


†
∴
㌧
 
∴
 
 

逼
√
．
 
 

野■ぢ・1             ニ・   

」
I
ト
 
．
、
 
 

嬢
∵
∵
 
 

豆
訂
 
㌔
藻
〃
．
‥
規
制
 
 
 

」上  
－  

l  

∴し．●  

・
 
 

・
 
J
 
 
 

、
 
 

‥
 
 

い
 
．
 
 
 
フ
㌣
葎
酔
．
1
 
 
 

・こハニィニー・メ r，さ、■，．   
∴、トエSl∴；メ  

声▼－－渾誓村里  

∫
．
′
 
 

′
 
 

轟
姐
 
∵
＼
ナ
▼
 
r
 
 

㌧
ゼ
 
 



はじめに   

多胎育児サポートネットワークでは、独立行政法人福祉医療機構助成（長寿・子育  

て・障害者基金）により、平成18年度から平成20年度までの3年間、「多胎育児支援地  

域ネットワーク構築事業」を行った。   

出生率は下がり続けているが、不妊治療の影響もあって近年の多胎児の増加は著しい  

ものがある。しかし多胎育児家庭への情報提供や育児支援が、それと同調して増加して  

いるわけでは決してない。ふたごやみつごを育てる母親の会などで育児の体験談や有識  

者のデータを分かち合うとき、「そういう話をもっと早く知っていれば」という声が、  

十数年前と同様に聞かれる。   

この3年間この助成事業の推進委員は、マクロの視点として「我が国の多胎育児支援  

の方向性」を、そしてミクロの視点として「身近な地域で多胎児を育てる家族のニーズ  

に応える支援の方法」を模索した。推進委員会では活動に対する議論やデータの検討を  

重ね、多胎育児家庭のニーズに対して学術的な視点を交え、より具体的な支援の方向性  

を見いだすよう努力を重ねた。それが「地域多胎ネット」であり「多胎育児経験者によ  

るピアサポート活動」である。本報告苦は、この1年間の、そしてそれを実らせた18年  

度・19年度の事業から得た成果と課題の報告である。研究者と支援者が共にこのよう  

な支援の形を模索してきたことは、我が国の多胎育児支援のページに新しい一歩を刻ん  

だといえるだろう。   

今はまだ小さな一歩だが、やがて多胎に関する社会資源が充実しその情報が多胎育児  

に携わる人すべてに行き渡り、そしてそれぞれの支援が、病院・地域行政・家庭へと隙  

間なく引き継がれ、ふたごやみつごの家族が、安心して楽しく、そして元気に育児する  

環境が整うことを願ってやまない。  

多胎育児サポートネットワーク  

代表 田 中 輝 子   
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第1章 地域多胎ネットの立ち上げ支援  

