H23年〜 25

に貢献。H17年まで日出町唯一の小児科医として

年度〜育児不安を抱える母親が集う教室「チェ

年多久市健康推進員会長、H24年〜 25年佐賀中

母子保健事業の推進に貢献。児の発達等の学習会

リーくらぶ」を開催、H12年度〜中学生対象のふ

部支部副会長の要職に。こんにちは赤ちゃん訪問

開催、健診体制づくり、母子のカルテ作成への指

れあい体験教室を実施。H16年〜西条市合併後、

事業の家庭訪問、乳幼児健診未受診者訪問、成長・

導・助言等を実施、現在の乳幼児健診の礎を築い

既存の健診・教室等を充実させる。１歳６か月児

発達支援のための声かけを実施。手づくりの布袋

た。子どもの発達の観察の視点や子どもの情緒面

及び３歳児健診後のフォロー教室を実施、療育支

はお母さんたちに好評、赤ちゃん訪問の後支援が

の発達等の学習会の必要性を唱え、医師・保健師・

援体制づくりのため、月２回要フォロー児及び保

必要な家庭を訪問する養育支援事業では育児の技

栄養士・歯科衛生士等対象に月１回の間隔で夜間

護者への教室を開催。ほか夜間の両親学級や育児

術的援助等も行う。母子の健診・相談時の補助ス

に講師を務めた。予防接種事業体制確立、ブック

支援教室等を開催する等、それぞれの対象に応じ

タッフとして積極的に参加し、その優しい人柄が

スタートボランティア研修会講師。５歳児こころ

た支援方法を検討実施。子育て総合支援窓口の設

お母さんたちに安心感を与える。

と体の相談等ネットワーク会議推進部会委員、子

置、子育て支援連絡会議開催等、関係機関と連携

【佐賀県】塚本智香子（鳥栖市母推）H16年度よ

ども子育て会議委員等功績は大きい。

り母推としての活動を始め、以来15年にわたり、

【宮崎県】大久保千里（都城市母推）H10年〜都

【愛媛県】松浦美智子（鬼北町保健師）S55年〜

乳幼児への家庭訪問や教室協力を通して、地域の

城市母推。20年以上の永きにわたり活動、市の母

旧広見町役場に入職。以来、妊産婦・新生児・乳

母子保健の向上に取り組んでいる。訪問活動にお

子保健事業の普及啓発に大きく寄与。家庭訪問活

幼児訪問や相談を積極的に実施、各連携機関と連

いては、曽根崎町を担当している。持ち前の明る

動においては面会できるまで何度も足を運ぶ等活

携し、継続したきめ細かい支援に努める。発達の

さで母親たちから親しまれ、育児不安の

気になる児の支援の必要性を感じ、親子療育事業

強い母親については再訪問する等、自主

を開始、適切な療育を勧めるとともに、５歳児健

的に複数回訪問することも多い。母親の

診実施、保育所、医療・療育・教育分野との連携、

心に寄り添い、地域の母子保健を支える

支援の充実を図った。母親の交流の場づくりや不

存在となっている。H28年度、29年度

妊治療支援、また精神保健相談を中学校で実施、

は市協議会監事として運営にも携わっ

思春期の子どもたちが相談しやすい場を工夫し、

た。

調整を図り、母子保健・子育て支援に幅広く貢献。

身近に相談できる存在（保健師）を周知。自殺対

【佐賀県】荒川豊美（太良町母推）H16

策強化事業では養護教諭等と連携を図り子どもた

年〜 14年余にわたり母子保健活動に従
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り強く頻回に訪問、保健師と連携をとりな

