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１．はじめに

　（1）課題の所在

　近年，妊婦支援というキーワードは，看護学，助産

学，母子衛生学といったジャンルにおいて，注目され

るべきものとなってきている①。このような妊娠支援

への着目は，妊娠期の母親のストレスや不安が，その

まま出産の育児や子どもの発達そのものに大きな影響

を与えることが，科学的に検証を経た上で把握されて

きたことに起因している。2000年代に入ってからの

そのような方向性の研究は，ストレスや不安を抱える

妊婦に対する，学術面からの支援を大いに拡大するも

のであっただろう1。

　行政の施策としても，2001年からスタートした「健

やか親子21」は，母子の健康水準を向上させる様々

な取り組みを国民全体で推進する国民運動計画であ

り，日本の妊婦支援を考える上でも特筆すべきもので

ある。厚生労働省2（2019）の「健やか親子21（第 2

次）」の中間評価に関する検討報告会によると，それ

以前の調査と比べて，全指標のうち65.4％に改善が

みられたが，妊産婦のメンタルヘルスケアや児童虐待

による死亡数などは改善していなかった。児童虐待に

おける母親の問題には「うつ状態」が明らかにされてお

り3,4，母親のメンタルヘルスの重要性が窺い知れる。

また，心中以外の虐待で子どもの死亡年齢は 0 歳児が

全体の40.7％で最多であり，特に 0 ヵ月（全て日齢

0 日）が31.8％ 5と最も多いため，妊娠期のメンタル

ヘルスが大きく影響していることが推察される。

　2015年度に開始された健やか親子21（第 2 次）6の

課題に「妊娠中の保健指導（母親学級や両親学級を含

む）において，産後のメンタルヘルスについて，妊婦

とその家族に伝える機会を設けている市区町村の割合

を10年後に100％にする」という目標があり，周産期

うつ病を予防することの重要性は広まりつつある。 

　現在の日本では，この予防は，保健所などが主導し

て，保健指導という枠組みで行われている。確かに，

近年の妊娠期，出産および育児が大きな社会的な課題
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となるにしたがって，保健指導はより充実したものと