担当推進委員 天 羽 千恵子（ひようご多胎ネット）  

1．「地域多胎ネッh とは   

本助成事業では、「地域多胎ネット」とは「多胎児の妊娠・出産・育児を、市民グループ・行政機  

関・医療機関・研究機関などが連携して支援するための、ゆるやかなネットワーク」と規定して事  

業をスタートし、昨年度にはさらに次の定義を付け加えた。   

目的：地域を基盤とした多胎家庭の生涯を通しての福祉の向上   

理念：メンバーは、対等・同等の立場で活動する。  

当事者の主体性および当事者性を重んじる。  

連携・協働をはかる。   

活動：多胎にかかわる情報の集積と提供  

ネットワークづくり（交流会、学習会）  

ピアサポート活動（サークル内、地域）   

では、なぜ組織としての「地域多胎ネット」が必要なのか。多胎の妊娠から育児は、時期によっ  

て抱える不安や困難についてある程度予想でき、それをフォローすることを目的とした妊娠中から  

の支援が可能であるし、有効であるといえる。昨年度のピアサポート活動の当事者の感想などを見  

ても、多胎妊娠についての正確な情報提供や、地域とのつながりを早期にもてたことは、その後の  

育児への不安感を緩和しているといえる。   

しかしこの早期介入による支援は、個人情報によるところが大きい。病院や地域行政といった公  

共機関と協働しなければ、当事者全体の的確なニーズを把握し、情報を届けることは難しいのでは  

ないだろうか。   

公共機関と協働するためには、地域多胎ネットが組織として独立しており、行政と対等の関係を  

結び、地域の信頬を得る社会資源になることが望ましい。   

さらに「地域多胎ネット」が独立した団体として機能することで、①多胎育児支援（支援情報の  

集約）が、地域行政の施策（行政予算の打ち切り、担当者の異動など）に左右されない。②地域で  

生活し多胎児を育てる当事者の、情報格差や支援の有無を是正する、といった地域の多胎育児支援  

の向上に寄与することは間違いない。   

地域多胎ネットの先駆的な例として、2005年7月に県内の多胎育児サークル・関連諸機関を巻き  

込んで「いしかわ多胎ネット」が発足しており、その後2005年12月に「ひょうご多胎ネット」、  

2006年11月に「ぎふ多胎ネット」が同様に発足するという動きが挙げられる。以上の地域多胎ネ  

ットの成り立ちが比較的順調であったために、こうした成功例にならい、本助成事業の2年目、3  

年目では新たな地域多胎ネットを立ち上げる「立ち上げ支援」を実施しその成果を検討することと  

した。   

具体的には、各地域で地元の多胎育児サークルメンバーを実行委員とし、本助成事業の推進委員  

と協力して「多胎育児支援のための研修会」を開催し、様々な分野の参加者が一堂に会する機会を  
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もつことで相互の理解を図り、それを足がかりに「地域多胎ネット」への発展へと導くという方法  

を用いた。結果として、実質2年間の立ち上げ支援をした中で、ネットワーク化の兆しが見える地  

域と課題を残した地域とがあった。   

この第1章では、3年目の事業として実施した東北・四国・近畿、3地区でのブロック研修会の  

事業報告を行うと共に、2年間の立ち上げ支援事業から見えてきた「地域多胎ネット」を立ち上げ  

るための条件や課題を整理する。  

2．兼北ブロック研修会報告  

報告担当者：小 玉 雅 子（多胎サークル ひなっこクラブ）  

田 中 輝 子（多胎育児サポートネットワーク）  

1）実施概要  

（カ実施地・場所  

（∋日  時  

（ヨテーマ  

④内  容  

事業説明  

講演Ⅰ  

講演Ⅲ  

体  験  

事例報告  

自由討論  

秋田県秋田市・秋田県ゆとり生活創造センター 遊学舎 会議室  

2008年9月20日12：30～16：30  

「みんなで聞こう話そう多胎育児～地域でのピアサポート活動を目指して～」  

田中 輝子（多胎育児サポートネットワーク）  

「ふたごのこと、地域多胎ネットのこと」志村 恵（金沢大学／いしかわ多胎ネット）  

「多胎育児の体験から支援を考える」大高 恵美（日本赤十字秋田短期大学）  

「ピアサポートってどんなこと？」志村 恵  

「ひょうごのピアサポート活動」天羽千恵子（ひようご多胎ネット）  

「地域でのピアサポート活動の可能性を考える」  

コーディネーター 田中 輝子／オブザーバー 天羽千恵子  

（∋参加者数 22名   

当事者2名・多胎育児サークル関係者7名・行政関係者3名・医療関係者5名・民間育児支援   

者2名・研究者2名・その他1名（取材）  

⑥協 力   多胎サークルひなっこクラブ（秋田県秋田市）  

⑦後 援   秋田県 秋田市 いしかわ多胎ネット ひようご多胎ネット ぎふ多胎ネット  

2）講演・討論会要旨  

◆講演I「ふたごのこと、地域多胎ネットのこと」  

し、しかわ多胎ネット金沢大学人間社会学域 志 村  恵  

『ふたごのこと』   

多胎は常に対偶者（相手）を見て育ち、同時に双子である自分を確立していく（自立）。したがっ  

て双子の場合は、親からの自立と、対偶者からの自立とがある。対偶者からの自立とは、相手との  

関係を上手につくりながら双子らしい自我を形成すること。その多胎にしかない関係性もあり、個  

人の個性、その多胎児の個性を親は見守って欲しい。多くの多胎児は、多胎である自分を好きにな  

っていく。この肯定的な捉え方は長い人生を支える基盤となる。「自分が好き、大事」と思うには、  

「大切にされた、受け入れられた」という経験が必要。是非家庭で「双子（三つ子）でよかったね」  

と語りかけ、友達が多いなど多胎ゆえの利点や楽しさを伝え、良い部分を引き出して欲しい。そし  
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て最大の利点、自分を常に埋解してくれるもう一人の人間がいること、どんなに距離が離れても必  