子保健の向上に寄与。幼児健診及び指導教室にお

がら経済的・家庭的に落ち着くまで尽力。

いて、年間500件の心理相談を実施、約50件を専

明るい性格で母親等に積極的に声かけをし

門機関につないでいる。正確な児の心理判定と保

親身に相談にのる等母親、保健師からの信

護者への丁寧な養育相談を実施。家庭訪問や保育

頼も厚く、地域には欠かせない存在。難病

所訪問等積極的に地域に出向き、発達に問題のあ

や小児慢性特定疾患申請窓口では、手づく

る子の親子関係の改善や、関係機関との調整を行

りおもちゃを利用して遊べる場を提供。思

う。仙台市全体の心理判定員の質の向上を図るた

春期教育にも携わる。後輩母推の良き模範。

めに、若い相談員に対し育成指導を実施。他職種

子育てサロンでの歯科衛生士による歯みがき指導 【沖縄県】 中曽根米子（浦添市母推）H12

に対しても子どもの発達について業務を通じた指

動に対する意欲も高く、育児ストレスのある母親

年〜 19年余にわたり活躍。乳幼児健診では緊張

導や講話を行う。被災者支援交流事業や虐待予防

の相談相手となり、行政と連絡を密にした活動を

している乳幼児や保護者に持ち前の優しい口調で

教室においても、ストレスにより子育てにしづら

実施。乳幼児健診未受診児の家庭訪問も積極的に

接し、スムーズに健診が行われるよう尽力。母子

さを抱える母のグループワークの中で的確な助言

行い、未受診者対策にも寄与、母子の健康増進や

保健や子育て支援の研修会等に積極的に参加、資

を行い、母親たちの安心感を得ている。

虐待防止につながっている。日頃の研鑽や永年の

質向上に努める。２歳児歯科健診時には手づくり

【千葉市】鵜澤眞澄（地域保健推進員）H13年〜

活動経験の中で得た知識や情報は、母親やその家

の紙芝居や指人形でむし歯予防の大切さを伝え

17年にわたり地域保健推進員として活躍。担当保

族には心強く感じることが多く、温かい声かけや

る。乳児歯科教室で各保育園訪問、指人形劇によ

健師と密に連絡をとり、地域と行政のパイプ役と

見守りは安心感を与えている。地道な活動が地域

る教室導入や歯みがき指導のサポート役として協

して子育て家庭を支援し、積極的に活動。担当地

の中でも評価され、信頼される存在。

力。地域子育て情報誌「百太陽（ももてぃーだ）」

域では生後２か月の赤ちゃんのいる家庭への訪問

【宮崎県】工藤十三夜（延岡市音楽療法士）H９

に地域の公園や保育園の情報等記載、子育て支援

に熱心に取り組み、子育てに不安を持つ保護者に

年〜現在まで21年間１歳６か月児健診後のフォ

マップ作成に協力。ボランティア活動として、て

対してゆっくりと丁寧に話を聞いて不安を和らげ

ロー指導員として音楽療法を通じて発達支援を実

だこウォークの「じゅうしい」作り、こんにちは

る等、保護者の不安軽減に努める。また温厚な人

施。１歳６か月児健診後において発達に課題のあ

赤ちゃん事業訪問で配布するメッセージカード、

柄で、保護者に慕われ、良き相談相手になってい

る幼児や保護者を対象に、市保健センターで月３

くま人形づくりにも積極的に参加。

る。

回実施の「音楽あそび」教室に月１回専門講師と

【沖縄県】具志堅初枝（南城市母推）S63年〜現

【新潟市】本山よし子（助産師）30年以上地域や

して参加。保護者と一緒に感覚運動やリズム、お

在まで30年間、旧知念村時代含め母推として活

施設で助産師活動を継続し、特に妊娠・出産・育

もちゃ遊び等を行い、小集団活動を通して模倣力

躍。「安心して子育てできる地域づくり」がモッ

児・その他女性の人生を、その人自身が自分の心

や友達との関係を育て言語や身体の発達を促すな

トー。こんにちは赤ちゃん事業の家庭訪問時には

と体に向き合って「知り」「感じて」準備、実施

ど、年間70組の親子への指導支援に真摯に取り

経験を活かした助言も多く、母親からの信望も厚

してほしいという信念を持ち、地域の母子保健に

組む。その他看護専門学校非常勤講師、熊本地震

い。乳幼児健診の大切さを分かりやすく伝え、受

貢献。準備のきっかけづくりの支援クラスとして

仮設住宅へのボランティア音楽慰問等々幅広く活

診率向上に貢献。訪問時把握した問題点は市担当

マタニティヨーガやスイミング、産後親子のヨー

動。市内外の母子保健への貢献は大きい。

保健師と連携をとり、家庭と行政とのパイプ役と

ガ・赤ちゃんマッサージクラス等を実施、女性の

【沖縄県】島添勝子（那覇市母推）S57年〜現在

して貢献。研修会や交流会には積極的に参加、他

一生に寄り添う活動を永年続けている。豊かな人

まで36年の長期にわたり、母子人口が多く低所

市町村との情報交換も行う等、他の母推の模範で

間性と包容力ある人柄も相まって多くの母親から

得世帯の多い地区の母推として、乳幼児健診や子

ある。食生活改善推進員や地域の行事へボラン

慕われ、勇気づけられた母親は数多い。日本マタ

育て応援訪問（乳幼児健診未受診者訪問）、成長・

ティアとしても関り、住民からの信頼度も高く、

ニティヨーガ協会指導者としても全国の助産師に

発達の気になる母子、育児不安の強い母親等への

地域住民のため幅広い活動をしている。

指導し、後輩の育成にも力を注いでいる。

支援、母親の精神障害や経済的な問題からの売春

【仙台市】大渕智子（心理判定員）H７年〜現在

【浜松市】宇田公美子（助産師）H８年浜松市助

行為、児の頻回な夜間徘徊等に対応するため、粘

まで23年にわたり、心理判定員として仙台市の母

産師会入会。親子の絆づくりに関心を持ち、子育
9

平成 30 年 10 月 30 日

親

子

保

健

（第三種郵便物認可）

て支援や思春期教育に取り組んできた。市や企業