なってきている。また，近年，産婦人科における精神

医療との接続も研究されるようになっており，妊娠期

からの母親への心のケアへのまなざしも充実されてき

ているといえよう。

　しかしながら，本研究では，治療としての産婦人科

と精神科の接続や保健指導による周産期うつ病予防と

いう保健医療的な枠組みとは異なり，妊婦への学術的

知見を通した働きかけを社会教育の枠組みでも構想

していきたいと考えている。本研究を主導する正保

は，これまで初等・中等教育における家庭科教育の領

域で，教育内容としての妊娠・出産・育児を充実させ

ようとしてきた。この学校教育での試みを，社会教育

の枠組みで妊婦を対象にして行うことを構想して，こ

こでは私たちの妊婦への働きかけを教育と称する。加

えて，それを予防教育と呼ぶのは，疾病とカテゴライ

ズされる周産期うつ病予防のほかに，不安を抱える妊

婦に対して，講義やグループワークなどの実習を中心

とした学術的知見に基づく実践によって，それぞれの

抱える不安を少しでも安心に変えていくための目標の

達成＝予防教育が可能であると考えるからである。妊

婦にとっての不安とは，誰もが経験する漠然とした出

産・育児への不安から，被虐待を経験した妊婦たちが

自分も同じように虐待を行うのではないかという不安

まで，幅広いレンジをもったものである。すでに，そ

れぞれの不安に対して，保健指導や産科医が解消に向

けての方策をもっている。ただし，それらがまさに「痒

い所に手が届く」ような方策であるかは，それぞれの

妊婦にとって意見の分かれるところであろうし，本研

究もそれぞれ区分される不安の種類ごとに対処法を用

意するような性質のものではない。にもかかわらず，

本研究は広い意味での妊婦の不安に対して，アプロー

チをするものである。臨床心理学や身体論などの知見

を通して，自分でその不安のいわば「もやもや」に少

しでも目を向けて，いくぶんか自分でその不安を緩和

する方法を，予防教育と称して伝えていくことを，以

下に記述する各種のプログラムによって行っている。

　すでに見てきたような学術面および行政の施策面で

の妊婦支援の機運の高まりの中で，本研究グループ

は，妊婦が抱える諸問題を予防する教育を構想してい

る。特に不安を抱える妊婦を地域行政と連携しなが

ら，家族生活教育学・臨床心理学・身体論をベースに

した哲学などを学際的に研究している福山市立大学の

教員グループならではの妊娠期の母親支援を組織的に

構想・構築することが本研究の課題である。本研究グ

ループでは，2021年 9 月段階まで，福山市内の妊娠

生活・出産・子育てに不安を抱える母親を対象に公開

の講座を行い，講座の前後でプログラムの効果測定す

ることを予定していた。ただし，新型コロナウイルス

感染症の流行拡大のため，対面での講座をオンライン

での動画配信に切り替えたという経緯がある。今後，

時期を見て，そのような公開講座・プログラムの効果

測定を実施していく予定であるが，本論文はこのよう

な実践的な研究の中間報告となるものである。

　なお，本研究は，福山市立大学研究倫理審査委員会

の審査（承認番号：2021004）を経ている。

　また，本稿の分担は以下の通りである。１，２，４

は主に正保，３の各ワークは正保，山内，弘田が執筆

した。１，２，４の助言および，この研究実施の企画

には山口が関わった。ただし，全編にわたって共同で

執筆した。

（２）フィンランドのネウボラの在り方

　さて，本稿の具体的な課題に入るにあたって，福山

市の子育て支援の経緯を辿っておこう。日本の厚生労

働省が上昇し続ける児童虐待の相談対応件数7を前に

して，新しい政策として構想した妊娠中からの子育て

支援の模範としたのがフィンランドのネウボラであっ

た。著者の一人である正保は，10年前，フィンラン

ドを訪れ，ネウボラ職員へのヒアリング調査を行って

おり8，さらに2017年に本研究グループの前身でも再

度ヒアリング調査を行ったので，その結果を踏まえ

フィンランドのネウボラの概要と歴史等を押さえてお

きたい。

　ネウボラとは，フィンランドで1920年代に始まっ

た子育て支援拠点で，フィンランド語で「助言の場」

という意味である。ネウボラの特徴は，妊娠指導から

出産，子育て支援などを含めた家族支援であり，支援

内容は妊娠時から基礎学校就学前の子どもの健診，予

防接種，子育てに関する相談や他機関との連携などが

一か所でできるワンストップサービスである。また，

すべての家族支援の拠点地でもあり，母親のお腹の中

に誕生したときから就学するまでのあいだ，ここで定

期的に子どもの成長を観察し，医師による定期健診も
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予防接種も歯科検診も，育児の悩み相談も一人につき

