
総合母子保健センター愛育クリニック院長
佐　藤　紀　子

（聞き手　山内俊一）

　保健センターで乳幼児健康診断を行っていますが、近年、他国籍出身の親の
子どもが多くなりました。身長、体重は、日本の母子手帳にある従来の成長曲
線に照らし合わせて問題あり、なしを判断していますが、両親が日本人の場合
と同様に判定して問題ないのでしょうか。できれば、米国あるいはヨーロッパ
で使用されているものと日本のものとどの程度の差があるのか、ないのか。見
解を含めて、ご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

他国籍乳幼児の健康診断

　山内　まず母子手帳ですが、私ども、
少し疎遠になっていますので、確認さ
せていただきたいのですが、母子手帳
の意義といったあたりはいかがでしょ
うか。
　佐藤　母子手帳は戦後、昭和23年
（1948年）ごろに、日本でつくられま
した。母子の健康を守るツールという
ことで、お母さんの妊娠中の状況がま
ず書いてある。そして生まれたときの
状況が書いてあって、生まれてから後
の成長、あるいは発達の様子がきちん
と記録に残ります。世界に先駆けてつ
くられた、素晴らしいツールです。今、
世界各国に広めようという動きになっ

ていて、実際に採用している国も、す
でに40カ国ぐらいあるといわれていま
す。
　山内　確かに非常にお母さんの参考
になるツールですし、世界的に広まっ
たらいいという印象もありますね。
　佐藤　いろいろな国でそういう子ど
もの健康記録があるのですが、お母さ
んの状態から子どもの成長まで一貫し
て記録しているのは母子健康手帳の一
番優れたところだといわれています。
　山内　ちなみに、何歳までの記録が
なされているのでしょうか。
　佐藤　今は６歳ということになって
います。ただ、母子手帳を今後改編し

ていく、改良していくという考え方が
あります。これは国の動きではないの
ですが、母子手帳を研究しているいろ
いろな団体があります。そういうとこ
ろでは20歳ぐらいまで記載されるよう
なものをつくって、その子どもが成人
したら、親御さんから子どもにバトン
タッチというか、記念に渡せるような
記録をつくるのがいいという話もあり
ます。
　山内　なかなか優れたところが多い
と思うのですが、一方で長年いろいろ
とやってこられて、反省点というか、
問題点もやはりあるのでしょうね。
　佐藤　母子手帳には日本人としての
標準的な発育・発達についてのいろい
ろな指標が書いてあるのですが、中に
は成長曲線や各月齢・年齢ごとの発達
の指標、例えばいつ笑ったかとか、い
つお座りできたかとか、いつ歩き始め
たとか、そういうことをチェックする
ような質問項目が入っています。ただ、
すべてのお子さんがそれをその時期に
できるとは限らないのです。
　山内　そうですよね。
　佐藤　８～９割の方ができるような
項目がそこに書いてあるのですが、逆
にいうと、残りの１割、もう少し少な
いかもしれないですが、そこに「イエ
ス」と記入できない方については、と
ても悲しい思いをされると言われてい
ます。
　山内　いわゆる標準ですから、それ