防及び発達協力医として貢献。小児科、腎

等の母親学級、両親学級、浜松こども館の０歳児

臓専門医として乳幼児健診体制づくりに寄

親子のタッチケア等の講話に携わる。妊娠期や０

与、特に３歳児の検尿について腎臓専門医

歳児での関わりが大切と考え、親となる人たちへ

の立場で事後フォロー体制づくりの要と

の支援や指導にあたる。また思春期前の小学４年

なった。市医師会小・中学生結核健診班、

生頃での自己肯定感を高めることを目的に「命の

小・中学生腎臓健診班の委員としても活動。

大切さ」を伝える出前講座に関わり、幼児期から

H29年度開設の岡崎市こども発達センター

の親子を対象にしたプログラムづくりへと広げて
いる。こんにちは赤ちゃん事業、ハイリスク妊婦

の支援体制に小児科医として、また虐待予 県母推協議会総会で日頃の活動を披露する江北
防の視点でも寄与。市学校保健医として、 町母子保健推進員

への家庭訪問、ヘルシーファミリーはままつ役員

20年以上児童の健康増進に尽力。また地域の子

員会委員、東京都児童福祉審議会委員、東京都教

及び訪問員としても活動。産後早期の新生児家庭

どもの家庭医としても、地域の子どもの健全な成

育委員会委員等を歴任。著作多数。臨床の知識と

訪問に関する研究にも携わった。

長・発達及び健康増進に大きく寄与している。

経験、必要と考えられる事業をいち早く立ち上げ

【神戸市】高橋八重子（助産師）S56年兵庫県立

【松山市】中村好江（松山市母推）松山市母子保

る実践力、行政との協働を併せ持った活動は類ま

総合衛生学院助産学科卒業。以来25年余の助産師

健推進協議会はS43年度ボランティア団体として

れであり、母子保健の向上に果たしている役割は

活動。S58年医療法人薫風会佐野病院就職、日本

発足、S52年度に協議会として組織、現在会員99

大きい。

初病院内助産システムを立ち上げる。妊娠期から

名が４つのブロックに分かれ、地域と連携を図り

産後までの切れ目のない母子保健のモデルとして

ながら活動。中村氏はH17年度入会、ブロック理

学部勤務の後S61年、幕別町に木下歯科医院開業。

全国医療機関に影響を与える。妊娠期から継続的

事も務める。母推としての理念を持ち、積極的に

地元の１歳６か月児健診、３歳児健診、妊産婦健

に助産師が関わり、妊婦の健康増進へのケアを強

提案、実践し、周囲からの信頼も厚く、事務処理

診、幼稚園・小中高、養護学校歯科健診を担う。

化することで出産の安全性、母親の安心感、母乳

も的確。こんにちは赤ちゃん訪問事業では地域の

健診後に手づくり紙芝居やカルタを活用し、歯や

育児へのスムーズな移行を促進し、地域母子保健

頼れる母親的存在として、良き相談相手になって

噛むことの大切さをわかりやすく伝えてきた。ま

に貢献。H21年、野の花助産所開設、切れ目のな

いる。母推活動の傍ら高齢者施設を訪問し、認知

た小中学生、市町村職員、老人クラブに対しては

い支援と虐待防止のために、地域の身近な助産師

症予防として折り紙の楽しさやゲームを通して身

歯科健康講話を通じて「歯の健康と全身の健康の

として母子に関わり続けている。

体機能活性化に努める。生涯学習１級インストラ

関わり」について啓発、PTA主催の講演会では「子

クター資格を活かし、公民館等で仲間づくりや身

どもと一諸に始めよう 正しい歯ブラシ習慣」を

体を動かす楽しさを伝えている。

コンセプトに家族皆の歯科保健の向上に努める。

【高崎市】 高木路惠（高崎市母子等保健推進員）
H16年〜母子等保健推進員として乳幼児訪問、乳
幼児健診・教室、推進員活動のPRを兼ねた地区

【中央推薦】秋山千枝子（医師）日本小児保健協

【中央推薦】木下隆二（歯科医師）北海道大学歯

口腔清掃が疎かになりやすい妊娠期対策として

活動等活躍。H18年度から地区代表を務め、18名

会会長。H９年あきやま子どもクリニック開院、

は、妊産婦歯科健診の必要性を行政に訴え、希望

の推進員をまとめ、的確な指導と良き相談役でも

開院当初より早朝診療や子ども相談室の設置を通

者に対する妊産婦歯科健診普及に尽力。H28年度

ある。H20年には会員570人を抱える市母子等保

じて地域に密着した子育て支援に尽力。H14年病

から明海大学歯学部口腔衛生学講座を担い、後進

健推進協議会本部役員会計、H24年度〜 H26年

児保育室あきやまルーム開室、H16年都認証保育

の指導にもあたっている。

度副会長、H26年度〜会計として会に貢献。S56

所あきやま保育所開所、H20年訪問看護ステー

【中央推薦】松岡典子（助産師）H12年、保健・

年に発足した協議会が20周年を迎えた記念行事

ション開設、H24年児童発達支援事業あきやまケ

福祉・医療の専門職で子育て支援のNPO法人MC

では運営等に携わる。献身的に地域の子育て家庭

アルーム開室、H30年子ども広場事業モモ開設、

サポートセンターみっくみえを設立、年中無休の

を支援する推進員として、多くの人々から信頼さ

産後ケア事業（デイケア）Mama&Babyあきや

子育て何でも電話相談を柱に「母と子の笑顔のた

れる存在となっている。

ま開設等、小児科医ができる切れ目のない子育て

めに」をモットーに活動開始。H15年、県内５か

【岡崎市】新家雪彦（医師）H８年〜実父から「に

支援を模索している。厚労省「健やか親子21」検

所の児童相談所と「協定書」締結。H21年乳幼児

いのみ小児科」継承。市の乳幼児健診、虐待予

討会構成員、社会保障審議会児童部会各種専門委

揺さぶられ症候群予防「ストップ・ザ・SBSプロ
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ジェクトJAPAN」開始。H24年〜三重県委託事