約40分の予約時間を使って無料で行われている9。

　ネウボラの歴史をたどれば，1920年に小児科医師

により自宅出産の衛生知識や保健福祉制度の周知のた

め，訪問看護に近い形で始まった。1922年に幼児保

健所が設立され，1926年に妊婦保健所ができた。そ

して第二次世界大戦中の1944年にすべての自治体が

妊婦と乳幼児を統合したネウボラを設置している。そ

の後，1960年には人口比に対する医師数がヨーロッ

パで 3 番目に低かったことをネウボラにより克服し，

乳幼児死亡率が 2 ％までに下がった。つまり，フィン

ランドにおけるネウボラは，先進的な政策を打ってき

たというよりは，国の切迫した課題をいかに克服する

かという問題意識に対応してそれぞれの時代に政策

を打ってきた結果として100年間をかけて形作られて

いったことがうかがえ，筆者を含めた2017年度ヒア

リング調査ではさらに集約化に向けて変化していって

いることが分かった。

（3）日本，福山市の対応

　わが国においても課題を克服すべく，妊娠から出

産，産後まで切れ目なくワンストップで総合的な相談

支援を行うため，2015年より「子育て世代包括支援

センター」（日本版ネウボラ：以下，「支援センター」

と称す）の全国展開が始まった。福山市においても，

2017年 4 月よりネウボラ推進課が設置され，本学も

協力しながらネウボラ相談員の養成が始まり，同年 6

月に，福山ネウボラ（通称「あのね 」）が12か所設

置され，現在は13か所で相談を受け付けている。

　福山市も含め，全国自治体の担当課職員はフィンラ

ンドへ赴き，ネウボラの在り方を視察して生かしてき

た。また，全国各自治体の「支援センター」の作り方

が，主に保健師を中心とした保健衛生部門に保健師を

中心に設置あるいはその部署に社会福祉士が入って設

置という方法がとられてきたが，福山市の場合は，新

たに保健師と保育士（看護師）がスクラムを組んで対

応できる部署「ネウボラ推進課」（後にはネウボラ推

進部ネウボラ推進課）を設けてゼロから進めていこう

としたところが画期的であった。

（4）大学との連携

　福山市に「支援センター」を設置する計画段階から，

福山市立大学はそのネウボラ相談員の研修を続けてき

ており，設置時から継続的に本学重点研究として認め

られ市のネウボラ関係部長・課長を共同研究者として

連携して研究を行ってきた。本研究では，行政による

子育て支援を大学が研究と研修によって支えるのみで

はなく，改めて，本学が主体となって「安心・安全な

生活を送るため」の知識や実践の講座を提供し，その

効果測定を行う実践と理論の枠組みを設定して取り組

んでいるものである。

　これらの共同研究は，研究者側が別々の専門を持つ

という「学際的」研究であることに加え，行政側の研

究メンバーが政策を考えつつ研究に加わり，さらに実

践を行うネウボラ相談員の研修をも担うという二重に

も三重にも複雑な往還の中で行われてきたため，研究

枠組みも書き換えながらの進め方をしてきた。実際の

妊婦や子どもたち，とりわけ不安を抱える親をどのよ

うに癒しながら虐待などの問題を予防し，問題の連鎖

の断絶をも目指して，妊婦からの教育を行っていくの

か，方法論についても併せて検討を重ねている。

2.　本研究の目的

　以上に述べてきた背景を踏まえ，本研究では，妊娠

や子育てに不安を抱える親を対象に，安心して妊娠や

子育てに向き合うことを支援するためのプログラム開

発を目ざした。計画当初は，2021年 9 月以降，対面

によるワークショップを開催する予定であったが，新

型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う断続的な緊

急事態宣言の発出という状況の中，対面式でのワーク

ショップを実施することが困難となった。そのため，

企画していたワークショップの一部を映像化するとと

もに，妊娠期や産後の親の心の安定に役立つと思われ

る情報を掲載したホームページ（図１）を作成・周知

し，支援ニーズを持つ親をインターネットを通じて支