ず自分を最後まで理解してくれる相手がいるという安心感を伝えてあげることが重要。   

双子の個性を重んじるのは大事だが、親は決めつけず、「個性は成長とともに変わるもの」と、大  

きな見方をして欲しい。一卵性は根本的な性格は似ているが、本人は相手とは全く違う存在だと考  

えている。相手と自分の距離を計りながら上手に役割分担し、個性をつくっていく。役割分担しな  

がら自分であることと双子であることのバランスをとり、双子の自分を確立していくので、温かく  

見守って欲しい。   

多くの多胎の親は、平等に分け隔てしない育児を重要なポイントにしているが、絶対的な平等は  

あり得ない。一人一人を大事にしようという気持ちは、十分に伝わっている。生涯を通じて平等が  

達成されればよい。また「十分な愛情を注げなかったのではないか」という悩みもあるが、全然悩  

む必要はない。愛情は量でも時間でも計れない。愛情は比較できないのだから、一生懸命注いでい  

る愛情で十分といえる。   

また育児者は単胎の育児、また多胎児をそれぞれ比較しないで欲しい。何の意味もないことなの  

で、両親や関係者には、そういう比較はして欲しくない。   

自分は、「双子に生まれて良かった」というのが正直な気持ち。是非多胎の観たちが、「多胎を生  

んで良かった」と思えるようになればと思う。  

『いしかわ多胎ネットのこと』～2005年7月23日設立～  

・設立までの経緯   

石川県の多胎出生率が高かったこと、県が全県を対象に多胎の実態調査行ったこと、双生児学会  

が金沢で開催されたことなど、多胎支援をめぐる県内の動きがあった。設立中心メンバー3名が話  

し合い、「地元の利益となるようネットワークをつくろう！」と準備を始めた。当事者（双子自身・  

双子の親）・研究者・行政関係者・医療関係者など、19名の発起人を集め、多胎ネットを設立。  

・「いしかわ多胎ネット」とは？＝定義  

「多胎ネット」とは多胎に関わる多様な関係者を有機的に結ぶ、ゆるやかなネットワークである。  

違う立場の者が同じテーブルにつくこと自体が重要。情報・体験・スキルの共有ができ、様々な人  

が集まることで多様性が生まれる。「多様の中の一致」が得られれば、強いネットとなる。ただしや  

れることには限界があり、私達もできることから始めた。年3回の講演・交流会を、能登・金沢・  

加賀のローテーションで行い、現在も続いている。   

設立4年目の今年、役員を一新。世代交代を計画的に進めるため、地域を考慮しながら4名の新  

幹事を起用。   

昨年より展開中のピアサポート事業では、20名のピアサポーターを養成した。年3回の養成講座  

を行い、今後もピアサポーターを増やしていく予定。今年は29件のピアサポートの申込みがあり、  

1件につき平均2回、計50数回の活動を行った。  

・「いしかわ多胎ネット」の課題と多胎支援の様々な問題点   

多胎家庭に対する情報のネットワークとは、行政・医療・研究職・福祉・学校・育児サークルが  

多胎家庭を取り巻いていると考えられる。まず行政とどう連携していくかが問題。組織のあり方を  

考えていき、「ネット」がどのような役割を果たしているか、皆で共通して明確にすること。これが  

グループのエンパワーとなる。   

また多胎支援から、ゆくゆく様々なニーズへ展開する可能性も考えられる。そのためにも地域格  
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差を把握し、それぞれの地域に現状に合った活動をしたい。   