層となっている。母子保健事業（１歳６か月児・

連携。育児不安の強い母親には再度訪問する等き

業「予期せぬ妊娠、妊娠SOSみえ」で妊娠相談

３歳６か月児計測補助、計測値記録）や教室（２

め細かく寄り添う。むし歯予防活動として、乳幼

を受ける。桑名市要対協会長。H28年、市から産

歳児歯科教室、離乳食教室）実施。子育て支援セ

児う歯の実態把握のために保育園児を対象にアン

後ケア事業委託、奈良県健康福祉部子ども・女性

ンターで市の事業をする時にボランティア活動で

ケート実施、保護者含めた歯と食生活等の講演会

局スーパーアドバイスチーム委員就任。熊本地震

子どもの見守りを行い、教室等で幼児が使うおも

開催。20歳代〜 40歳代の母親が推進員となり、

の際は被災地に出向き、支援金を集め子育て中の

ちゃを手づくりしている。市民感謝祭で手づくり

今年度81名、10グループで活動、保健師と車の

母親たちから要望のあったリュックサックを届け

啓発グッズ配布、年２〜３回研修、市保健師との

両輪のごとく稼働、地域全体で町内の子育てに関

る。県内外20校以上で、思春期の子どもたちに「性

連携のため一緒に勉強会を開催、地域の母子等の

わる地域づくりに貢献。

の健康と命を考える」講座も実施。母子保健や福

見守りを行い情報提供に努めている。

【佐賀県】神埼市母子保健推進協議会（代表・田

祉・医療機関からの依頼でケース対応のアドバイ

【三重県】名張市つつじが丘・春日丘自治協議会

中和子）H18年市町村合併により神埼市母推とし

ザーとして関わることも多い。

（代表・小引福夫）「名張市地域づくり組織条例」

て活動開始、H19年〜こんにちは赤ちゃん訪問事

【中央推薦】髙橋睦子（大学教員）吉備国際大学

に基づく地域の包括的自治組織として、他の機関、

業開始。現在32名が活動。子育ての先輩かつ地域

保健医療福祉学部教授。フィンランドにおける女

団体との連携を密に事業を推進。15年前「おじゃ

の見守り役の立場として産婦・乳児を訪問、母親

性の健康と政策の歴史及び現状を研究。帰国後「ネ

まる広場」（子育て支援のひろば事業）を公民館

の身近な相談役として活躍。訪問時に母推のパン

ウボラ」に関する著作、講演政策提言等を行う。

主催事業としてスタート、市民センターで月２〜

フレット配布、PRを行う。健診の案内や予防接種、

わが国における妊娠期からの切れ目のない母子保

３回火曜日、約40名の登録ボランティアが中心と

母子事業の紹介をすることで、行政と地域を繋ぐ

健事業に多大な影響を与える。H28年度厚労省

なり、スタッフ、参加者同士で話をすることがで

パイプ役を担う。マスコット制作、訪問時にプレ

研究事業「子育て世代包括支援センター業務ガイ

きる。育児の不安や問題を解消でき、親子ともに

ゼント。市実施の「あかちゃん広場」、「乳幼児相

ドライン案作成のための調査研究」検討委員会座

交流の場となっている。高齢者との交流で高齢者

談」、「リトルわんぱくKID S」の補助、託児等を

長、H28年度ネウボラ国際シンポジウム「フィン

も元気に。月２〜３回木曜日昼休みには、つつじ

行い、母親がリフレッシュできる場提供。「こど

ランドのネウボラ」を母子保健推進会議等と共催

が丘の南中学校図書室で、生徒と乳幼児のふれあ

もまつり」で「こどもクッキング」開催、「おゆ

実施。H29年度厚労省「子育て世代包括支援セン

い体験「ベビースマイル」実施。児童と一諸に掃

ずり会」、「かるがもランド」主催等、子育て世帯

ターにおける保健師等に対するマネジメント業務

除をしたり、「昼休みふれあい隊」実施。人が多

間を結びつけるきっかけづくりを行い、育児不安

についての研修」講師、また、H27年度頃からは、

く参加しにくい親子には小規模なサロン「きにな

や孤立を予防する役割を担う。研修会には積極的

妊娠・出産包括支援事業、「子育て世代包括支援

るサロン」を、つつじが丘北集会所で第２金曜日、

に参加、知識を深めている。

センター」設置・推進に関する地方自治体・職能

南集会所で第４金曜日に実施する等地域のニーズ

団体等に対する研修・シンポジウムでの講演活動、

を汲んだ活動で住民からの信頼は厚い。

【佐賀県】江北町母子保健推進員（代表・田村ひ
とみ）H６年設置、現在７名で活動。母推で担当

【兵庫県】新温泉町母子保健推進員（代表・山地

する地区割りをし、概ね生後２か月の乳児のいる

奈美）S51年発足。S50年度末保健師が中心とな

世帯を家庭訪問、母子や家庭の状況を把握、町の

り、婦人会と地域住民の協力を得るために町長や

保健師と情報を共有し連携。２か月児教室の参加

【三重県】いなべ市母子保健推進協議会（代表・

保健所長も参加する説明会開催、翌年度発足会開

勧奨や育児相談を受ける等の役割を果たす。赤

松宮さとり）H15年、合併により４町の母推が一

催。当初から「母子保健推進員だより」毎月発行、

ちゃん訪問時のプレゼントも作成。乳幼児健診時

つとなり活動開始。S42年頃から婦人会の活動と

小児科医師の一言コーナーを設ける等、母子保健

の身体計測、誘導、乳幼児の見守り、健診の待ち

して始まり、地域の子どもの見守りや幼児の健診

や子育て情報の普及啓発を図り、推進員活動を地

時間での絵本読み聞かせや保護者への声かけ等町

事業等行う。合併で市母子保健推進協議会を立ち

域住民に浸透させる。公立病院小児科医師を囲む

事業に協力。年数回親子サロン事業開催、サロン

上げ、会長、副会長、書記、会計の四役を員を中

座談会開催、多様な世代の参加者が一堂に交流す

のチラシ作成準備から参加勧奨の声かけ、内容の