援することを本研究の目的とした②。このホームペー

ジは，2021年10月に開設したものであり，どのよう

な反響があるかは把握できない。今後は，このホーム

ページによる子育て支援がどのようなメリットを，地

域の妊婦および子育て中の保護者にもたらすのかを注

視していきたい。
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3. 作成したホームページの構成

　（1）ワークショップ動画の配信

　内容については，我々研究チームメンバーの専門を

活かしながら内容を吟味した。各動画内容の概要は以

下のとおりである。

①安心・安全な日常生活（正保作成動画）

　安心・安全な日常生活は，コロナ禍以前と現在にお

いてその重要性の意味が違ったものになっていると思

われる。妊婦でなくとも「普通の生活」を送ることの

ありがたさを実感するなかで，心身の健康とは何かに

気づくこの 2 年であったが，そのための簡単なワーク

を紹介する。ここ数年の間に日本でも広がりを見せて

いるポリヴェーガル理論を援用しながら，例えば「昼

寝をする」や「布団を干す」など「優しく簡単なワー

ク」がいかに心身を癒していくのかを説明する。そし

て実際に目の前でできるワークを一緒に行う。

　ポリヴェーガル理論は，「社会的交流によって生物

行動学的な調整力を回復するための治療的な戦略」で

あり，「安全である」と感じることも含めた，心理的

な体験を，ワークを行うことで治療を求めるものであ

る。ここで，このポリヴェーガル理論に基づいて安心

とは何かについて検討をしておきたい10, 11。一般的

に安心とは，気にかかることがなく心が落ち着いてい

る状態ということになるだろう（図 2 ）。ここで依拠

しているポリヴェーガル理論から鑑みた場合，「安心」

とは「個人の主観に基づく，人との関係性や環境への

信頼感覚」12である。つまり，客観的な条件が存在す

る安全とは異なる主観による「感覚」として「安心」

であるというのがポリヴェーガル理論の核心である。

そして人がそのような「安心」を得るためには，実は

神経に「安心の土台」を育む必要がある13。特定の行

動や心理的感情として我々にとって知覚できるものと

して現れる身体と心は，自律神経の状態に大きく影響

を受けている。つまり，自律神経の状態が変化するこ

とによって，そのような行動と感情が外的要因によっ

て引き起こされる蓋然性と可能性が変化する。同じ出

来事であっても，それが身体や心の状態に与える影響

は違ってくるが，ポリヴェーガル理論によると身体や

心の基盤となっている自律神経の状態によるのである

14。このようにポリヴェーガル理論は，我々の行動と

他者との関わりに影響を与える仲介変数としての自律

神経の重要性を解き明かすものとして，近年様々な学

問分野から注目を集めるものとなってきている。

②イラっとした時の対処法（山内作成動画）

　2015年度に開始された健やか親子21（第 2 次）の

課題に「妊娠中の保健指導（母親学級や両親学級を含

む）において，産後のメンタルヘルスについて，妊婦

とその家族に伝える機会を設けている市区町村の割合

を10年後に100％にする」という目標があり，周産期

うつ病を予防することの重要性は広まりつつある。そ

れと併行して本講座は，日常でストレスが昂じた場

合にわき起こる感情－特に怒りに焦点を当てた。怒り

は基本的な情動の一つとして日常の中で誰もが経験す

る。妊娠に伴う様々な不快症状（マイナートラブル）

をみると，身体症状だけでなく抑うつやイライラ感も

含まれている15。マイナートラブル自体は妊娠経過の

障害にはならない16が，妊娠期の抑うつおよび不安は

産後うつ病のリスク要因の一部にもなりうることがあ

図１　本研究会ホームページのトップページ

図２　「安心・安全な日常生活」動画の一画面
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る17ため見逃せない。渡辺・小玉ら18によると，怒り

