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Ⅰ. 研究内容の概要 

 

1. はじめに 

 母子保健政策・実践は、たんなる妊産婦、乳幼児の健康保持にとどまらず、不妊相談や児

童虐待防止などもその射程に入れ、リプロダクション・子の養育をめぐる総合的な対人援助

活動として機能している。本プロジェクトでは、これまでの母子保健が何を前提にし、いか

なる規範を生成してきたのか、言い換えれば、何が見逃されてきて、そのことによってどの

ような葛藤経験が個々の妊産婦（及びそのパートナー）や乳幼児にもたらされてきたか／も

たらされてこなかったか、という面から近現代日本の母子保健の歴史を検討した。その際、

特に社会科学系の研究でこれまで取りこぼされてきた、あるいは、研究が手薄な母子保健史

のトピックに焦点をあて研究活動を行ってきた。こうした問題設定は、母子保健史を批判的

に検討することに繋がるが、妊娠・出産・出生・生育の安全性を高め、多くの人々がその恩

恵にあずかってきた母子保健そのものを否定する意図はなく、よりよい母子保健――我々

の問題関心からすれば、妊産婦保健と乳幼児保健という形で母子の一体化を解体した方が

よいのかもしれない――のあり方を模索するために必要な作業と捉えている。 

では、「取りこぼされてきた、あるいは研究が手薄な」トピックとはなにか。その前に、「取

りこぼされてこなかった」トピックとはなにかを大まかに把握しておく必要があるだろう。

母子保健関係者、機関が記してきたいわばホイッグ史観的な母子保健史とは別に、とくにジ

ェンダー論の視点をもつ研究で扱われてきたのが、出産、避妊、出生前診断からの選択的中

絶を含む人工妊娠中絶、ミルク、先天疾患の予防、母子を一体化させ子の健康保持責任を母

に帰属させるロジックなどであり、国家が人々、とくに女性の身体、生殖に直接的に関与す

る装置として母子保健が捉えられてきており、加えて、母子保健が優生政策の手段として機

能してきたことも指摘されている。 

我々のプロジェクトが注目した「取りこぼされてきた、あるいは研究が手薄な」トピック

は、以下の通りである。すなわち、不妊対策、へき地の母子保健と乳児死亡、外国人母子へ

の支援、出産への夫の関与、児童虐待、「奇形児」の出生、母子の一体化と国民の「質」の

関係性である。当然のことながら、これらには、抽象度のレベルに違いがあることに加え、

問題設定との関係での必然性が問われるであろう。 



 

率直にいえば、研究代表者の由井や各々の執筆者の関心に沿ってトピックが選定されたの

であるが、問題設定に充分な回答を与えるためには、様々なレベルで存在する「取りこぼさ

れてきた、あるいは研究が手薄な」トピックを網羅的に検討する必要があると考えており、

それには長期的な調査活動が必要になる。そのため、当面の作業効率を考慮し、メンバー

各々の関心に沿ったトピックを取り上げることになった点をお含みおきいただきたいのだ

が、むしろそのことで結果として様々な抽象度のレベルで母子保健史を検討することにつ

ながり、不充分ではあるが、網羅的なというよりかは、射程の広い議論を展開する素地を提

示できたのではないかと考えている。 

 本プロジェクトの成果は、個別の学会報告や論文に加えて、『トヨタ財団研究助成「母子

保健の『標準化像』の形成過程に関する歴史的研究」報告書 母子保健史の間隙――母子保

健は人々に何をもたらしてきたか』（以下、「報告書」）にまとめ、この「報告書」をもとに、

日本保健医療社会学会第 45 回大会のラウンドテーブルディスカッション「母子保健の近現

代――母子保健は何を前提にし、いかなる規範を生成してきたか」を企画し、発表した。ま

た、本プロジェクトの特徴として、研究活動とともに、研究成果の社会への還元を意識し、

「連続市民講座 少子化社会の妊娠・出産・子育てを考える」を 4 回実施し、一般の方も交

え、議論を行ってきた。 

 報告書の内容は次の通りである。 

第 1 章 

母子保健政策における不妊対策と「適正」な妊娠・出産年齢をめぐる近現代史（由井秀樹） 

第 2 章 

1950-60 年代の岩手県における乳児死亡率低減と人工妊娠中絶（木村尚子） 

第 3 章 

1960-1970 年代の青森県下北半島における母子保健の展開と地域社会  ―へき地のお産を

めぐる問題点と可能性―（木村尚子） 

第 4 章 

保育所・児童養護施設における外国人児童家庭の支援に関する調査研究から母子保健施策の

整理へ（松島京） 

第 5 章 

夫の出産への立ち会いからみる出産介助の現代史（由井秀樹） 

第 6 章 

新聞における児童虐待記事と事件報道の推移 ―2000 年から 2018 年の「児童虐待」報道に

関する『読売新聞』と『朝日新聞』の分析から―（笹谷絵里） 

第 7 章 

「奇形児」の出生をめぐる対応 ―1920 年代後半から 1960 年代の助産婦・産科医の立場に

注目して―（伏見裕子） 

第 8 章 



 

日本の母子政策の歴史 ―環境改善と遺伝的改善による「質の向上」に着目して―（笹谷絵

里） 

 

 以下、「報告書」の各章の概要を記した上で、総括する。なお、日本保健医療社会学会第

45 回大会のラウンドテーブルディスカッションにおける報告では、「報告書」の内容を補足

する情報も多少付け加えられたので、必要に応じて、その補足情報も追記する。 

 

