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語、録

乳幼児健康診査は，捧害の早期発見とその畿の支援と連携に大き主役割を果たしている。今回，広島県東部3

市における乳幼見健康診査設の支援体制と連携について 乳幼見支援と連携に関する内容調査と支援と連携の

現状に関して担当保縫師に対する聞き思ぢ謂査を行った。結果，乳坊児健康診査接の発育・発達相談は，発達

の遅れの受容などの問題があり，保護者にとって利用しにくいという認識もある，相談が必要であっても顕在

化していない見も多いこと立どから 育見・発達相談の~要性に対する啓蒙が重要であり また各種専門家は

支援によって得られた児や保護者の満足感や支援の有効性を示す必要があると考える O さらに， 5・8議の就学

前児の棺談が増えてきている市もあることから 就学iこ向けた支援を必要とする克の発見のために時間轄に沿

った縦の連携に対する対策なども必要であると考える O
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1 .緒言

母子保健法にもとづいて自治体が行う乳幼見健震診

査は，子育てにかかわる様々な問題点を拾い上げ，支

援につ主げる機会と立っている o また，乳幼克鍵康診

査後の育克桓談や会理発達相談 身体・言語発達椙議

は乳幼児の経過を追い，指導や支援に結びつけ，また

継続的に支援していくための連携という機能も有して

おり，その中核として地域の保提所・保健センターな

どが大きな役割を果たしている。

育克iこ医難を有する児の保護者は医療機関への担談

はしにくく受診を鰭跨する場合もある1}ため，乳幼

児鍵康診査後から継続してフォローしていくことは大

変重要なことである。また，障害の発見による早期介

入によって 2次的障害や不適応行動を予防し，同時に

課護者も支援することにより子育てに国難を拝う児へ

の童詩を防ぐという意義もある1)と考えられる。さ

らに，乳幼児健屡診査後の育児杷談や発達椙談は各種

専門家によるスクワーニング評{匿を行うことができる

ため，塁療機関を受診する場合も支援と連携がスムー

スに主ると考えられる O

今国，広島県東部の 3市における乳幼児鍵壕診査後

に実施されている育児椙談左どの支援体制と連携につ

いて，乳幼見支援の内容調査および乳幼児支援の現状

に関して担当保提訴に対して行った聞き叡り謡査結果

から，その支援と連携のシステムと専門職の役嵩につ

いて考察を加えて報告する O

ll. 対象と方法

広島県東部の 3高を対象に各市町村の保護福祉課や

鍵褒推進課が実施している乳劫克支援体制および連携

について，乳幼児健康診査もしくは乳幼児鍵康診査後

の相談を担当する三原市・言道市・福山市の保提師各

1名に対する聞き取り課査を行った。開き耳立呼謂査方

法は乳幼児健康診査後の支援体髄と連携に関する現状

について非構造化面接法を用い 直接聞き取った内容

を言語化し要約した。また 幼克の支援体制・連携に

関する支援システムについては各市が作成したものを

基本とし，三原市・尾道市については聞き取り調査を

含めて一部改変し詳細に記載した。なお，今回使用し

たシステム図に関して法許可を持て使男している G

m.結果

1.乳幼毘健康診査後の支援システム

三原市・尾道事・福山甫の乳幼児健豪診査後の支援

システムをそれぞれ図 1 罰 2 図 3に示す。各市に

よって紹介先(各教室や椙談先)や連携子顕，教室・

相談の回数など法異なるものの 保健部や保育士ー心

理担談員による健診事後教室(育克椙談ー親子教室)， 

医師や言語聴覚士・作業療法士・理学療法士主ど各種

専門家による発達椙談は共通して行われていた。また，

育児栢談や発達椙談後には医察機関や療育支援・福祉

支援との連携も誌かられている O

2.乳幼克鍵康診査後の支援体割と連携に関する現状

※これらの結果は 3市に共通するものではない

. 3蔑児鍵康診査以降は保育機関から保健所への発

育・発達相談の連絡がある

. 5・6農の就学前児の発青・発達相談が増えてきて

pる

・発育・発達相談が必要で、あっても顕在化していない

克も多い(未受診児もいる)