感情は一時的に生じただけでは心身の健康に対する影

響は少ないが，それが長時間持続することにより影響

が重大なものとなり身体的な疾患に繋がることもあ

る。今現在問題に直面していなくても，将来を見据え

た際，精神的健康度の高さや自己コントロールの高さ

は重要な要因となるため，妊婦に対して予防的に健康

教育を行うことは意義深い。従って，本講座では心の

健康に関する講義を中心とした動画を作成した（図

３）。

　妊娠は，それまでの生活や心身に変化があるため不

安を感じストレスフルでも自然なことだと受け取りが

ちだが，妊娠期のうつは産後うつと関連している19こ

とが明らかにされているため，全てを一過性のものと

捉えることはできない。これまでに 7 人に 1 人が妊娠

期から産後にうつ病を経験する20と言われてきたが，

コロナ禍で里帰りできず，心身を保護される機会に恵

まれない妊産婦はリスクが高まる恐れがある。また，

母親が産後うつの子どもは情緒や行動，認知の発達に

おいて課題をもつ21ことも明らかにされており，子ど

もへの影響は計り知れない。これらのことから，今後

も行政との体制強化を図り，福山市における妊産婦や

パートナーが安心・安全に出産や子育てできる支援を

一層充実できるよう努めたい。

③心が落ち着く背守り刺繍（正保作成動画）

　学校教育の家庭科で被服にかかわる教材を学ぶ際に

は，「誰かのために」「必要に応じて」といった目的

があまり意識されないまま方法を学び実践を行ってい

くことが多かったかもしれないが，かつての裁縫科の

成り立ちは，家庭の中の衣服をほとんど家庭の中で縫

い，繕っていたころのニーズに起因していた。現代で

は必要に迫られての学習ではなくなっているが，自分

で生活のために必要なモノづくりを行うことで完成の

喜びや自分で制作したものを使う喜びは多くの児童生

徒が味わっているところである。 

　しかしながら，現在のようなコロナ禍での不安の中

で，かつて「縫うこと」が人々を不安から救ってきた

事実に改めて注目してみたい。 

　おそらく江戸時代の中でも疫病や地震などで社会が

混乱し不安に襲われながらも何ら具体的な対処もしよ

うがなかった頃に，子どもの命を何かに奪われないよ

う子どもを守るために，「魔物の襲われないためのお

守り」として，背中に「目（針の目）」を縫い付けて

子どもを守ることを考えたのがその始まりである。大

人の着物には背の真ん中に「縫い目」があるが，子ど

もの着物はないため，襲い掛かられるのであると。「魔

物は背中から忍び寄る。あるいは，魂は背中から抜け

やすい。人々はそんなふうに考えた。そして着物には

背に一本の縫い目があり，その背中の「目」が魔物を

にらんで退散させる。そう，目には力がある。ところ

が，幼いこどもの小さな着物には，背中に縫い目がな

い！そこで，魔物を睨む目として縫い付けられたのが

「背守り」だった22」。 

　「縫い目に魔物を睨む力をみた祖先たちの気持ちに

寄り添いながら，今では意味が忘れられた風習や行

事，模様を読み解いてみると，そこには彼らがどんな

ものに『力』があると考えていたのか，人生の生老病

死とどう付き合ってきたのかが見えてくる。それらを

古い迷信と片づけてしまうのは簡単だが，その中には

深い自然の観察と，命に対する洞察力が含まれている

のではないか。人間のなかの『生命力』を沸き立たせ

る力。それがどこからやってくるのか。私たちは未だ，

それを解明したわけではなかったのだ23」。

　今現在，これらのことを科学や医学が発達していな

かった時代の産物であると笑えない時代を過ごしてい

る我々にとって，疫病や事故などから子どもを守りた

いという「祈り」をどういう形で子どもに伝えること

ができるのか。それをひとつの形にするのが「背守り

刺繍」である。

　一般の生活者でも不安にさいなまれる中で，このよ

うな時代に妊娠・出産・育児を経験することになった

妊婦たちには想像以上の不安やストレスにさいなまれ

ていることと思われる。科学が万能でないからと言っ

て，「迷信」に迷い込む必要は毛頭ないが，生まれて

図３　「イラっとした時の対処法」動画の一画面
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くる子どものために，さまざまなひと針ひと針に心を

込めて縫っていく中で，不思議と心が落ち着いてくる

ことを実感するとともに，それが子どものための祈り

の作業にもなっていることは，安心のタネにもなって

いくことと思われる。簡単な刺繍であったとしても自

分の作品が完成した時の喜びは何物にも代えがたく，

また生まれてくる子どもが自分の縫った「背守り刺

繍」で守られるという感覚が脱ぎ着させる毎日の喜び

にもつながるものと思われる（図４）。

④体が落ち着くボディワーク（弘田作成動画）

　弘田は，妊婦の方の感情や気分を整える簡単な対処

法を，各種ボディワークの方法に基づき，伝えること

を主眼として，ワークショップを組み立てようとして

いた。ボディワークといっても，妊婦の方の身体に大

きな負担がないようなものを選ぶ必要があり，ここで

は呼吸を題材にして，自分の身体と対話するような時

間をもってもらう，そしてその時間から様々な不安な

どから少しは離れることができるような落ち着きを経

験してもらうことを狙いとした。

　近年は，マインドフルネスと呼ばれる，瞑想やヨガ

の手法を用いた，身心の気づきを重要視するような領

域が一般にも浸透し，学術的にも効果の検証が多く行

われてきている。ここでは，マインドフルネスといっ

た言葉や，またボディワークの流派の名称などは出さ

ずに，どこでも簡単に行ってもらえるエクササイズと

して，呼吸を中心にしたいくつかのワークを組み立て

た。なお弘田は，これまで日本の国内外において社会

教育の場や教育学・アート・ケア関係の学会などで，

ボディワークを参加者と共有してもらう企画を実施，

担当している24 25。妊娠中および出産後の母親を対象

にしたワークも継続的に行っていた経験から，今回の

動画を作成している。なお，撮影時には，新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を妨げる最大限の処置をとって