2. 母子保健政策における不妊対策と「適正」な妊娠・出産年齢をめぐる近現代史 

 このセクションでは、主に 1990 年代以降の母子保健政策の動向との関係において、どの

ように不妊対策が展開されてきたか検討した。分析資料として主に用いたのは、関連する政

策文書や審議会議事録、報告書、書籍、雑誌『母子保健』（1959 年〜）である。 

 1996 年に、不妊専門相談事業がはじまった。これが、国の母子保健施策において、「不妊」

の文字が名称に入った最初の事業であった。その後、2004 年に体外受精等に対する助成制

度が開始され、2011 年度まで徐々に助成額、回数が拡張された（助成対象は法律婚夫婦で

あり、夫婦の配偶子を用いて妻の子宮で出産することが前提にされている。また、浜松市な

ど、自治体によっては暴力団関係者の利用が制限されている）。2013 年５月には厚生労働省

内に「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」が設置され、2016

年度からの 43 歳未満までという女性の年齢制限につながった。 

 21 世紀の母子保健を語るにあたり、避けて通れないのが、母子保健推進のための国民運

動計画たる「健やか親子 21」である。2000 年２月、厚生省に「『健やか親子 21』検討会」

が設置された。11 月に「健やか親子 21 検討会報告書」が取りまとめられ、2001 年度から

2010 年度までの計画が示された――後に 2014 年度までの計画に延長――。不妊対策に関

して、「不妊治療については……治療を求める夫婦に対して、医学進歩の成果を享受できる

ように、生殖補助医療技術を含む適正な技術が、広く普遍的に適用される体制が整備される

必要がある」との理念のもと、「不妊専門相談センターの整備」、「不妊治療を受ける際に、

患者が専門家によるカウンセリングが受けられる割合」、「不妊治療における生殖補助医療

技術の適応に関するガイドライン（仮称）の作成」という指標が掲げられた。 

 2014 年に総括され、上記の指標は概ね改善／目標達成とみなされた。同年には、2015 年

から 2025 年度までの第二次「健やか親子 21」の行動計画が「『健やか親子 21（第二次）』

検討会報告書」において示された。ここでは、不妊対策に関して、「参考とする指標」に「不

妊に悩む方への特定治療支援事業の助成件数」が盛り込まれたに過ぎず、第一次「健やか親

子 21 検討会報告書」に比べ、明らかに不妊対策の重要性が低下していた。 

 助成制度の年齢制限と合わせ、その背景として指摘できるのが、①低出生体重児の低減と

②児童虐待防止という母子保健政策の方向性である。特に低出生体重児＝未熟児は、1958

年に未熟児養育医療制度が創設されたように、低出生体重児≒早産児≒未熟児対策は母子

保健において重要な課題であり続けている。不妊治療との関係では、排卵誘発処置及び、特



 

定不妊治療で複数の胚を子宮に戻すことに起因する多胎妊娠による低出生体重が問題にさ

れてきた。「『健やか親子 21（第二次）』検討会報告書」でも基盤課題「切れ目ない妊産婦・

乳幼児への保健対策」の一環として「全出生数中の低出生体重児の割合の減少」が掲げられ

た。ここでは「多胎児も低出生体重児の要因の一つとして挙げられており、高齢妊娠の増加

を背景とした不妊治療の増加による影響も考えられる」ことから、「不妊に悩む方への特定

治療支援事業の助成件数（参考とする指標）」が「注視する必要がある」数値とみなされた。

つまり、助成件数は増加が望ましくないものと位置づけられるに至った。 

 助成制度の年齢制限の導入を受け、「ライフプラン」に基づいた「適正」年齢での妊娠・

出産を促すことで、いわゆる高齢出産、そして（高年齢での）不妊治療の抑制を図ろうとい

う動きが顕在化してきた。ただし、母子保健分野でこうした動きは、2013 年に突如出現し

たわけではない。たとえば、2008 年に NPO 法人日本不妊予防協会編集の『不妊予防のた

めのマニュアル』が（母子衛生研究会編集協力、母子保健事業団刊行）が刊行され、この書

籍は大阪府の不妊専門相談センターの HP でも参考文献に使用されている。ここでは、加齢

が不妊の重要な原因であることが示され、不妊を「予防」するための徹底した自己管理が要

請されている。 

 助成制度や、健やか親子 21 の展開をみると、不妊治療の推進から（一定年齢以上の）利

用の抑制へ、という流れをみてとれる。それに伴い、不妊が予防対象として位置づけられて

いく。そうして、リプロダクションのための自己身体のマネジメントが要請されるととも

に、不妊が自己責任として構成されていく。そうすると、加齢に起因しない不妊が不可視化

していってしまう。生殖、養育は幾重にも渡る不確実性を内包するが、こうしたことを考え

ると、「適正」年齢、という標準化像を設定して、それに基づく計画を立てさせること自体

が果たして妥当なことなのか、という問題が生じる。 

 

3. 1950-60 年代の岩手県における乳児死亡率低減と人工妊娠中絶（木村尚子） 

 このセクションは、1950-60 年代の高い乳幼児死亡率を背景として母子保健活動が遂行さ

れた岩手県の事例に着目し、乳児死亡率低減と中絶の関連を母子保健関係資料から明らか

にすることも目的に据えた。 

 沢内村や水沢市では、この時代に「乳幼児死亡率ゼロ」を達成していた。その際に重要な

役割を果たしたとされるのが、避妊の普及を第一義的目的に据えた家族計画指導であり、多

産による母体の減弱を防ぐことになった。と同時に、避妊をしなかったために、「望まない」

妊娠となり、場合によっては制度上は認められていない後期中絶が行われ、結果として未熟

児が出生してすぐに亡くなった、つまり乳児死亡として扱われていたこともあったので、統

計に表れる乳幼児死亡を下げるためにも、家族計画指導が重要であった。家族計画指導はま

た、避妊が失敗した際の早期の中絶をも含み、結果として、後期中絶の減少にも結びついた。

そして、乳幼児死亡率ゼロを達成した当時は、統計に表れる（合法的な）中絶の件数も多か

った。つまり、乳幼児死亡にカウントされていた後期中絶が、統計上も中絶として扱われる



 