ピアサポート活動を事業として展開するには、安定した財源が必要。今後予算の自立化が課題と  

なる。   

更にピアサポート活動の局面で、障害者の問題がかなり厳しいことが判明。障害者団体や親の会  

とどう協働できるか、また他の北陸地域へ活動をどう浸透させていくかも今後の課題となる。  

◆講演Ⅱ「多胎育児の体験から支援を考える」   

日本赤十字秋田短期大学看護学科 大 高 恵 美  

私は双子の姉妹とその下の息子の三人を  

育て、双子育児と単胎育児を経験したこと  

から、多胎の育児支援について考え始めた。  

今回は秋田県が実際に行った多胎育児支援、  

自分の育児経験から関心を持った分野で行  

った看護職や多胎の母親の調査、自分の体  

験を踏まえた、今後の多胎育児支援につい  

て話したい。   

秋田県では平成5年に五つ子が誕生し、  

『五つ子等育児特別支援事業（ワイワイベ  

ビーズ・ハートフルプラン）』が実施された。  

－－－t－－「－－－†■■■‾一  

ノ三吉‡ふ三ノ∴トト  
．′  

言丁責う員する大電恵美氏  

この目的は「四つ子以上の多胎出生に伴う、育児の経済的・精神的・肉体的負担の軽減を図り、子  

どもを安心して生み育てられる環境づくりのために支援する」ということだった。その内容は、ま  

ず多胎はお金がかかるということで誕生一時金の支給、そして素晴らしかったのは、当時は珍しか  

った育児ホームヘルパーの派遣を3歳までの3年間行うというもの。3つ目が非常に先進的で、保  

健指導推進チームを県独自につくり、保健所を中心に市町村・医療機関が連携して保健・看護指導  

を行ったことである。この取り組みは、全国的に様々なメディアで「行政が中心になって行った初  

の多胎支援」として注目を集めたが、残念なことに「対象者がいない」という理由で、平成10年に  

終了してしまう。   

またこの時期、秋田県では単胎と多胎の親を対象に様々な調査をしている。「妊娠中に育児方法や  

制度、行政的支援について、情報を得る機会があったか？」との設問に対し、単胎は「はい」が約  

7割「いいえ」が3割、多胎は「はい」  

が3割で「いいえ」が7割と逆になっ  

ている。多胎は単胎に比べ、情報を得  

る機会が少ないということが特徴とし  

て表れている。また多胎の母親を対象  

に調査したのだと思うが、「妊娠中に、  

同じ多胎を妊娠・出産した母親に体験  

を聞くための、1対1の面談があった  

らよかったと思うか？」（図1）という  

問いに、6割以上の人が「はい」と答  

図1妊娠中に同じ多胎を妊娠し出産した母親に体験を聞  

くための1対1での面談があったらよかったと思いますか。  

多  胎  

いいえ   36．8％   

無記入   0．0％   

計   100％  はい  48  63．2％    28      0      76  
単位：世帯（％）  

井上裕司他、『秋田県における多胎児の支援のあり方の検討』P188  

平成7年度厚生省心身障害研究『多胎妊娠の管理およびケアに関する  

研究」報告書  
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えている。次に「育児支援のために  

定期的に家庭訪問してくれる人はど  

んな職種の人がよいか？」（図2）  

との問いに、単胎の母親は「看護  

師・保健師・助産師」を半数の人が  

希望し、続いて「保母」「同じ立場  

の母」の順だった。しかし、多胎の  

母親の半数近くは、「同じ立場の母」、  

そして「専門職」「保母」の順に要  

望していることがわかった。   

次に私が行った、「看護師・助産  

師が多胎育児をどう考えているのか」、  

子の育児に対する情報提供の必要性」  

図2 育児支援のために定期的に家庭訪問して  
くれる人はどんな職種の人がよいですか。  

職  種   単胎 n＝85  多胎 n＝76   

保  母   23（27．1）   15（19，7）   

看護婦・保健婦・助産婦  41（48．2）  29（38．2）   

同じ立場の母   18（21．2）  33（43．4）   

ホームヘルパー   5（5．9）   10（13．2）   

ベビーシッター   9（10．6）  20（26．3）  

（複数回苔）単位：世帯（％）  

井上裕司他、『秋田県における多胎児の支援のあり方の検討』P196  

平成7年度厚生省心身障害研究『多胎妊娠の管理およびケアに関する研  
究」報告書  

また「どのような情報提供をしているのか」の調査では、「双  

については、出産前・後共に9割が「必要である」と答えて  

いるが、実際に情報提供しているのは、出産前36％、出産後は半数だった。これは「妊娠中は妊娠  

の継続と無事の出産が中心となり、情報提供は産後でよい」、「出産後に関しては単胎児と同じ」と  

する考えからで、当事者のニーズと専門職の考え方にはズレが生じている。また看護職が提供して  

いる内容は「育児方法」が30％、「授乳方法」「家族等の協力体制」約20％、「母親の子どもへの関  

わり方」約10％、「多胎児向けの育児書やサークルの紹介」は、出産後よりも出産前に行われてい  