行い，マスクを外す際はお互いに正対せず，声も出さ

ない形で行っている。いくつかのシーンを実際に配信

している動画の展開を紹介していきたい。

　動画全編を通して，福山市立大学の学生がモデルと

なり，実際にワークを体験する形で撮影している。実

際に呼吸している動画を見ながら，妊婦に一緒にリ

ラックスした状態で呼吸してもらうことを眼目として

いる。冒頭のシーンでは，ここでの望ましいリラック

スするための呼吸を「吸い３・吐き７」くらいの割合

で行うように指定している。これは，民間療法などの

呼吸法や，今日のマインドフルネスでも推奨されるも

のであり，吐く息をできるだけゆっくりすることが心

身のリラックスにつながるとされている26 27。また息

が吐きにくい，続かない感じがある場合は，胸に軽く

手をあてて，呼吸が楽になるポイントを探ることを推

奨している。息を吐く際のコツとして，くしで髪を梳

かす感じでいうアドバイスも入れている。これは実際

には上から下に髪を櫛で解かされると自然と下に手が

降ろされるタイミングで呼吸は吐きに転じる。何度も

ゆっくりと髪を下に解いていく感覚をもつことで，呼

吸が自然と長くなっていく。 

　続いて，軽く耳たぶをつまむことによって，生まれ

てくるような落ち着きの感覚を味わってもらう試みを

紹介している。乳児のほおのような柔らかさを，成人

でも耳たぶに見出すことができる。どれほど力を入れ

ても耳たぶは痛みを感じることはないが，適度な力で

自分でつまむことによって，ある種の自分の身体経験

に没入できるような経験をもつことができる。耳たぶ

つまみについては，近年，耳のマッサージという健康

法の形で紹介されることが多い。ここでは何か健康向

上に寄与するというよりは，柔らかな耳たぶに触れる

身体経験を感じ取ってもらい，さらにその経験の中で

呼吸が深まっていくことを感じてもらう内容となって

いる。その後は，おなかをさすることで呼吸を長くし

ていく方法，また手のひらの真ん中の部位を軽く押さ

える方法によって，身体感覚が変化することを伝えて

いる（図５）。

　最後に，少し継続的に行うワークとして，ふともも

の裏のばしを紹介している。直立した状態から両方の

股関節を少し後ろにスライドさせ，膝を軽く曲げる。

図４　「心が落ち着く背守り刺繍」動画の一画面
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その状態から，大腿部の裏側の筋肉（大腿二頭筋，半