時期の中絶に移行していた、言い換えれば、乳幼児死亡率の低さの大きな要因は中絶率の高

さにあったといえる。 

 しかし、母子保健関係者にとって、中絶率の高さは、乳児死亡率の高さ同様に問題であっ

た。それとともに、出生率の低減を目指す国家の人口政策もあった。それ故に、いっそう、

避妊の普及という意味での家族計画の普及が目指されたのだが、岩手県東部・新里村の保健

婦だった飛鳥ヨシノは、1968 年の国保保健婦の研究発表全国大会で「自然にまかせた 9 人

の子供達」と題し地域住民の育児例を報告したところ「なぜ 9 人も子供を生ませたか」と質

問され、「なんぼプロでも夫婦が望まない計画は押し付けられないべし。自分達が生みたい

というのに何故やめなさいと言わなければならないのですか」と反論したと記している。こ

のエピソードは、母子保健行政が人口抑制策としての産児調節・家族計画の普及に忠実であ

り、その従事者に何よりその遂行が求められていたことを示している。「産む／産まない」

を個人や家族が自ら判断すること以上に、政策上の「成果」が重視されたのである。つまり、

母子保健の文脈では、乳児死亡率や出生数の低減が「成果」として強調される一方、国策に

反して多産であることや中絶は非難すべき対象であった。言い換えれば「産む／産まない」

を個人や家族が自ら判断することは良しとされなかった。乳児死亡率や中絶数低減の背景

として女性の「社会的地位」をはじめとする環境の変化があったことが指摘されているが、

それ以前に、また中絶数が減少して以降も「産む／産まない」をめぐる葛藤が消滅したわけ

ではないだろう。 

 

4. 1960-1970 年代の青森県下北半島における母子保健の展開と地域社会 ――へき地のお産

をめぐる問題点と可能性―― 

 全国的には 1950 年代から 1970 年代にかけて母子保健が大きく伸展したとされるが、青

森県ではこの時期にも高い乳幼児死亡の値が問題視され、その克服が課題とされた。このセ

クションでは、県内でも深刻とされた下北半島の地域に着目し、文字資料のほか地域住民に

対するインタビュー等を用いて母子保健展開の地域性と彼らのかかわりを明らかにし、こ

れらを通し、へき地と呼ばれる地域社会における母子保健の問題と可能性を探ることが目

的として設定された。 

 1930 年代以降の東北各県（とくに北東北三県）では、その自然環境の厳しさを背景に、

無医村状態からの脱却を目指して医療・保健運動がおこなわれた。戦後は、占領期の終結と

ともに衛生行政は大幅に縮小され、高度成長期と呼ばれる時期には、福祉施策における地方

自治体の役割が求められる一方で、いわゆる中央や太平洋岸の工業地帯と、それらに労働力

を提供する地域との差が際立つようになった。東北地方の中でもとくに、乳児死亡率におい

て 1、2 位の高率を争ったのは岩手県と青森県であるが、1950 年代後半に県国民健康保険団

体連合会（国保連）を中心に乳児死亡率半減運動をすすめた岩手県に比べ、青森県の取り組

みは後発であった。昭和 30-40 年代に町村合併による行政の広域化や国民皆保険などの制

度的な変革があり、県民の医療に対する需要が著しく増加した。その結果、医師は人口の多



 

い市部へと流れ、1961 年に 90 余あった国保診療所が 1965 年までに 20 余に減少するなど、

へき地から医療が失われた。厚生省はへき地医療対策として 1956 年に初めて予算を講じた

が、それはへき地診療所の整備と運営の補助のみであり、県がおこなう巡回診療に必要な診

療車や雪上車、患者輸送車に対する補助制度が実施されたのは 1963 年であった。1965 年に

は、関係機関・団体が「青森県へき地保健対策協議会」を設置し、①医療従事者不在状態の

解消 ②衛生思想の普及向上 ③生活環境の改善整備 ④保健衛生行政施策の充実を重点目

標に「へき地保健対策五ヵ年計画」を策定した。この潮流のなか、同じ年に「もったらころ

すな」「赤ちゃん会議」が企画された。 

東北地方の中でもとくに乳児死亡率が高かった青森県であるが、1965 年以降は母子保

健センターの設置や乳児に対する国保の十割給付、保健婦派遣制の実施などにより急速に

改善された。1966 年 12 月の「赤ちゃん会議」で表彰された下北郡東通村老部部落でも、

保健婦・助産婦が巡回するようになり、婦人会が声掛けしたことから妊婦が検診に行くよ

うになった。保健婦の巡回回数が減ってしまった時には、婦人会が「当番制をつくって」

自衛の行動に出ている。 

下北半島のへき地で活動した保健婦や助産婦が、地域の好ましくない習慣を変え、迷信

めいた考えを改めさせたことは間違いない。また医師法違反や担当地区外で活動すること

に対する批判を受けても、「一人の人間が生死の境にある時」に「私にできることは何で

も」やろうと仕事に臨んだ保健婦もいた。それはまた、地域住民の一員でもあった保健婦

が、地域社会と運命を共にしていたということの証であろう。 

 青森県の看護行政や保健婦派遣制の維持は、県知事・竹内俊吉（在職 1963-1979）の果た

した役割が大きかったといわれるが、竹内県政は同時に「あまりに六ケ所開発にのめり込ん

だ」、つまり、原子力発電所関連施設の誘致に積極的であったという指摘もある。 

 そして、下北半島の開発は、保健行政と並行してすすめられてきた。竹内は知事就任直後

1964 年の「年頭のあいさつ」で「財政の自立性に乏しく、何をするにも『意あって銭足ら

ず』」と述べているが、県の保健行政の執行にも「銭」の確保が重要だった。竹内の「年頭

のあいさつ」には 1964 年から 3 年間、「県政の目標」として毎年「後進性の打破」「地域格

差の是正」という言葉が掲げられる。母子健康センターの設置や乳児に対する国保十割給

付、保健婦派遣制の実施やこれに伴う保健婦の増員、県がおこなう巡回診療に必要な診療車

等に加え、県看護連絡協議会長が「知事さんにお願い」したことに応えるにも、「妊娠届け

出にサラシを支給する施策」にも、財源が必要である。公衆衛生課の予算査定に知事の理解

が示されたり、県議会での保健衛生対策に竹内知事が積極的な発言をおこなったりするこ

とは、開発と切り離されたものではなかった。この傾向は近年も続いており、2005 年時点

で小児科、産婦人科がなかった下北半島北部沿岸地域の大間病院には、2008 年に医師の増

員があり小児科が設置されたが、それは経済産業省が大間原子力発電所の設置を許可し着

工した年でもあった。地域住民の素朴な願いや日々の暮らしは、開発の「交換条件」として

与えられるものであっていいはずはない。実際のところ「交換条件」が満たされるどころか、



 

2013 年にはむつ市関根地区に使用済燃料中間貯蔵施設が完成し、下北半島の原子力基地化

は進展している。 

 