ることが多いが、出産前でも10％未満だった。   

では、母親たちはどのような情報を必要としているかというと、「授乳方法」は産後に格段に必要  

性を感じている。また、「母親の子どもへの関わり方」も、産後に必要だと答えている。逆に、「育  

児書やサークルの情報」は、出産前に必要としているという結果だった。   

次に母親たちが何を望んでいるか。まず「病院に希望すること」では、一番に「妊娠中の不安の  

軽減」、二番目に「多胎育児に関する情報提供」、三番目は「多胎育児経験者との交流」であった。  

そして行政に希望することでは、「多胎育児経験者との交流」であった。それから「訪問指導」であ  

るが、「出産直後よりも、悩みが増えるもう少し後の時期に来て欲しい」「訪問の際に是非育児協力  

者に助言をして欲しい」という回答があった。   

多胎育児の支援について、私は次のように考える。まずは「妊娠中からの支援」。特に大事なのは、  

専門職によるサポートかと思う。「妊娠・出産・育児の不安の軽減」を医師・助産師・看護師は個々  

に取り組んではいるが、更に専門職同士が連携しサポートしていくことが必要ではないか。また産  

後は特に、「育児書や多胎育児サークル、多胎育児についての情報提供」である。これもそれぞれ行  

っているが、連続性がないところに問題はないだろうか。そして妊娠・出産・育児期すべてを通し  

ての「母親と子ども、そして家族全体への助言」である。一般的ではない、個別的なサポートとい  

うものをもっと連携をとって考えていけたらよいのではないか。そしてもうひとつは「親の仲間づ  

くり」である。妊娠・出産・育児の体験を共有できることや、様々な不安・疑問に対し共感できる  

ことが、仲間であり支援し合える関係になるのではないかと思う。   

秋田県は、全国に先駆けた多胎育児支援や親のニード調査を行った。ただ、現在は休止している  

こと、これが非常に残念である。今後は行政や医療など専門職が行っている支援とその連携、その  

中に多胎を育てる親達が加わりピアサポートを展開する、つまり「多胎育児支援地域ネットワーク」  
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をつくっていくことが必要なのではないか。   

秋田では、“多胎サークル ひなっこクラブ”が、  

同じような悩みを抱える妊婦や母親同士の情報交換  

の場を設けるという活動を行っている。これがサー  

クルだけでなく、行政や医療関係者をも巻き込み、  

地域に広がり根付いて欲しいと思う。（図3）   

県内の親子が“どこにいても’’“いつでも”“同じよ  

図3   

★行政・医療機関で働く専門職  

＋  

★多胎育児経験者によるピアサポート  

Il  

多胎育児支援地域ネットワーク  

うに”情報提供を受けたり、支援が受けられるようになる。それがひいては多胎だけではなく、子ど  

もを育てるすべての人たちにつながっていって欲しいと願っている。  

◆体験「ピアサポートってどんなこと？」  志 村  恵   

ピアサポートとは、多胎の妊娠・出産・育児を経験した人（仲間＝ピア）が、今同じ経験をして  

いる人のところへ行ってサポートすること、つまり経験を共有していくこと。私たちは、ちょっとし  

た「ゆとり」「寄り添い感」「安心感」「抱かれ感」を提供できればよい。そうすることで、孤立感や  

家事・育児の精神的負担を軽減でき、日々の生活を安定的に過ごせるようになると考えられる。   

これらを提供するために4つのことが必要である。  

1．多胎の妊娠・出産・育児の経験  

多胎の母親は単胎の親子の中に入ると、あまりの違いに、また多胎育児を理解してもらえず  

疎外感を受ける。そのため、同じ経験をしたピアサポーターには、堰（せき）を切ったように  

話をする。  

2．ピアサポーター研修会で習得した基礎的知識  

個々の経験だけでは、一般に通用しないことがある。基本的な知識や技術を勉強し、確認す  

る必要がある。  

3．地域の社会資源の情報伝達  

「使えるものは何でも使おう！」が、多胎育児の基本。社会が提供しているサポートシステム   

（サークル・ベビーシッター・助成金・お祝い金・託児など）＝社会資源、それがよりよく次世  

代に継承され、有効的に使われるために情報を伝える。  

4．傾聴（心を傾けて一生懸命に聴く）＝ピアサポーターの中心的技術  

人は、真剣に話を聴いてもらえる機  

会は少なく、話を聴いてもらうと楽に  

なるもの。相談業務などの場合は、半  

分のケースが話を聴いてあげるだけで  

納得し、問題は解決へ向かう。こころ  

の負担を軽減し、精神的なゆとりを取  

り戻すと、色々なことが好転していく。   

一生懸命聴く基本的な訓練を、「アクテ  

ィブリスニング」という。姿勢は少し前か  

がみになり、身体は斜めにずらし45度くら  

い傾け、目線は時々合わせる……などを訓  
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練する。全面的な賛成・同情ではなく、相手の気持ちを受け入れ、辛い気持ちをわかろうとする姿勢、  