腱様筋，半膜様筋）をゆっくり伸ばすように，直立状

態に戻していく。この大腿部の筋肉が伸びる感じと呼

吸の吐きを連動させることで，呼吸の深まりを実感し

てもらうことを目的としている。生活様式の近代化に

よって運動不足が常態化して，腹，尻や大腿部の筋肉

などの未発達が若者に多く，それによって出産時およ

び出産後のプロセスがスムーズに進まないと言われる

ようになって久しい28。妊娠時にも，禁忌のない妊婦

における適度な有酸素運動は日本産科婦人科学会のガ

イドラインでも推奨されていて，また下肢の関節の運

動は下半身からの静脈血還流の増進など様々な効果を

もたらすという29。このような見解を踏まえて，習慣

的に行うことが可能な運動としても，このふとももの

裏のばしを推奨している。もちろん，過度な運動にな

らないように，自身で運動の軽重を調整するようにも

伝えている。

　上記のようなワークを紹介し，動画を見ながら一緒

に体験してもらうことによって，落ち着きを得るよう

なボディワークを習慣化してもらいたいという願い

が，研究グループにはある。もちろん，すべてのワー

クがすべての方に適うとは限らないが，10分間程度

の動画でいくつかのワークを紹介することによって，

どれか自身の身体感覚に適合するようなものが一つで

もあればという思いで，動画を作成した。また，この

ような動画を研究活動のプロモーションとして使用す

ることによって，次年度以降のワークショップにつな

げていきたいと考えている。

（2）情報提供

　妊娠中や産後の親，パートナー，家族を対象に，特

に精神的健康を維持する上で役立つリンク集を作成し

た。

　福山市の子育て支援行政関係のサイトや，オースト

ラリアで開発された６ヶ月未満の第一子を持つ両親に

対して子育ての実際を支援するプログラムを紹介する

サイトなど，妊婦および子育て中の保護者にとって，

有益なサイトのリンクをあげている。

４．今後に向けて

　本研究は，保育・介護をも含めて家族機能の外部化

が進む中，妊娠・出産・育児の部分へのサポートを社

会や国の制度をもとに自治体が体制づくりを急いでい

る現状を大学として何ができるのかを考える中で見出

した一つの方向性である。大学側は，大学の使命とし

ての研究・教育・社会貢献の 3 つの柱の一つである社

会貢献の形を模索する中で，例えば福山市立大学の場

合は研究教育交流センターが中心となって研究者一人

一人ができることを社会のニーズとマッチングしてい

くシステムを作ってきている。本研究は，また，大学

側の専門を異にするメンバーがチームを作ってともに

議論を重ねながら構えを作るという方法をとった。そ

の構えを本学の重点研究というシステムに適応する形

で福山市のネウボラ推進課（過去には健康推進課も併

せて）研究チームに入っていただきともに歩んできた

結果，行政の担当課と繋がりながら大学としても実践

を行いつつ全体像を踏まえた研究を進めていくという

方向性を見出すことができた。

　実際には，本学での実践が動画配信という方法に変

更になった。コロナ禍の中だからこそ動画という方策

を見いだせたという利点も今後検証したい。次年度以

降本来予定していた形で対面での講座を開き，参加者

同士の対話も含めて，虐待や抑うつを含む諸問題の予

防や問題の連鎖断絶を目的とし，ピアサポートの在り

方も念頭に置いた研究・実践を進めていきたいと考え

る。

謝辞

　本研究を進めるにあたり，ネウボラに関する重点研

究チームに参加してくださった福山市ネウボラ推進

課・健康推進課，福山市立図書館のみなさま，皆様の

ご協力でここまで進めることができました。感謝申し

上げます。

図５　体が落ち着くボディワーク」動画の一画面
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付記

　本研究は，福山市立大学2021年度重点研究の一環

として実施した。

①CiNiiでそのキーワードを検索すると，2004年の論文を嚆

矢として，2004～2010年6件，2011～2020年23件とこの10

年ほどで徐々に広まりつつある概念となってきていること

がわかる（2021年10月 5 日接続確認）。

②福山市立大学 妊娠期からの子育て支援研究会（2021）妊

娠期からの子育て支援HP https://sites.google.com/view/

fcuneuvola/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 （2021年10

月15日接続確認）

引用文献

1 Glover V., O’ Connor, T. G., 吉田敬子訳（2004）出産前

の母親のストレスや不安が子どもへ与える長期的影響．臨

床精神医学33(8), 983-994.

2 厚生労働省（2019）健やか親子21（第2次）の中間評価

等 に 関 す る 検 討 会 報 告 書．https://www.mhlw.go.jp/

content/11901000/000614300.pdf（2021年10月5日接続確

認）

3 周燕飛（2019）母親による児童虐待の発生要因に関する実

証分析．医療と社会, 119-134.

4 佐藤幸子，遠藤恵子，佐藤志保（2013）母親の虐待傾向に

与える母親の特性不安，うつ傾向，子どもへの愛着の影響

─ 母子健康手帳交付時から３歳児健康診査時までの検討 

─．日本看護研究学会雑誌 36(2), 13-21.

5 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関

する専門委員会（2020）子ども虐待による死亡事例等の検

証結果等について 第16次報告．

6 厚生労働省（2014）健やか親子21（第 2 次）について．

http://sukoyaka21.jp/about（2021年10月5日接続確認）

7 厚生労働省（2021）児童虐待相談対応件数．https:

   //www.mhlw.go.jp/content/000824359.pdf（2021年10月

18日接続確認）

8 正保正惠（2009）出産前からの継続的子育て支援―家庭科

におけるケアリング教育への接続を考える―．福山市立女

子短期大学紀要 35, 9-18.

9 藤井ニエメラみどり・高橋睦子（2007）安心・平等・社会

の育み フィンランドの子育てと保育．明石書店．

10 S. W. Porges., 花丘ちぐさ訳（2018）ポリヴェーガル理

論入門　心身に変革をおこす「安全」と「絆」．春秋社．

11 浅井咲子（2021）不安・イライラがスッと消える「安心

のタネ」の育て方　ポリヴェーガル理論の第一人者が教え

る47のコツ．大和出版．

12 前掲書．5．

13 前掲書．5-6.

14 S. W. Porges., 花丘ちぐさ訳（2018）ポリヴェーガル理

論入門　心身に変革をおこす「安全」と「絆」．春秋社．

19.