5. 保育所・児童養護施設における外国人児童家庭の支援に関する調査研究から母子保健施策

の整理へ 

 1980 年代後半以降、日本におけるニューカマー数は増加している。外国人の定住化とと

もに、保護者と来日したり日本で出生したりという外国につながりのある子どもも増加し

ている。2016 年末の日本における在留外国人数（中長期在留者数と特別永住者数とを合わ

せた数）は 238 万 2,822 人である。238 万人強の在留外国人数のうち、18 歳未満の者は 24

万 5,993 人であり、子どもの数は在留外国人の 1 割を占めることがわかる。外国人も外国

人の子どもの数も過去最高である。そのような状況のなか、保育士や小学校教諭等の話か

ら、無国籍やネグレクトという深刻な生活状況にある子どもたちがいることを再確認した。

より厳しい状況を考えるならば、保護者の超過（非正規）滞在や資格外就労、収監や強制送

還、行方不明等に伴い、次のような問題も起こりうる。子どもの認知や養育放棄をめぐる問

題、出生届と子どもの国籍をめぐる問題などである。それにより、十分な教育が受けられな

い、適切な保健・医療・福祉のサービスが受けられないという子どもが存在しうる。ゆえに、

筆者らは、外国人の子どもを対象とした社会的養護の必要性、児童養護施設に入所する外国

人の子どもや保護者の実情と課題を探ることとした。 

 保育所調査においては、子どもの発達・支援にあたり、保育所では、以下のような課題

が浮かび上がってきた。それは、子どもが日本のことばや文化を習得することや、保育所内

での文化の多様性を尊重するということ、日本語の通じない保護者とのコミュニケーショ

ンをどう取るかということだけが課題ではなく、子どもの成長や発達をどう保障するか、そ

のために保護者のおかれている生活環境を鑑みた上で、保護者に何をどのように伝えるか

ということであった。そして、子どもの母語や母文化を家庭内で保持する機会が持てればと

いうことも、保育所は思慮していた。だが、早朝から夜遅くまで延長保育を利用し働き続け

る保護者にとって、そのような時間を確保することは容易ではない。子どもが保育所に入所

するのは小学校就学までである。保育所では、小学校に就学したきょうだいの様子や、地域

の青年が学校に行かずドロップアウトしている様子を見るにつれ、目の前の子どもにとっ

て必要な支援とは何かということを考えていたのである。 

児童養護施設を対象とした視察調査においては、施設が所在する地域の実情や、当該の子

どもと家庭の社会的養護を必要とする個別具体的な状況に対応しているという状況が明ら

かになった。今回把握できた地域の実情とは、地域内に居住する外国人が多い、外国人が生

活するコミュニティがある、入国管理局/支局の近くにある、というものである。 

また、児童養護施設では、児童相談所と緊密に連携を取りながら対応する施設がある一方

で、措置決定の過程で施設側に十分な情報や今後の見通しが示されていないケースがある

ことも明らかになった。これは、子どもの保護者の在留資格等と関わり子どもの国籍がどう



 

なっているのか、という複雑な問題を抱えていたり、子どもの入所期間が長期化するにつ

れ、保護者の状況が変化することが影響しているようである。支援の課題として指摘できる

のは、子どもが児童養護施設を退所し自立をするとなった途端に直面するものであり、その

後の人生にも大きく影響をする。児童養護施設退所後の自立支援は日本人の子どもであっ

ても十分に検討すべき課題が今なおあるが、外国人の子どもの場合は、より社会的排除状態

に置かれやすくなるとするならば、一層の困難を抱えるといえる。 

 母子保健に関しては、1990 年代から、実態調査や社会問題としての課題整理等が積極

的に行われていった。1990 年代の後半からは、妊娠から育児にいたるまで、多様な研究が

行われるようになった。在日外国人母子の抱える課題が明らかになるにつれ、医療現場や地

域においても実態が把握され且つ当事者のニーズに応じた対応をしていくようになったか

らであろう。1995 年 5 月 10 日付で、厚生省児童家庭局長発の通達「母子保健強化推進特

別事業の実施について」「母子保健強化推進特別事業実施要綱」が出され、母子保健強化推

進特別事業内容のひとつに「外国人母子への指導体制の整備事業」が掲げられた。在日外国

人の母子保健について長らく携わってきた李の、1998 年当時の整理によれば、その対象者

は以下の 4 群にわけられていた。①従来からの在日韓国・朝鮮、中国人等の「永住者」、②

この数年に来日したニューカマー、③いわゆる欧米人、④「超過滞在」「資格外就労」「不法

滞在」（オーバーステイ）。このうち、④をハイリスクな当事者として現場はとらえながらも、

母子ともにその生存を守るために、苦慮しながらもその対応をしていたという。このハイリ

スク群をめぐる問題は、現在に至るまで解決されていない。 

 このように見てみると、外国につながりのある子どもにとって必要な支援とは何かを考

える場合、それは当該の子どものみを対象とするだけではなく、保護者も対象とする必要性

が明らかになる。子どもが社会的に排除される状況とは、保護者が生活上の問題を抱えてお

り、家族そのものが社会的に排除されている状況にあるからである。 

 

6. 夫の出産への立ち会いからみる出産介助の現代史（由井秀樹） 

 2000 年２月、厚生省に「『健やか親子 21』検討会」が設置された。「健やか親子 21」は母

子保健推進のための国民運動計画と位置づけられており、11 月に「健やか親子 21 検討会報

告書」が取りまとめられ、2001 年度から 2010 年度までの計画が示された――2010 年の

「『健やか親子 21』第２回中間報告書」で 2014 年度までの計画に延長――。「健やか親子

21 検討会報告書」では、「分娩の QOL 確保」という項目が設けられ、「病院・診療所・助産

所において、正常分娩で自然な形態の分娩を希望する妊婦に対しては、そうしたサービスを

提供できるように対応することが望まれる……また、家族の立ち会い分娩や母子同室、居住

型の分娩施設を利用したいという希望にも対応する」という説明が加えられた。2014 年４

月には「『健やか親子 21（第二次）について』検討会報告書」が取りまとめられ、2015 年

から 2025 年度までの第二次「健やか親子 21」の行動計画が示された。ここでは、「妊娠・

出産について満足している者の割合の増加」という項目が設けられ、関係機関の取り組みと



 