心に活動。H29年度広報等で募集をはじめ、９名

る機会に。こんにちは赤ちゃん事業では４か月児

協議まで推進員同士で話し合い、積極的に自主活

入り現在会員34名、30代から70代と幅広い年齢

までの家庭訪問実施、訪問カードにより保健師と

動も実施。地域の子育て支援の一端を担う。

同テーマについての執筆活動多数。

団体の部

11

親

平成 30 年 10 月 30 日

子

保

健

紙上セミナー

抱える障害者や子どもな

8020の里づくり

た生活を送ることができ

どが地域において自立し
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るよう地域住民による支
え合いと公的支援が連動
し、地域を『丸ごと』支

える包括的な支援体制を構築し、切れ目のない支

我が国は、今後、高齢化や人口減少が進み、地域・

援を実現していくことが示されています（図１）。

家庭・職場という人々の生活領域における支え合

図２

で生活を構築するための「介護予防・生活支援」

２ 地域包括ケアシステムの深化と進化

いの基盤が弱くなります。人と人とのつながりを

は植木鉢に満たされる養分を含んだ「土」と考え

再構築し、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存

2015年、地域包括ケア研究会から「すまいと

ることができます。また、「介護予防・生活支援」

在を認め合い、そして時に支え合うことで、孤立

すまい方」を植木鉢、「介護予防・ 生活支援」を

という「土」がない（機能しない）ところでは、

せずにその人らしい生活を送ることができるよう

土、「医療・介護・保健・福祉」を葉に例えて、

専門職の提供する「医療」や「介護」
「保健・福祉」

な社会が求められています。2016年７月、厚生

地域包括ケアシステムについて、そのあるべき姿

を植えても、それらは十分な力を発揮することな

労働省は『地域共生社会』という新しい地域福祉

が改めて示されております。「医療・看護」
「介護・

く、枯れてしまいます。さらに、これらの植木鉢

の概念を公表し、その実現に向けた検討をスター

リハビリテーション」
「保健・福祉」の３枚の葉が、

と土、葉は「本人の選択と本人・家族の心構え」

トしています。「地域共生社会」とは、少子超高

専門職によるサービス提供として表現され、その

の上に成り立っているという構図です（図２）。

齢化などの社会構造の変化や人々の暮らしの変化

機能を十分に発揮するための前提として、「介護

「地域共生社会」は、社会全体で実現させるイ

を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」

予防・生活支援」や「すまいとすまい方」が基本

メージやビジョンを示すもので、「地域包括ケア

「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

になるとともに、これらの要素が相互に関係しな

システム」は「地域共生社会」実現のための「シ

の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代

がら、包括的に提供されるあり方の重要性を示し

ステム」「仕組み」といえます。主に高齢者を中

や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの

た図で、歯科保健医療もその３枚の葉にかかわっ

心にした地域包括ケアシステムの深化と進化は、

暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

ております。

地域共生社会へ向かう上で不可欠とされていま

を目指すものとされています。地域包括ケアの理

「すまいとすまい方」を地域での生活の基盤を

す。また、地域包括ケアの理念でもある「尊厳」

念を普遍化し、高齢者のみならず生活上の困難を

なす「植木鉢」に例えると、それぞれの「住まい」

と「自立支援」を守ることは、障害者や子育て世
代にも共通する価値観でもあります。地域の中に
多数の植木鉢が存在し、様々な支援やサービスが
有機的な連携の下、一体的に提供される体制が担
保されてはじめて、「住み慣れた地域での生活を
継続する」ことが可能になります。それには、幾
つかの植木鉢・土・葉の組み合わせが選択肢とし
て提示され、専門職からの適切な助言が必要です。
8020を歯科保健医療から支え、地域包括ケアに
かかわる歯科診療所も新たな視点を加え「地域づ
くり」に貢献していきます。
2040年に向けた地域包括ケアシステムの最終
目的は、「本人の意思に基づく生活への支援」で

図１
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テーマとされています。介護予防は、「高齢者が
要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせ
る）こと、要介護状態でも悪化をできる限り防ぐ
こと」と定義されています。要支援・要介護状態
にある高齢者の重度化を遅らせる三次予防には、
多職種連携をベースとしたチームケアが不可欠
で、口腔機能の維持向上は、栄養面からも重要と
なります。また、植木鉢の土である「介護予防・
生活支援」の中で、フレイル、オーラルフレイル
の予防、口腔機能低下症の早期発見と対応は、多
職種協働による食支援につながる重要なテーマで
あり、地域包括ケアシステムにおいて、介護予防
への歯科診療所の重要な役割といえます（図３）。