から少し遅れていると、お母さんにと
って随分プレッシャーになるかもしれ
ませんね。
　佐藤　体重についても、今は少し体
重が小さいところまで書いてあるので
すが、標準が3,000gで生まれると考え
ると、1,000gとか、もっと小さく生ま
れたお子さんは、成長曲線に書いても
下のほうにはみ出す、記入するところ
がない、そういうことも言われていま
す。
　山内　確かに未熟児で、1,000gとか、
非常に少ないところからスタートする
方は…。
　佐藤　今は、1,000gぐらいで生まれ
ても、９割以上の方が大きくなるとい
う時代です。ですから、そういう方の
ニーズも反映させないとまずいのでは
ないかとも言われています。
　山内　個人差をもう少し反映したほ
うがいいといったあたりでしょうね。
　佐藤　そうですね。
　山内　今回の話にも絡むのですが、
ほかの国のお子さん、例えば我々の典
型的なイメージとして、アメリカの白
人や黒人は非常に大きい方が多いから、
小さいころも大きくて、日本の母子手
帳からはみ出るのではないか、そうい
う印象があるのですが、いかがでしょ
うか。
　佐藤　実際、乳幼児期に関しては、
確かにご両親が大きい場合は大きいお
子さんが多いと思いますが、日本の成
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長曲線にプロットしていっても、そん
なに不自由は感じないといいますか、
あまり問題ないと思っています。もう
少し大きくなってからぐんぐん伸びて
いくこともあると思います。
　山内　むしろ乳幼児のころは世界的
に比較的大差がないと言ってよいので
しょうか。
　佐藤　おそらくそうだと思います。
2006年にWHOで世界の子どもの標準
体重という大きな試みを行いました。
もちろん世界中の子どもを測れるわけ
ではないので、世界のいろいろな文化
とか人種が違う６カ国を選び、そのお
子さんたち8,000人ぐらいで標準体重と
いう曲線をつくったのです。それと日
本の成長曲線と合わせてみても、それ
ほど大差がないのです。部分的にちょ
っと上下する部分はあるのですが、ほ
とんど差がないように見受けました。
ならしていけばそれほど気にならない
と思っています。
　山内　最近、国際化で日本にも国籍
の違う方が多くなりましたが、アメリ
カなどは昔から人種のるつぼですから、
もしあるとしたら、母子手帳は民族ご
とというのもあるのでしょうか。
　佐藤　アメリカは母子手帳がない国
です。ごく一部の地域では、かなり自
治が進んでいるので、場所によって対
応しているところもおそらくあると思
いますが、アメリカという国ではない
のです。それで成長曲線についても、

一部の方々は、白人、黒人、ヒスパニ
ック、それ以外というかたちで作成し
て使っていると聞いていますが、実際
に全米的に標準化されたものを使って
いるわけではないようです。
　山内　標準体重という概念は参考に
なるかどうかというところですが、低
体重、低身長といった方々は極端だと
問題になると思いますが、逆に高身長、
高体重、特に体重は最近、肥満児の問
題も出てきていますので、大きければ
いいというわけでもないですね。
　佐藤　そうですね。ごく小さい乳児
期に関しては、ごくまれに太っている
お子さんもいますが、６カ月ぐらいで
多少太めでも、その後、運動量が増え
てくると、わりと体形がスマートにな
っていく方が多いのです。６カ月ぐら
いからそろそろお座りが始まり、ハイ
ハイが始まり、つかまり立ち、よちよ
ち歩きなども始まって、１歳とか１歳
半ぐらいになるとすごく運動量も増え
ます。そのあたりになるとわりといい
スタイルにおさまってくることが多い
と思います。
　山内　ただ、逆に最近のお子さんで
すと、小さいころからスマホなどをや
っていると、あまり運動量が多くない
子も出てきているのでしょうね。
　佐藤　そうなのです。乳児期から１
歳、２歳ぐらいまではそういうかたち
の変化が期待できるのですが、２～３
歳を過ぎて、座り込んで遊ぶといいま

すか、それに集中して体を動かさない
ことを覚えたお子さんは、急に太って
しまうことがあるのです。できるだけ
早いうちから体を動かす楽しさを教え
て、あまりそういった方面に集中しな
いように仕向けていくのがいいかと思
っています。
　山内　大人ですとBMIに代表される
ような一種のプロポーションを見る指
標がありますが、母子手帳にはそうい
ったプロポーションに関して何か記載
はあるのでしょうか。
　佐藤　母子手帳そのものには書く欄
はないのですが、カウプ指数といって
同じように指標を計算して、体重、身
長の比を見るのはあります。
　山内　そういったものを参考にする
ということですね。
　佐藤　そうですね。
　山内　最後に、母子手帳は現在、他
言語でもつくられているのでしょうか。

　佐藤　今はいろいろなニーズがある
ので、９カ国まで準備されています注）。
これは国がつくっているものではない
のですが、母子衛生研究会という団体
で作成していて、各自治体に販売して
います。個人でも購入できると思いま
すが、地域によって、ポルトガル語の
お子さんが多いとかありますので、そ
この自治体がまとめて購入し、そうい
う方々がみえたときに配布するといっ
たかたちで使用されているようです。
　山内　ぜひ利用していただきたいと
思います。どうもありがとうございま
した。

注） 外国語／日本語併記の母子健康手帳
は現在、英語、中国語、ハングル、
タイ語、タガログ語、ポルトガル語、
インドネシア語、スペイン語、ベト
ナム語の９カ国語について作成され
ています。
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