して「（専門団体）利用者と専門家双方による「いいお産」のためのバースプラン、バース

レビュー（出産体験を専門職と振り返ること）の作成とそれに基づく実践・評価の推進」に

言及された。 

 このように国の母子保健政策においても、身体的な安全性のみならず、心理的な「満足感」

「いいお産」が求められており、出産がイベントとして意味付けられている。その源流をた

どれば、1970 年代に日本に紹介されたラマーズ法に象徴される「自然な」お産を目指す諸

運動に行き当たる。それに付随する形で夫の出産への立ち会いも広がったとされ、散見され

る夫の立ち会いに関する個別医療施設の調査、実践報告で肯定的に語られるように、時とし

て夫の立ち会いが「いいお産」の重要な構成要素になっている。 

 本セクションでは、産科医たちの 1970 年代以降の夫の立ち会いをめぐる言説を精査した

うえで、メディアにおける表象や、夫の立ち会いを積極的に勧めていた医療施設の状況につ

いて検討した。結果、以下の三点を指摘した。 

 第一に、夫の立ち会いは従来、ラマーズ法の導入とともに広まっていったと捉えられてき

たし、実際に夫の立ち会いはラマーズ法と結びつけて語られることが多かった。しかし、夫

の立ち会いは、必ずしもラマーズ法ありきで普及していったわけではなかった。このこと

は、1970 年代後半の産婦人科医たちの言説にも示されていたし、夫の立ち会いが先にあっ

て、続いてラマーズ法を導入したという南生協病院の例からも示唆される。さらには、ラマ

ーズ法の対局に位置づけられる陣痛促進剤の使用と結び付けられることもあった。 

第二に、夫の立ち会いについては、産婦人科医の間でも賛否両論があったことは既に指摘

されているが、この点をもう少し掘り下げてみると、産婦人科医の団体である日本母性保護

医会の上層部は夫の立ち会いを批判的に捉えていた。その背景には、夫の立ち会いが既存の

産科医療に対する異議申し立ての側面を有していた当初のラマーズ法と結び付いていた点

が日母上層部の拒否反応に影響していた。より精確にいえば、既存の産科医療への異議申し

立ての側面を有していたラマーズ法に対する批判に夫の立ち会い批判が付随していたので

ある。 

第三に、夫の立ち会いは、必ずしもマタニティ雑誌などのメディアを通して情報を得た妊

産婦が積極的に選択した、というわけではなく、立ち会いを認めている医療施設からの提示

を受け、選択するというパターンも見られたし、医療施設によってはそうしたパターンが多

数を占めていた。つまり、夫の立ち会いは商業化された出産介助サービスのオプションとい

う性格はたしかにあったといえども、必ずしも顧客を誘引する役割を果たしたわけではな

い。実際、夫のみならず新生児のきょうだいの立ち会いをいち早く取り入れていた南生協病

院の患者が同病院を利用した主な理由は物理的距離であった。言い換えれば、物理的な距離

の近さ故に患者の獲得をめぐって競合関係にある施設が複数あるような状況でない限り、

夫の立ち会いが出産介助サービスのオプションとして商業的な顧客獲得戦略上、有利に働

くわけではない。この点は、地域や階層が、夫の立ち会いが積極的に選択されるかどうか／

選好されるかどうかに影響を及ぼしている可能性を示唆している。実際、南生協病院のある



 

地域は、名古屋市の中心部から離れており、中小の工場が立ち並ぶ工業地帯であり、夫の立

ち会いを求めて同病院を選択した妊婦はごく少数であり、夫の立ち会いを求めた女性の職

業は教職や医療関係者が多かった。つまり、夫の立ち会いは、ホワイトカラー層の世帯に選

好されてきた文化であった可能性も示唆される。 

 

7. 新聞における児童虐待記事と事件報道の推移 ―2000 年から 2018 年の「児童虐待」報道

に関する『読売新聞』と『朝日新聞』の分析から― 

 1990 年代、子どもの権利擁護思想の高まりと民間活動の活発化を背景に、児童虐待が社

会問題化し、この流れは母子保健分野にも影響を及ぼしている。本セクションでは、児童虐

待をめぐる新聞報道の動向を検討するとともに、母子保健分野における児童虐待の予防業

務の課題を検討することである。 

 虐待の事件記事を通して、虐待の実施者の男女差について見ると実母や義母、交際相手

（女性）が主体となっていた記事もあるものの、実父や義父、交際相手（男性）という事件

も同数以上であった。更に、両親ともに虐待に関与している場合や祖父母や友人が関与して

ものも少なくなかった。2017 年の厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等

について(第 13 次報告)」の「2．個別調査票による死亡事例の調査結果」内容からも、虐待

者の多くが実母であることを示しながらも「実母」のみが虐待に大きく関与しているわけで

はないことも指摘している。 

 2009 年 4 月、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業関係（児童福祉法施行規則の

一部改正）が施行された。「養育環境等の把握のための項目」では「赤ちゃんの様子」以外

に「お母さんの様子」に関する項目が訪問結果報告に示されている。2011 年 7 月 27 日付

雇用均等・児童家庭局総務課長通知「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭

に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」においても、特に問題のない家庭でも

「子育て中のストレスへの対処、乳幼児揺さぶられ症候群の予防、産後うつ等について、保

健指導等を行うことが望ましい」とすべての家庭が虐待のリスクを持つことが明示されて

いる。さらに、児童虐待の死亡事例の背景には、「母親」の妊娠期からの孤独、産前産後の

心身の不調、家庭環境の問題が指摘され、妊娠・出産・育児期に関わる関係機関が「養育支

援を特に必要とする母親（家庭）を早期に把握し、各関係機関が連携し早期から養育支援を

行うこと」が必要とされている。 

 このように、実際の虐待事件の内容に比較し、国の児童虐待予防策、特に母子保健に関わ

る施策では、妊娠・出産する女性、更に乳幼児期に限定した支援が実施されているという矛

盾がある。上記の乳児揺さぶられ症候群で実父が「泣きやまないことにいらだったため」揺

さぶってしまったという父親のストレスや育児困難には目が向けられず、妊娠期から出産、

子育てまでの子どもを産んだ母親に焦点が置かれているのである。実際の児童虐待事件で

も、突然子育てに関わることになった義母、義父、交際相手、内縁の夫や妻が虐待の主体と

なっていることも少なくない。家族のあり方が多様となる中、より助けを必要とする人に支



 