図３

の健康の維持増進に寄与すること。また、地域の

りつけ歯科医機能を提供し、さらに地域共生社会

中では、住民のために行政や関係する各団体と共

の実現にも貢献していくことが求められておりま

に歯科健診などの保健活動等を通じ口腔保健向上

す。これからも生涯を通じて口腔の健康を維持す

て、かかりつけ歯科医の意義とその役割を次のよ

の役割を担い、地域の関係機関や他職種と連携し、

るために、継続的に適切な歯科治療や管理を提供

うに改めて示しています。

通院が困難な患者にさまざまな療養の場で切れ目

し、いつでも相談に応じてくれる、身近なかかり

■かかりつけ歯科医とは、安全・安心な歯科医療

のない在宅歯科医療や介護サービスを提供すると

つけの歯科医師を持つことは健康寿命の延伸につ

の提供のみならず医療・介護に係る幅広い知識と

ともに、地域包括ケアに参画することなどがかか

ながることからも大切です。

見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の維

りつけ歯科医の役割である。

公益社団法人 日本歯科医師会

３ かかりつけ歯科医を持つことが大切
日本歯科医師会は「かかりつけ歯科医」につい

持・向上をめざし、地域医療の一翼を担う者とし

今後、地域包括ケアの中で、歯科診療所はかか

地域保健委員会副委員長 細野 純

てその責任を果たすことができる歯科医師をいう。

患者の乳幼児期から高齢期までのライフステージ

8020
ひとくちメモ

に応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯

第三次食育推進基本計画（平成28年３月

科医療の提供および保健指導を行い、口腔や全身

18日食育推進会議決定）では、重点課題の

■かかりつけ歯科医が担う役割

地域包括ケアにおける食育支援：
「子ども食堂」
に対し、共食の機会を提供する取り組みが
増えています。

一つとして「多様な暮らしに対応した食育

子ども食堂は、家庭における共食が難し

の推進」が掲げられ、子どもや高齢者を含

い子どもたちに対し、共食の機会を提供し、

むすべての国民が健全で充実した食生活を

コミュニケーションや豊かな食経験を通じ

実現できるよう、共食の機会の提供等を行

て、食の楽しさの実感を与えて精神的な豊

う食育を支援するとされています。食育活

かさをもたらしていると考えられ、多様な

動事例集（農林水産省 平成30年３月）に

暮らしに対応した食育推進に重要です。地

よると、近年、地域の取り組みとして、無

域包括ケアとして、高齢者の食支援と共に、

料または安価で栄養のある食事や温かな団

子どもたちの食育推進する視点からも子ど

らんを提供する子ども食堂等が広まってお

も食堂の取り組みに地域ぐるみで協力でき

り、家庭における共食が難しい子どもたち

るような環境整備が期待されます。
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子どもの虐待への対応 〜予防・早期発見・見守りのため歯科からの提言〜