-乳幼児健康診査後の椙談等法発達の遅れの受容など

もあり，保護者にとって利用しにくいという認識も

品る

-障害児施設等への発達相談は保護者にとってハード

んが高い

-市(保健所在ど)への発達相談は保護者にとってハ

ードルが低い

・新生児(低出主体重見)乳幼児健康診査の未受診者

に対して連絡し，受診推奨も行っている

. 1義 6か月.3歳児健康診査後の運動発達梧談は直

義医療機関に詔分されることも多い

Y.考察

乳幼児は日常生活の大部分を家庭，保青機関，教育

機関で過ごしているため 医療機関において児に接す

るのは生活の迂んの一部である O そのため乳幼児支援

の在り方として，児に関わるすべての磯関がそれぞれ

の専門性を活かしながら連携していくことが必要 2)

とされている。連携して支援していくにあたり重要者

三とは， rどのような支援が重要で，その効果的な方

法i主将かj等を熟考することである。そのためには家

庭，保育機関，教育機関，専門機関立どが情報を共有

し，横のつ立がりとしての連携が必要である G また，

詩需軸に沿って継続的に支援する縦のつながりも重要

で島る。現在もつ有効者支援情報を移行し，次の場へ

申し送ることで同様の水準・方法で支援を継続するこ

とができる O さらにその後の経過についての情報をフ

ィードパックすることで支援の脊効性が検証され，支

援機関の資質の向上にも有用であると考える o 今回調

査した 3市は， 4か月・ 1義 6か月・ 3議児の健震診

査後の育見相談や発育・発達相談等が医部ー保健師・

保育士・心理相談員・言語聴覚士・作業療法士・理学

療法士主ど吾種専門家によって行われ，支援・連携が

誌かられていると考えられる。

その一方，保健嗣に対する乳幼児健豪診査に関する
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聞き取り謁査の結果 乳幼児建壕診査が未受診の児や