援がなされず、規範的な母親として支援される人達の負担が増強しているとも考えられる。 

 

8. 「奇形児」の出生をめぐる対応 ―1920 年代後半から 1960 年代の助産婦・産科医の立場

に注目して 

 現在の日本では新生児医学が発展し、日本の新生児死亡率の低さは世界でもトップクラ

スである。生まれつきの障害である「先天異常」があっても高度な治療が提供され，かつて

なら助からなかった生命が救われるようになった。つまり現在の日本において，「先天異常」

は新生児医学によって「治療すべきもの」と見做されているといえるだろう。しかしそれは

普遍的な価値観だろうか。 実は「先天異常」も新生児医学も，日本において独立した概念

あるいは医学領域として確立したのは 1960 年代のことである。つまり，1960 年代以降は，

新生児の「先天異常」を「治療」するためのパラダイムが確立したといえるが，それ以前の

時代において障害を持つ子どもが娩出された場合の医療従事者の対応についてはこれまで

明らかにされてこなかった。そこで、本セクションでは、1920 年代後半から 1960 年代に

おける「奇形児」の出生について，産婆・助産婦（現在の助産師）や産科医がどのように対

応してきたのかを検討した。分析対象とする時代は、近代医学教育を受けた免状持ちの産婆

（戦後、助産婦に改称）が職能団体を組織し、機関誌を発行して自らの助産経験を語るなど、

職業上の地位を確立しつつあった 1920 年代後半を出発点とし、「先天異常」ないし「新生

児医学」概念が確立する 1960 年代までとする。 

 今回扱った助産婦向け雑誌を見る限り、1920 年代には「奇形児」への具体的な対応につ

いて記述されないこともあったが、特に戦後になると「兎唇」のように生存可能な事例がし

ばしば取り上げられ、彼女らは産科医だけでなく小児科医や整形外科医とも連携しつつ、対

処の方法を模索していたと考えられる。自宅出産を支える助産婦や「田舎の開業医」は，産

婦の心身の状態を考慮し、産婦には「奇形」の事実をできる限り伝えない（あるいは伝える

時期を遅らせる）ことや、隣近所の噂にならぬようにすることに心を砕いた。しかし場合に

よっては、「奇形」を隠すことで子どもの死が分娩介助者の落ち度と見做されることもあっ

た。  

これまでの出産史研究において、かつての自宅出産は、助産婦および親類や近隣の人々の

つながりのなかで行われるあたたかなイメージで描かれており、たとえ子どもが亡くなっ

ても助産婦が責められることはなかったとされるが、これらの先行研究において「奇形」の

子どもが生まれることはほとんど想定されていなかった。  

しかし、「奇形児」を産んだことがわかれば、隣近所は言わずもがな、婚家からも疎外さ

れる可能性がある。だからこそ、「奇形児」の出生は隠されたのである。それは単に「こっ

そり産む」だけでなく、「生まれなかったことにする」ケースをも含んでいた可能性がある。

助産婦らにとって最も重要だったのは、事後に禍根を残さないように物事を処理すること

だったといえるだろう。  

  一方、ここで取り上げた記事を執筆した産科医の多くは大学や大規模病院に所属してい



 

た。彼らは大抵，産婦にとって身近な存在ではなく、常に新しい事例を発表して業績を重ね

る必要のある立場であったと考えられる。当時において彼らが主たる治療対象としていた

のは妊産婦および婦人科患者であったことから、「奇形児」についてはただ「稀有」で「怪

奇」な症例を同業者の目に晒すしかなかった。その際，珍しい「奇形児」を完璧な標本とし

て残すことが母体の予後より優先されるパラドクスすら生じていた。  

このように、同じ時代に分娩介助にあたった医療従事者といっても、立場上期待される役

割や必要性によって、「奇形児」への対応は大きく異なっていたのである。そしてこの違い

は、「奇形児」を産む側の問題とも関わる。生活圏の内部においては，産婦の身元が明確に

わかるため，周囲に「奇形児」の出生を知らせるか否かは産婦の生きやすさ／生きづらさに

直結する問題であった。一方，医療雑誌上で「奇形児」の姿が晒されたとしても，産婦自身

の身元が明かされるわけではない。「奇形児」への対応が医療従事者の立場によって異なっ

ていても，出産した女性と当該児との関係性を秘匿するという点は共通していたといえる。 

1960 年代に入る頃には，新生児外科の登場によって「内臓奇形」の治療や早期発見が目指

されるようになる。さらに、サリドマイド禍や染色体異常の話題が新たに登場し、注目され

る症状もその原因も複雑な様相を呈するようになる。この時期に登場した「先天異常」は，

こうした複雑さを包含できる概念であった。そして，従来の診療科の枠組みを超えた「新生

児学」ないし「新生児研究のブーム」が到来する。  

そのような変化から置き去りにされたのは、重度の「外表奇形児」であった。あらゆる生

まれつきの障害を包摂する「先天異常」概念が登場しても、時の医療技術によって「正常」

とされる姿に近づけることができないものは、相変わらず隠蔽と曝露の対象であり続けた

のである。 

 

9.日本の母子政策の歴史 ―環境改善と遺伝的改善による「質の向上」に着目して― 

 本セクションでは、日本の母子政策を概観することで、日本ではどのように子どもに関す

る政策や母及び父に関する政策が立案され実施されてきたのかを検証した。さらに、どの時

期から母子保健において、母と子が一体と考えられるようになってきたのか、「環境改善」

と「遺伝的改善」の二つの視点を軸に歴史的に考察した。明治時代から母子保健法が成立し

た 1965 年までの母子政策の歴史に関する文献の検討を行なうことで、「質の向上」がどの

ように目指されてきたのかを明らかしようと試みた。 

 日本の母子政策は当初、民間中心の貧困対策、「環境の改善」が中心であった。だが、民

間中心の母子政策には限界があり、次第に政府主導の救済事業となった。政府の主導により

環境の改善が行なわれるようになるがその対象は「貧民」に対する取り締まりから、母親へ

の指導を中心とする母子保健対策へ変化していった。さらに、国力の増強という視点に基づ

いた施策が行われていくようになり、環境の改善のみならず、遺伝的改善が求められるよう

になる。特に第二次世界大戦を契機として、国民の質の向上が重要視されるようになった。

その視点は子どものみならず「子どもを産む/産んだ」女性にも向けられていく。この親へ



 