共感を表す表現、全身を使って聴いてあげる。こちらがペースをつくることなく、相手の話の流れ  

をつくること。相手を尊重し、最後まで言い切れるように待つことが大切で、本当に言いたいこと  

だけ話してもらう。黙ってしまった時は、話したことを繰り返すこともある。相手が話しやすいよう  

にするには、イエスかノーで応えられる閉じた質問ではなく、「00はどうですか？」という、続き  

が見える開かれた質問をする。  

《疑似体験》～ピアサポーターが伺った時の様子をデモンストレーション～   

実際のケースではうまく言語化できないことや、悩み自体何なのか本人もわからないことが多い。  

話していることが主訴ではなく、別に本当の悩みがあることもある。ある程度の信頼関係ができて  

初めて本当の苦しみが出てくる。少しずつ話を聴き、本当の悩みはとこにあるのか聴いていく。答  

えはその人の中にある。無理にアドバイスせず、難しい判断、育児の最終判断は家族がすべきで、  

自己決定に至れるよう促すかたちをとる。「あなたは……」という「あなた言葉」は責める印象を与  

える。「私の場合は……」という、支持的でサポート的な「私言葉」を使う。   

お宅に伺った場合は、地理的条件（買い物場所・交通の便）、住宅環境（生活状況・清潔感）を把  

握することで、おおよその大変さが想像できる。   

多胎妊娠・出産・育児をした人なら経でもピアサポーターになれるが、一人で背負い込まないた  

めに、ネットワークが必要なのである。  

◆事例報告「ひようごのピアサポート活動 ～行政・医療との連携でできたこと～」  

ひようご多胎ネット 天 羽 千恵子  

・ピアサポート活動モデル事業として活動を始めるまでの経緯  

1995年に阪神淡路大震災があり、兵庫県全体で「助け合おう」という空気が盛り上がった。その  

中で1997年に、多胎児の乳児健診の手伝いを目的とした、双子の親のボランティアグループ「マミ  

ーベアーズ」が発足。発足翌年から複数の自治体より「多胎児交流会に先輩ママとして来て欲しい」  

との依頼が入り始め、各地の自主グループの立上げなども手伝い、マミーベアーズが行政や自主グ  

ループ各々と関わるという形ができていった。   

このつながりを県内全体に広めたいと、2004年「兵庫県内多胎育児関連グループ交流会」を開催。  

翌2005年には、先行して発足した「いしかわ多胎ネット」のように、研究者や行政・医療関係者に  

も関わってもらうことを目指す「ひょうご多胎ネット」を発足。2006年にスタートした「多胎育児  

サポートネットワーク」の「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」の一環として、2007年に、  

ひょうご多胎ネットでピアサポート活動モデル事業を行った。  

・ひようご多胎ネットの特徴   

＊地域限定……県内40ほどのサークルが県南部に集中。ピアサポーターとなるスタッフのほとん  

どが小学校低学年の子を持つ親だったため、山無理のない範囲で”、神戸市を中心  

とする地域に限定して活動した。   

＊行政と連携・＝神戸市保健福祉局子育て支援部の協力を得、各区子育て支援窓口にチラシを配布、  

対象者に事業の紹介をしてもらった。子育て支援部の紹介で、多胎出産件数の多  

い病院に、訪問することができた。訪問活動等で気になるケースは、保健師に同  
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行してもらい、重篤になる前に早期発見・対応することができた。またケースス  

タディの際、ピアサポーター同士で話し合うだけでなく、保健師にも加わっても  

らい、様々なケースでの対応を勉強している。  

その結果、行政のサービスでは手の届かない部分をピアサポーターが担い、ピ  

アサポーターは、「自分達が全て抱えなくとも、心配なケースは保健師や専門職に  

つなげば良い」という安心感の中で活動できた。  

・モデル事業以降の展開   

昨年度の活動のつながりから、今年度は神戸市内6カ所で開催されている多胎児交流会（年間48  

回）すべてに、スタッフを講師として派遣。また岐阜ではすでに実施されている「病院内多胎児交  

流会」の開催を、ひようご多胎ネットでも計画しており、実現すれば継続した病院でのピアサポー  

ト活動が可能となる。  

◆自由討論「地域でのピアサポート活動を考える」  

コーディネーター 田 中 輝 子（多胎育児サポートネットワーク）  

オブザーバー  天 羽 千恵子（ひようご多胎ネット）  

○ネットワークづくりに向けて   

ピアの価値や評価を数字で示すのは難しいため、行政も形として見えてこないという悩みがある。  

また当事者（多胎の母親）の声をどのように届けるか、ひょうご多胎ネットのように直接保健師等  

行政や医療と連撰する方法、いしかわ多胎ネットのように一般化して大きな子育て（多胎・障がい  

のある子・一人粗の子・外国人家庭など）のひとつとして考える方法など、それぞれの地域の特徴  

を活かして、ネットワークづくりをすることが大事である。  

○行政の立場から  

・多胎育児の大変さを痛感した。多胎に限らず子育て支援を進めるために、支援団体・機関等に  

働きかけてネットワーク推進事業というものを進めているが、体制が整っていない現状。今後  

支援を進めていく研修会等開催予定なので参加してもらいたい。  （県子育て支援課）  

・秋田市の場合、保健師・子ども未来センター・サークルが、それぞれの役割を見極めて手を組  

まないと、ネットワークづくりは難しいのではないか。  （秋田市保健師）  

○医療の立場から  

・多胎の母親にとってピアの存在は心強い。ピアサポーターの育成ができた時点で、医療や行政  

と連携していくという段階を追えば、ネットワークができていくのではないか。  （大高氏）  

・自分にはお産経験がないのに、育児指導をすることに戸惑いを感じている。多胎育児 経験者   

から直接話を聞き、今後の看護に活かしたい。またひなっこクラブという存在を知り、病棟で   

紹介していきたい。  （日赤看護師）  

・日赤新生児病棟では、今年から出生前訪問を行っている。看護師が入院中の妊婦を訪問。病棟  

の説明・見学等をすることで安心してもらっているが、退院後の不安を訴えられても、看言熟柿   

からの説明には限界を感じている。このようなネットワークづくりがもっと広がり、密な関係  

をつくっていきたい。  （日赤看護師）  

○多胎の親の立場から  

・乳幼児までのサポートも大切だが、その後も悩みは出てくる。その時のサポートも欲しい。  
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（双子の母）  