15 植松紗代，眞鍋えみ子．妊婦のマイナートラブル評価尺度

作成の試み：妊婦のセルフケア向上をめざした評価指標の

作成．母性衛生 54(1), 147-155.

16 大月恵理子（2012）妊娠期における看護．森恵美著 系統

看護学講座．母性看護学2, 医学書院, 143-145.

17 Beck,  C.  T.  (1996)  A meta-ana lys i s  o f  pred ic tors  o f 

postpartum depression. Nursing Research 45(5), 297-303.

18 渡辺俊太郎，小玉正博（2001）怒り感情の喚起・持続傾

向の測定－新しい怒り尺度の作成と信頼性・妥当性の検討

－．健康心理学研究 14(2), 32-39.

19 Dietz P. M., Williams X. B., Callagham W.M., et al（2007）

Clinical ly identi f ied maternal depression before, during, 

and  a f te r  pregnanc ies  end ing  in  l i ve  b i r ths .  Amer ican 

Journal Psychiatry 164, 1515-1520.

20 杉下佳史，上別府圭子（2013）妊娠うつと産後うつの関

連 エジンバラ産後うつ病自己評価票を用いた検討．母性衛

生 53(4), 444-450.

21 Murray,  L. ,  Cooper ,  P. ,  Fearon,  P.  (2014)  Parent ing 

d i f f i c u l t i e s  a n d  p o s t n a t a l  d e p r e s s i o n :  i m p l i c a t i o n s 

f o r  p r ima ry  hea l t h ca r e  a s s e s smen t  and  i n t e r ven t i on , 

Community Pract., 87(11), 34-38.

22 下中菜穂（2010）背守り練習帖．エクスプランテ．9.

23 前掲書.21.

24 弘田陽介, 石田泰史, 池田文一（2007）型・生活・文化 

: 身体のモノローグ/ダイアローグ．近代教育フォーラム 

16, 151-162.

2 5  H i r o t a , Y . ,  I s h i d a . Y . ,  S t a u d a c h e r , E . , （ 2 0 1 0 ） D i e 

verborgenen Kräfte des Körpers und ihre Überl ie ferung 

durch Kata. Ein internationaler Workshop zur japanischen 

Körperkultur, Paragrana 19(1), 281-303.

26 永田晟（2003）呼吸の奥義―なぜ「吐く息」が大切なのか．

講談社．

27 斎藤孝（2003）呼吸入門．角川書店．

28 三砂ちづる（2004）昔の女性はできていた―忘れられて



56 57

正保　正惠・弘田　陽介・山内　加奈子・山口 正寛福山市立大学教育学部研究紀要，vol.10, pp. 49-58, 2022

doi: http://doi.org/10.15096/fcu_education.10.06

いる女性の身体に“在る”力．宝島社．

29 日本産科婦人科学会（2020）産婦人科診療ガイドライン

―産科編．日本産

（2021年10月19日受稿，2021年11月24日受理）



58

Bulletin of the Faculty of Education, Fukuyama City University， vol. 10, pp. 49-58, 2022

doi: http://doi.org/10.15096/fcu_education.10.06

（1）Department of Childhood Education, Faculty of Education, Fukuyama City University
（2）Department of Educational Collaboration, Faculty of Education, Osaka Kyoiku University

    This research group produced programs and distributed videos on the Internet, showing various methods to support 

pregnant women to have safe pregnancies, give births, and then raise their children in stable psychological states. The 

purpose of our practical study  is  to provide an educational  tool  to prevent problems  in postpartum childcare and to 

convey the methods in safer and more accessible way to wider audience even in the period of spreading of COVID-19 

infection. The contents of the programs include the way to maintain a sense of safety and security in daily life, to manage 

stress during pregnancy, to form connections with children through embroidery, and exercise on breathing techniques. 

These programs were created in cooperation with the Fukuyama City Neuvora Promotion Division, as the Child-Rearing 

Generation Comprehensive Support Center, assuming the specific cases of pregnant women with some anxieties. We also 

prepare to hold face-to-face  lectures for mothers  in Fukuyama City who are worried about pregnancy, childbirth, and 

child-rearing, so that we can measure the effectiveness of the program before and after the lectures in the near future. 

This paper is an interim report of such a practical study.
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