の視線は、遺伝素質の向上を目的として、健全な子どもを産める素質を持った者であるかど

うかの選別や生まれた子どもがより健全に成長するための家族政策への介入を想定したも

のであった。  

さらに、戦後の高度経済成長に伴い、高度な技能を持ち働ける人材が求められ「人口の質

の向上」が政策としてかかげられた。そのような人材を供給するためには乳幼児期に異常を

早期に発見・治療し、健全に成長することが求められるようになった。その結果、子どもに

対する対応が中心であった児童福祉法から、親、特に子どもを産み、育てる過程で中心的な

役割を担う母親へ焦点をあてた政策が必要となり、母子保健法が成立したのである。ここで

留意すべきこととして、「遺伝的改善」の場合、その対象は子どもの母親はもちろん、父親

も同様であるということである。しかし、これまでの歴史的議論のなかで、この父親の「遺

伝的改善」については明確に語られてきていない。さらに、「環境改善」も含め子どもを産

む女性が戦後より「強く」母子保健の中心に据えられ、責任の主体となっていくのである。 

 執筆期間の都合上、「報告書」には反映されていなかったが、特に母子の一体化につて考

察する上で重要な比較対象となる沖縄の状況について調査し、日本保健医療社会学会のラ

ウンドテーブルディスカッションにおいて、その結果も含め報告した。本土では、1965 年

母子保健法の公布・制定によって、母子を一体に考える政策が実施されていた一方、沖縄は

戦後、米国の支配下のもと、本土の母子保健政策とは異なる状況が成立しており、母と子を

別のものとして考える方向性が目指されていた。現地調査を行った嘉手納町は生活保護率、

母子・父子・寡婦の家庭も沖縄県下で、多い状況であった。また、町内の基地率は８０％以

上を占める。基地の存在は騒音等の問題も持ちつつ、町内の財政は豊かな面を持ち、母子保

健や教育にゆとりを持つ面があることなどが明らかになった。 

 

10. 総括 

問われるのは、効率性を考慮してプロジェクトメンバーの関心に沿って各々のトピック

を選定したといえども、それらを繋げることでなにが見えるのかということである。最初に

図式を描いて調査を進めるという戦略は、個々の事象を全体に位置づけ、「きれいな」「まと

まった」知見を提示することができるという利点はあるのだが、他方で、その図式に囚われ、

図式に収まらない事象をとらえきれない、あるいは、図式自体が不適切だという結果に終わ

ってしまう可能性もある。つまり調査研究は「やってみないとわからない」面があり、図式

を描かずに各々のトピックを検討してきた。むろん、それ故にこそ、我々の問題関心からす

れば現段階は研究の途上であるとしても、この戦略がどの程度有効に機能し得たのか評価

するためにも、個々のトピックを整理し、総括する必要がある。そこで以下では、各々のト

ピックを繋げることでみえてくる論点をいくつか提示する。これらの論点は、今後、よりよ

い母子保健政策、実践のあり方を考えるための補助線となり得える。その意味で、社会の新

たな価値を生成するための素地を提供しているといえる。 

 



 

(1)母子の一体化 

「日本の母子政策の歴史」や、「新聞における児童虐待記事と事件報道の推移」において

改めて確認されたのであるが、「『奇形児』の出生をめぐる対応」で示されたように、「奇形

児」の出生に際しては、当該新生児を母から隠し、母と子の切り離しが是とされる場面、時

代があり得たことが示された。つまり、小児の健康管理の責任が母のみに帰責されている点

はたしかに批判的に捉え直す必要があるのだが、単純にそうともいえない場面も存在して

きたのである。とはいえ、母子の一体化については、生殖と養育の一体化という観点からも

批判的に検討する必要があり、不妊対策の文脈や虐待予防の文脈で養子縁組が語られるこ

とはほとんどない。 

(2)生殖の計画性 

「母子保健政策における不妊対策と「適正」な妊娠・出産年齢をめぐる近現代史」、「新聞

における児童虐待記事と事件報道の推移」と「1950-60 年代の岩手県における乳児死亡率低

減と人工妊娠中絶」で示されるように、子どもの数、出産の時期などが母子保健を媒介に規

定されるとともに、それに基づく計画の策定が求められてきた。しかし、【個々人の望む計

画】と【国家の規定する計画】との齟齬が生じることもあるし、そもそも生殖、あるいは養

育という幾重にもわたる不確実性が内包されるものをめぐって「計画」を立てさせることの

是非を問う必要がある。 

(3)負担と（母子）保健体制の充実の引き換え 

 「1960-1970 年代の青森県下北半島における母子保健の展開と地域社会」と「日本の母子

政策の歴史」から示唆されるように、原発や米軍基地といった負担を受け入れることで、そ

の地域の財政が潤い、結果、母子保健を含む保健・医療体制が充実していった。しかし、負

担と保健・医療サービスはバーター関係にあってよいものではないだろうし、バーター関係

にあることにより、負担を伴う開発の波に乗れなかったへき地の保健・医療サービスの充実

が阻まれるという問題も生じる。 

(4)矯正と排除のせめぎ合い 

 「母子保健政策における不妊対策と「適正」な妊娠・出産年齢をめぐる近現代史」や、「『奇

形児』の出生をめぐる対応」から示唆されることであるが、母子保健政策、実践の場におい

て、逸脱が設定され、矯正が試みられるが、それが不能となれば排除に向かう。たとえば、

合指症は矯正できるようになってきた一方で、矯正が不可能なダウン症は出生前診断のタ

ーゲットにされる。不妊についても、妊娠の見込みのある年齢については、補助金を出し、

そうでない年齢については補助しない。こういった矯正と排除のせめぎ合いは、視点を変え

てみると、生存可能性とは別の次元で逸脱を設定していることも見えてくる。たとえば指が

くっついている状態であったり、子どもができない状態をありのままに包摂する、という視

点があまり見えてこない。 

(5)逸脱者とみなされた存在の包摂のあり方  

「保育所・児童養護施設における外国人児童家庭の支援に関する調査研究から母子保健施



 