鳥取県口腔衛生
関係者研修会から

ことから、歯科の視点は虐待の早期発見

べているのか、帰宅時に誰かいるのか、といっ

に役立つと考えられる。さらに、歯の治

た会話を通じて、むし歯を放置していることの

療で削った歯は元に戻らないことから、

バックボーンを聞き取ることが必要である。こ

削らないで済む環境をつくっていくこと

のようなことの積み重ねで被害がひどくなる前

が必要となる。歯のセルフケアを子ども

に虐待を発見することができる。

たちに教えることで、たとえその子が虐

母子にかかるさまざまな職種の方が参集

待を受けていたとしても口腔内の健康を

虐待防止のために歯科からできること

維持できる。むし歯の予防と長期維持管

すべきことを考えて

理も念頭におく必要がある。

鳥取県口腔衛生関係者研修会が９月６日
（木）、とりぎん文化会館（鳥取市）で開催され
た（主催：鳥取県、一般社団法人鳥取県歯科医

平成29年６月の児童福祉法及び児童虐待の
防止等に関する法律の一部を改正する法律にお

「被虐待児はむし歯が多い」だけではない
虐待の早期発見のポイント

いて、児童虐待の早期発見に係る責務を有する
者として「歯科医師」も追加されることとなっ

師会、本会議）。歯科医師、歯科衛生士のほか、

「虐待を受けている子どもたちはむし歯が多

た。学校歯科医は学校や児童相談所・子ども家

保育士、養護教諭、管理栄養士等、子育てにか

い」という考えには注意が必要である。8020

庭支援センターと連携しながら、歯科検診を通

かる多岐にわたる職種の方々が県内各地から参

運動をはじめとする歯科保健の推進等で、乳

じて要支援児童を発見する必要がある。さらに

加のもと、東京歯科大学臨床教授で森岡歯科医

歯・永久歯ともにむし歯の罹患率や数は昔と比

多くの家庭は同じ歯医者へ長年通っている場合

院院長の森岡俊介先生が講演した。

べて減少傾向にある。これは、被虐待児でも同

が多く、地域のかかりつけ歯科医も重要な役割

近年、虐待通報件数は右肩上がりであること

じ傾向がみられる。依然虐待を受けている子は

を担う。受診が絶えていないか、子どもの様子

は周知のとおりだが、歯科関係者も児童虐待の

受けていない子よりもむし歯罹患率は高いもの

はどうか、親がどの程度子どものことに熱心か

早期発見や予防の一躍を担うことができると考

の、それでも10年前と比べるとだいぶ低くなっ

といったことに注意を払い、必要に応じて自治

えている。平成28年度の被虐待児の年齢別対

ている。虐待を受けていても半数の子はむし歯

体に情報を流してもらいたい。歯科医師個人で

応件数をみると、年齢０〜 12歳が全体の４分

になっていないというデータもある。むし歯が

対応が難しい場合は、歯科医師会が窓口となる

の３以上を占める。歯科医師の関わりは１歳半

ないからといって虐待を受けていないとは限ら

のではないか。

健診から始まり小学校の健診も担当することか

ないと理解していただきたい。

しかしながら、歯科医師会を要保護児童対策

ら、まさに被虐待児の多い年代の子どもたちと

むし歯を治療しているかどうかという視点が

地域協議会の関係団体として設置している市町

出会う場面が多い。学校、歯科診療、自治体が

重要である。歯科疾患の特徴は自然治癒がなく

村は３割に満たない状況もある。ぜひ各自治体

実施する幼児健診といった日常の現場で歯科医

（不可逆的）、だんだん悪くなる（備蓄性）こと

には地域の歯科医師会の先生に要対協の構成員

師が子どもたちをどう見ていくかが虐待の早期

にあり、治療しない限りむし歯がなくなること

として入るようにしていただきたい。やはり親

発見や予防のカギとなってくる。

はない。被虐児のむし歯の本数そのものは減少

子の情報が来ないと対応はできず、また自分の

う蝕の原因は主に４つあり、歯質、むし歯原

傾向にあるものの、平成14年度から平成23年

地域に虐待の症例があることを知らない歯科医

因菌、食事・砂糖接種、そして生活習慣とされ

度にかけて処置率は減っておらず、むし歯を治

師も多い。歯科関係者が知っている親子の情報

ている。虐待を受ける子どもたちは食生活や歯

していない子は多い。むし歯を治療していない

を自治体に知っていただき、同時に歯科関係者

みがき習慣といった生活習慣が乱れているとい

ということが虐待の一つのサインであるといえ

の知らない情報を共有していただくことで、虐

われている。口の中を診ると成育環境が分かり、

るだろう。そこを学校歯科医、学校関係者等が

待を受ける子どもたちを減らせるよう、関係者

歯科検診の結果はある程度客観的データである

チェックすることが重要である。朝ごはんは食

が一丸となって努めたい。
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子宮頸がん撲滅のために 〜若年層における子宮頸がん検診の重要性と最新の知見〜
検診を促す効果も期待、自己採取

を報告する。
まず、公益財団法人北海道対が

HPV検査はオリモノ（帯下）から検

ん協会細胞診センター所長の藤田

出することができ、医師による採取と

博正先生、一般社団法人ピーキャ

比べると病変の検出率等が劣るものの、

フ・PCAF代表理事の櫻木範明先

自己採取でも検査できるとされている。

生らにより、新しい子宮頸がん検

時間がない、検診に行くことが不安、

査の試みとしてHPV検査を中心に

恥ずかしい等の理由で通常検診に行か

報告があった。日本国内では、子

ない、できない者に対して、検診受診

平成30年10月23日（火）、渋谷シダッ

宮頸がん検診において細胞診単独検診

行動を促す有効な方法であると考えら

クス・カルチャーホール（東京都渋谷区）

が実施されている一方、諸外国では子

れ、近年オランダ、カナダ、オースト

にて、標記フォーラムが開催された（主

宮頸がんの約95%の原因とされるHPV

ラリア等では自己採取法を積極的に導

催 ： 一般社団法人日本健康増進財団、

（ヒトパピローマウイルス）感染を検査

入している。国内でも北海道江別市で

共催 ： ストップ！子宮頸がんの会）。同

するHPV検査をまず実施し、異常があ

検査が導入される等、今後子宮頸がん

テーマの研究者、自治体での取り組み

る場合に精密検査をする流れになりつ

検診未受診者に対する対策として、自

事例など、子宮頸がん検診のあり方に

つある。HPV検査は早期発見・早期治

己採取HPV検査の注目度が高まると考

ついての研修があったので、その一部

療の上で有効であると考えられている。

えられる。

研究者、自治体関係者が熱心に聴講

研修会「妊娠期からの全数面接と子育て支援 〜支援にのりにくい人の背景を知る〜」ご案内
妊娠期から子育て期まで切れ目なく、

プログラム (5ブロック共通)

すべての妊婦に母子保健サービスが提供

12:55 〜 13:00

挨拶

できるよう、関係性の築きに焦点を当て

13:00 〜 13:40

講演Ⅰ「妊娠期から切れ目なくすべての母子を支えるために
〜妊婦のおかれた社会的背景と関係性の築きを中心に〜」

ながら、一面的な面接やアプローチでは
講師

把握しづらい背景を持つ妊婦も含めたア
13:40 〜 15:20

講演Ⅱ「すべての妊婦に母子保健サービスを提供するために
講師

さない社会の構築を目指します。

を目途に、講師の資料、各ブロックで出

聖路加国際大学大学院看護学研究科教授

成してお送りさせていただきます。
お申し込みは、各ブロックの開催県の

片岡弥恵子

＊後半の30分程度はロールプレイ及び実習にて学びます。

15:20 〜 15:35

事例報告

＊各ブロック開催県から1か所

15:35 〜 16:05 ディスカッション 講師と事例報告の自治体、フロアの受講者で

された質問等をＱ＆Ａ方式にまとめ、日
常的にご活用いただけるような冊子を作

佐藤 拓代

〜支援にのりにくい人の背景を知る〜」

母子保健サービスの網目から一人もこぼ

今般は、受講された方に対して年度末

公益社団法人 母子保健推進会議会長

大阪母子医療センター母子保健情報センター顧問

セスメントの方法と支援について、理論
とロールプレイや実習をとおして学び、

＊受付は12:30から行います。

議論を深めます
各ブロック開催期日および会場
【北海道・東北】11月14日（水）山形市保健センター視聴覚室
【関東・甲信越】11月28日（水）群馬県社会福祉総合センター 大ホール