・病院でひなっこクラブ発行の冊子を見て、とても役立った。多胎の情報は少なく、母親の不安   

解消のために各関係機関に情報を提供してもらいたい。  （双子の母）  

○今後の課題   

こうしてそれぞれの立場で話していただいたことが、「多胎ネット」の始まりだと思う。それをど  

うやって形にしていくかが今後の課題。具体的な方法として、「ピアサポート活動」を提示したが、  

多胎育児サークルを支援していただいても有難い。サークルだけが孤立して一生懸命やるのではな  

く、そのサークルを支えるために何ができるのか、それぞれの専門職の立場から一緒に考えていた  

だきたい。それがネットワークであると思う。  

3）参加者アンケートより  

・実際に多胎育児をしている方の話を聞くことができて、情報が共有できることはこんなに重要な   

のだと改めて実感した。  

・自分の子育てを見直す機会になった。もっとこういう会が開かれたらと思った。  

・看護師としてのサポート、重点をおいて情報提供していく内容を知ることができた。また、子育   

てをサポートしているサークルがあることを知り、入院している母親への情報提供ができると思   

う。  

・連携の必要性と、看護師として関わりをしっかり築いていかなければならないと考えさせられた。  

・親としての気持ちではなく、双子の子どもの気持ちを、志村先生から聞かせてもらい、勉強に   

なった。  

4）実行委員会より   

昨年に引き続き、今回二度日の研修会の開催だったが、前回不参加だった専門職の参加もあり、  

改めて多胎についての認識を深める良い機会になったと思う。   

しかし少子化全国ワースト1の秋田県、子育て支援の体制も整わない中、多胎家庭への関心は低く、  

今後も当事者である私たちが継続的に声を発信していく必要性を感じた。   

このような会を重ね、各専門職への認識・理解を求める働きかけをしていきたい。また会で出会  

った専門職の方々と、サークルを通じた交流も実現したい。   

昨年同様、現在のスタッフはまだ幼い多胎児を抱えているため、■■自分たちのできる範囲で－“無理  

のない活動を’…できることから”始めていきたいと思う。  

【実行委員】小玉 雅子（ひなっこクラブ代表） 相田奈緒子（ひなっこクラブ）  

佐々木かおり（元ひなっこクラブ）   堀井亜由子（元ひなっこクラブ）  

中川まゆ子（ひなっこクラブ）   佐々木智子（ひなっこクラブ）  

石塚 美智（ひなっこクラブ）  

5）担当委員より   

今年度は秋田を中心とする東北地域に範囲を広げた研修会であったが、実行委員会のメンバーが  

昨年に続き2度目の開催ということで、実行までの計画を安心して任せることができた。また実行  

委員の信頼関係も長年のサークル活動で培われており、それが地域責献へのモチベーションとなっ  
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ている点も、たいへん頼もしかった。   