策の整理へ」と「母子保健政策における不妊対策と「適正」な妊娠・出産年齢をめぐる近現

代史」から示唆されることであるが、逸脱者とみなされた存在をどう包摂するのか、あるい

はしないのか、ということが問われている。つまり、オーバーステイの外国人の妊産婦であ

ったり、自治体によっては、暴力団関係者の不妊治療助成へのアクセスが制限されているこ

とが示すように、逸脱者として設定されたからといって保健・医療サービスの適用が部分的

にであれ排除されてよいのかという問題があぶり出されたといえる。 

(6)妊娠・出産・養育文化の相違 

「夫の出産への立ち会いからみる出産介助の現代史」や「保育所・児童養護施設における

外国人児童家庭の支援に関する調査研究から母子保健施策の整理へ」から示唆されること

であるが、母子保健政策・実践はある特定の妊娠・出産・養育をめぐる文化を前提にして実

施されている可能性がある。夫の出産への立ち会いがホワイトカラー層に選好されてきた

可能性が示されこともそうだが、このことがより問題になるのが外国人への母子保健サー

ビスの提供のあり方であり、支援者が自国の文化、家族、ジェンダー規範に基づいた支援を

行っている可能性があり、母子保健が日本文化への同化装置の一つとして機能している面

もある。 

 

Ⅱ. アウトプットに関する成果 

学会報告 

由井秀樹「『健やか親子 21』以降の母子保健政策における不妊対策の展開」，査読有り，第

27 回日本家族社会学会大会（2017 年 9 月） 

 

木村尚子「戦後の「赤ちゃんコンクール」と母子保健における「標準化像」の形成」，査読

有り，ジェンダー史学会第 14 回年次大会（2017 年 12 月） 

 

伏見裕子「障害の早期発見・早期対応をめぐる歴史―「大津方式」における自閉症児の母親

への対応に着目して―」日本女性学研究会近代女性史分科会（2017 年 11 月）. 

 

伏見裕子「発達障害の「早期発見」をめぐる歴史―「大津方式」における自閉症児の発見と

母親の役割―」日本女性学研究会近代女性史分科会（2018 年 2 月） 

 

松島京「外国人の子ども家庭支援と日本の母子保健施策をめぐって」日本保健医療社会学会

第 44 回大会（2018 年 5 月） 

 

伏見裕子「「奇形児」の出産をめぐる対応について：1950 年代を中心に」日本女性学研究会

近代女性史分科会  （2018 年 7 月） 



 

 

由井秀樹「『科学的知識』としての『適正な』生殖年齢の啓発をめぐる近現代史」第 22 回科

学史西日本研究大会（2018 年 12 月） 

 

笹谷絵里「日本の母子政策の歴史―環境改善と遺伝的改善による「質の向上」に着目して 

」第 22 回科学史西日本研究大会（2018 年 12 月） 

 

Hideki Yui, "The measures to raise fertility rates and maternal and child health policy in Japan: 

“Appropriate” age for reproduction" Population and Reproduction in Japan: From the 

Perspective of Global History Workshop (August 2018) 

 

伏見裕子「障害児の出生と女性」世界人権問題研究センタープロジェクト 4 共同研究

会  （2019 年 3 月） 

 

由井秀樹「夫の出産への立ち会いからみる出産介助の現代史」医学史研究会例会（2019 年

4 月） 

 

由井秀樹・伏見裕子・松島京・木村尚子・笹谷絵里「母子保健の近現代――母子保健は何を

前提にし、いかなる規範を生成してきたか」（ラウンドテーブルディスカッション）日本保

険医療社会学会第 45 回大会（2019 年 5 月） 

 

市民講座 

第 1 回 

 テーマ：不妊と社会的養護 

 話題提供者：由井秀樹、安藤藍（ゲスト・首都大学東京助教） 

 日時・場所：2017 年 10 月 15 日 京都市生涯学習センター山科 

 

第 2 回 

 テーマ：社会的養護における外国人への支援 

 話題提供者：松島京・荒岡孝子（ゲスト・立川児童相談所 児童福祉担当課長代理） 

 日時・場所：2018 年 3 月 10 日 日本女子大学目白キャンパス 百年館低層棟 206 教室 

 ＊「養子と里親を考える会」との共催。当日の逐語録、資料は同会の『新しい家族』第 62

号に掲載。 

 

第 3 回 

 テーマ：障害と出産・出生 



 

 話題提供者：伏見裕子・利光惠子（ゲスト・立命館大学客員研究員） 

 日時・場所 2018 年 10 月 28 日 NPO 法人 SEAN 生きがい工房 

 

第 4 回 

 テーマ：へき地のお産 

 話題提供者：木村尚子・青野昌代（ゲスト・青森県東通村いきいき健康推進課保健師長） 

 日時・場所 2019 年 2 月 10 日 NPO 法人 SEAN 生きがい工房 

 

論文等 

伏見裕子「『奇形児』の出生をめぐる対応――1920 年代後半から 1960 年代の助産婦・産科

医の立場に注目して」『大阪府立大学工業高等専門学校研究紀要』第 52 巻（2018 年） 

 

笹谷絵里「日本の母子保健政策の歴史――環境改善と遺伝的改善による「質の向上」に着目

して」『徳島科学史雑誌』第 37 号（2018 年） 

 

伏見裕子「障害児の出生に人々はどう向き合ってきたのか」GLOBE   96 （ 2019 年）  

 

由井秀樹「母子保健政策における不妊対策と家族形成をめぐる現代史」『福祉社会研究』第

19 号（2019 年） 

 

由井秀樹「現代社会における妊娠・出産の意味」『世界の児童と母性』第 85 号（2019 年） 

 

木村尚子「1950-60 年代の岩手県における乳児死亡率低減と人工妊娠中絶」『広島修大論集 

』第 65 巻第 1 号（2019 年） 

 

報告書 

母子保健史プロジェクト編集・刊行『トヨタ財団研究助成「母子保健の『標準化像』の形成

過程に関する歴史的研究」報告書 母子保健史の間隙――母子保健は人々に何をもたらして

きたか』2019 年 