市町村の方は県担当課へ、その他の方は

【東海北陸近畿】11月12日（月）和歌山県JAビル

本会議へ直接お申し込みください。

【中 ・ 四

国】12月 ４ 日（火）山口県健康づくりセンター 第一研修室

03 3267 0690またはbosui@bosui.or.jp

【九

州】12月 ６ 日（木）佐賀県男女共同参画センターアバンセ

会議室11-A 〜 C
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親

平成 30 年 10 月 30 日

子

保

健

（第三種郵便物認可）

国際講演会のご案内

乳幼児の発達と親子コミュニケーション支援 〜フィンランドの乳幼児精神保健とネウボラに学ぶ〜
母子保健、児童福祉に長く関わられる方々でも、親と子のコミュニケーション支援や、親子と信頼関係を構築し継続して支援し
ていくことに難しさ、課題を感じられることもあることでしょう。
今般、フィンランドから児童精神科医としてネウボラ保健師のスーパーバイズや家族コミュニケーション支援の専門職研修プロ
グラムの策定、親子のコミュニケーションについての国際的な研究活動を展開されているカイヤ・プーラ先生をお招きし、講演会
を東京と大阪で行います。なお、両会場とも午前は、自治体保健師等限定の実技研修も行います。いずれも参加費は無料です。

【講演会】(午後の部)

【東京会場】

乳幼児の発達の特徴を解説し、親と子が

日 時

12月13日（木） 13：30 〜 16：00

ともに成長していく過程で、支援者や周囲

会 場

新宿文化センター

の人・地域はどのようにかかわればよいの

小ホール

＊受付は13時から

新宿区新宿６−１４−１

【大阪会場】

か、親と子のコミュニケーション支援の意

日 時

12月18日（火） 13：30 〜 16：00

義と適切な支援について理解を深めます。

会

ドーンセンター (大阪府立男女共同参画・青少年センター ) パフォーマンススペース

母子保健、子育て支援関係者ほか関心のあ

内 容（両会場共通）

る多くの方の参加をお待ちしています。

13:30 〜 13:40

趣旨説明

13:40 〜 15:20

特別講演 「乳幼児と療育者の関係性発達と親子コミュニケーション」

【お申込み】

場

下記を記載し、メールまたはFAXにて送

12/18大阪）、②お名前、③ご所属／お立場、
④連絡先電話番号、⑤質問（任意）
午前の部は、自治体保健師・助産師等専
門職を対象とし、カイヤ・プーラ先生の特
別演習(2時間)を中心に行います（右記）。
併せて参加をお待ちしています。

公益社団法人 母子保健推進会議会長

講師 カイヤ・プーラ先生
通訳

信してください。
① 日 に ち と 会 場（12/13 東 京、 ま た は

佐藤拓代先生

15:30 〜 16:00

総

高橋睦子先生
括

＊受付は13時から

タンペレ大学医学部教授・児童精神科医

吉備国際大学保健医療福祉学部教授

カイヤ・プーラ先生・佐藤拓代先生

専門職セミナー「親子の関係性の発達とコミュニケーション支援における
専門職の役割と技能 〜フィンラドの乳幼児精神保健に学ぶ〜」
日 時 12月13日（木）
・18日（火） 10：15 〜 12：30 受付は9：45より
会 場 12月13日（木）新宿文化センター 18日（火）ドーンセンター
内 容 10：15 〜 10：30 趣旨説明 佐藤拓代 先生
10：30 〜 12：30 特別演習「親子」コミュニケーション支援の実際」
カイヤ・プーラ先生（通訳付き）・ロールプレイ等実習含む

発 行：公益社団法人 母子保健推進会議
本号では、「妊娠期から子育て期の家族

雪江静岡県立大短期大学部教授、「最近の

発行人：原澤 勇 編集人：鑓溝和子

を支えるために必要な視点と技術〜ネウボ

母子保健を取り巻く状況」平子哲夫厚労省

協 力：全国母子保健推進員等連絡協議会

ラの面接とその人材養成から学ぶ〜」に

母子保健課長、シンポジウム「妊娠期から

ついて、フィンランド国立保健福祉研究

切れ目なく母子を支えるために〜関係性の

所母子保健部門研究総括部長ハクリネン先

築きに焦点を当てて〜」座長佐藤拓代本会

TEL.03-3267-0690 FAX.03-3267-0630

生をお招きした国際シンポジウム紹介。本

議会長、基調講演「親子と関係性を築くた

E メール bosui@bosui.or.jp

日16:20からは、大会併設母子保健推進員

めに支援者に求められるポイント〜ネウボ

URL http://www.bosui.or.jp

等及び母子保健関係者全国集会を開催。健

ラからの示唆〜」髙橋睦子吉備国際大学教

やか親子21

授、事例報告は三重県菰野町と兵庫県稲美

母子保健推進員等特別価格

表彰式、講評は髙野直久日歯常務理事。講

町。会場ロビーではロッテ賞受賞作や自治

年間購読料 1,290 円（税〒込み）

話「マイナス1歳からのむし歯予防」仲井

体活動展示を行っています。

16

8020の里賞（ロッテ賞）

(H)

東京都新宿区市谷田町 1-10
保健会館新館（〒 162-0843）

年間購読料 2,160 円（税〒込み）

郵便振替口座 00120-9-612578