発達の遅れのある児の親の障害受容の問題も存在す

る。鈴木ら 3) は子育て支援に着目した健康診査の満

足感に関する謡査を行っている O その調査結果で誌，

鍵康診査に来る母親の育児不安などを感じる気持ちと

鍵療診査で解消したいなどという気持ちは有意に椙関

しているが，実際に健康診査を受けて満足惑を得たと

いう感想との相関はなく 指導内容を押し社けられた

と感じたり，また鑓康診査によりかえって不安が増強

したという気持ちと有意に相関していたことを報告し

ている。したがって 健康診査による不満足感の解消

や乳幼児健診事後教室・相談による支援の必要性を理

解してもらうごとが重要で、あり，まず鍵診事後の乳幼

克支援とその連携が多数存在することを書蒙すること

がJ必要である O そして各種専門家には親子教室や育児

相談，発達相談の有効性を示す役暫があると考える O

また，今国語査した 3市では，現在 3歳見以降の乳

幼克健康診査法行われてい主いため 保育機関などか

ら保健所へ発育・発達相談の連絡があり，特に 5・6

裁の就学前見の相談が増えてきている市も島るとの結

果を得た。このように保青機関からの相談を受けるシ

ステムも機龍しているが 支援が必要である克を十分

に発晃できておらず，必要であっても顕在北していな

い児も多いとの結果も同時に得ている G 現在，軽度発

達捧害児を発見・評価するために 5義克の鑓震診査を

導入1)する都道府県(鳥取県立ど)もあり，身体運

動能力や言語能力，家庭や学校における集団適応状況，

詮意力や多動性の有無の評笛などが行われている。こ

の 5義見の鍵京診査は 就学に向けた幼克への必要な

支援の熟考と保護者に対する適切な養育指導，就学す

る教育機関と連携するための準語が十分にできるた

め，運動発達の遅れのある見の発見・評語にも有効で

あり，継続的に，時間軸に沿った縦の連携に対する対

策など，今後われわれも含めて広く取与組むべき事業

内容であり，また各種専門家が連携して行う必要があ

ると考える C そのためにも 地域の保育麗・幼稚国か

らの椙談窓口として また医察・保育機関・教育機関

等との連携の接点として，今後も保鍵所.f呆{建センタ

ーの役割が重要になると考える。

v.結語

-今回，広島県東部3市における乳幼克健震診査後の

支援体制と連携について調査を行ったc

-乳幼児支援に関する支援システムおよび担当保健師

に対する聞き取り調査を行った。

-保健師に対する謂き取り譜査結果より，手L劫克健壕

診査後の発育・発達相談は発達の遅れの受容などが

あり，保護者にとって利男しにくいという認識もあ

る，相談が必要であっても顕在住していない児も多

いことなどから，育児・発達棺談の必要性に対する

啓蒙が重要であり 各種専門家は支援によって得ら

れた児や保護者の満足感や支援の有効性を示す必要

があると考える O

-軽慶発達障害のある 5・s歳の就学前売の栢談が増

えてきている市もあることから 就学に向けた支援

を必要とする児の発見のために，継続的に，時間軸

に沿った縦の連携に対する対策も必要で品ると考え

るO

-地域の保育園・幼稚園からの相談窓口として，また

医療ー保育機関・教育機関等との連携の拠点として

保健所・保健センターの役割jが重要になると考える。
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今回，ご協力いただいた三原市，定道市，福山市の
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方々に深謝いたします。

なお，本研究は乎或 19年度県立広島大学重点研究

事業(地域課題解決研究 室学的治壌の対象となって

いない克の運動機能評極・運動指導鉢寄せの構築一保育

園・幼誰留と大学との地域連携による克の継続的支

援-)の助成を受けた。
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密 1 三原市の乳幼児支援システムの一部{聞き取り謂査をもとiこ詳細に記載した)
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※子育て支援課，社会福祉課，子育て支援センター，教育委員会の各関係機関と連携を取り実擁している

図2 尾道市の乳鶴見支援システムヨ〉一部(聞き取り語歪をもとに詳纏に記載した)
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療育相談システム

3歳児縫康診査

要精密検査

精神面 身体罰 身体面

騒騒
小児科医の診察による身体の

発達，発育のチェックや，

理学療法土による紹談等を行

い，総合的な発達支援をする。

従事者:小児科医理学療法土

保緩土，栄養土

議麟鞠
のびのびランド

(スタ yフ.心理柁談員・保育士・保鍵善事)

実施場所 E 

福山市保縫センドター

きりえサークルI・きちんすークYレE
ばんだサータJH・ばんだサークル豆

わいわ々 サークJいたんぽぽクラブトたんぽぽクラブ豆

(ス夕、ッフ:心、理相言語員・保育士・保健障害・看護輝)

実施場所福山市保健センター，高密コミュニティセンター

訳家倉光コミュニティ鎗

沼E塁支所

持辺中央コミュニティセンター

福山こども家庭センター

(jE福山児童穏談所}

医療機関

(発達等の棺談〉
• B本書爵管福山病院

.福山霊童療セシター

.中国中央病院

・福山市民病院

.福山若草重罰

療育機際

・霊草笛学屡・ひかり麗

.~/ こばと霊園

・るしび盛・第2あしび匿

保育所，幼稚園のことばの穏談室

-西山手保育所・手竣幼稚懸

草案王保育所 ・あけぼの幼緩医

E史家保育所 ・伊勢丘幼稚麗

今津保育所 ・湯毘幼縫IJI

E百 1ttJft~ 11療育機関|

地域療育支援センター i 

菌3 橿山市C乳幼児支援システム(許可を薄て引用)
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Abstract 

The public hea1th .center plays a key role in infant check-ups and in出eear布 detectionand follow-up for children with 

signs of possible developmental delay. The purpose of this詑 searchwas to investigate the structure of the support systems 

for following the development of these infants after the chec主-ups.The public health nurse was the main liaison for the sup-

port systems担 ourresearch. As a resu1t， we found that enlightenment to the necessity of support and follow-ups， inc1uding 

consultation services， is particularly important. In addition， the specia1ists involved should provide proof of出eeffective回

ness of the support system and satisfaction of出efamilies involved. Moreover， longitudina1 studies of the follow-ups are 

also necessary，るecausethe need for follow-ups for preschool children 5 to 6 years of age has increased. In some communi-

ties， development of such programs is already beginning. 

Key words : infant check-up， developmental consultation， support， liaison 
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