地域によって多胎育児支援の考え方や方法は様々であるが、昨年度の秋田での研修会において、  

このように人口密度が低い地域では、お互いに顔の見える支援が可能であることが示唆された。例  

えば秋田県では多胎児の出産は、秋田全県の多胎出産が秋田市内にあるふたつの病院にほぼ集約さ  

れるので、ここでの情報提供はサポートとして高い効果が期待される。また地域の保健師も大きな  

異動がないために、地域で生活する家族を長期間に渡ってサポートしていくことができることなど、  

都会では真似ができないつながりを持つことが可能であることがわかった。   

また昨年度の研修会では、このような地域の特徴を活かしつつも、「多胎育児支援」を目的とした  

団体としての設立やその活動実績によって、より行政との協働を図ることができる旨が行政担当者  

からも示唆され、私たち推進委員もそれを長期的な目標と考えた。そのような地域の特徴や中心と  

なる「ひなっこクラブ」の実績を活かして、「多胎家庭へのピアサポート活動」についても進言した。   

それを受けて実行委員会のメンバーは、自分たち自身が今後どのような活動をしていきたいのか、  

そのためにはどのような準備が必要なのかという話し合いを繰り返してきた。中心となる実行委員  

自身の子どもたちもまだ手を離れた年齢ではないなかで、広い全県を対象とした活動は無理がある  

であろうし、中心となる「ひなっこクラブ」との活動とそれ以上の支援活動をイメージしたとき、  

組織やスタッフ、地域のニーズをどのように折り合わせていくかなど、多胎育児支援の中核として  

活動しようとするには課題が山積だったのではないだろうか。それが前述の『“自分たちのできる範  

囲で”“無理のない活動を…できることから”』というまとめに集約されている。無理な活動を短期間  

で達成するのではなく、できることを少しずつ広げていく、細くとも長くやり続けることの大切さを  

推進委員としても学ばせていただいた。少し先に目標を持ちながら、できることの範囲を少しずつ  

広げていいただければ、サポートした私たちとしてもこれに勝る喜びはないと思う。   

地域での活動を広げていくためには、地元の有識者や専門家とのつながりや協力が欠かせない。  

幸いなことに前回の研修会では秋田赤十字病院総合周産期母子医療センター長の平野秀人氏に、今  

回の研修会では日本赤十字秋田短期大学講師の大高恵美氏に、講師としてお話しいただくことで、  

秋田の多胎出産を支える病院および教育機関とのつながりができ、また活動についてもご理解いた  

だくことができた。このことは今後の多胎育児支援を展開するにあたって、大きなバックボーンに  

なる。さらに今年度の研修会に妊娠中の大きなお腹を抱えて参加された三つ子のママが無事出産さ  

れ、ひなっこクラブでは、サポート訪問などを大高氏と共に始めており、すでに次の活動の可能性  

を探っている。   

今後も他の社会資源とのつながりを大切に、できることから少しずつ支援の幅を広げ、多胎育児  

サークルを中心とした地域での支援のありようを教えていただければと思っている。  

【担当委員】田中輝子（多胎育児サポートネットワーク）天羽千恵子（ひようご多胎ネット）  

3．四国ブロック研修会報告  

報告担当者：塩 崎 珠 美（ふたごクラブ）  

橘  蕪（いしかわ多胎ネット）  

1）実施概要  

①実施地・場所 愛媛県新居浜市・ユアーズ  

（∋日  時  2008年11月15日12：30～16：30  
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④テーマ   多胎育児を考えるつどい「楽しもう！支えよう！多胎育児」  

④内  容  

事業説明  

講演Ⅰ  

講演 Ⅱ  

座談会  

多胎育児サポートネットワーク 田中 輝子  

「地域多胎ネットの必要性・有効性」大木 秀一（石川県立看護大学）  

「双子を育児中の保健師と母の視点から」高津真由美（四国中央市保健センター）  

「楽しもう！支えよう！多胎育児」  

ファシリテーター 橘   燕（いしかわ多胎ネット全国子育てひろば協議会）  

オブザーバー  中橋恵美子（NPO法人わははネット）  

天羽千恵子（ひようご多胎ネット）  

田中 輝子（多胎育児サポートネットワーク）  

⑤参加者数 67名   

当事者20名・多胎育児サークル関係者10名・行政関係者21名・医療関係者4名・民間育児支   

援者8名・研究者1名・その他3名（取材）  

⑥協 力   ふたごクラブ（愛媛県新居浜市）ツインチェリーズ（愛媛県四国中央市）  

⑦後 援   厚生労働省 日本双生児研究学会 愛媛県 新居浜市 四国中央市  

愛媛新聞社 ハートネットワーク  

特定非営利活動法人子育てネットワークえひめ NPO法人わははネット  

いしかわ多胎ネット ぎふ多胎ネット ひょうご多胎ネット  

2）講演・座談会要旨  

◆講演I「地域多胎ネットの必要性・有効惟」  

いしかわ多胎ネット代表・石川県立看護大学教授 大   

日本では、多胎妊娠を突然告げられるが、  

海外などでは、「多胎の妊娠は慎重に告げ  

るように」とガイドラインに善かれている。  

それだけお母さんや家族に与えるインパク  

トが非常に大きい。多胎の場合はハイリス  

クなので、医療職側では無事に出産させる  

ということに全力を注ぎ、お母さんのメン  

タルケアはどうしても遅れがちになる。「無  

事の出産」が目前のゴールとなり、ケアが  

遅れ、産後うつになる場合もある。また、  

しばしば育児不安、偏愛ということも起こ  
試演する大木亮一氏  

る。双子ならではの特別なニーズがある。   

社会的問題で一番多いのは「社会的な孤立」、要するに外に出ることができないということである。  

それと同時に、「経済的負担」つまり、お金がかかるということが非常に大きい。多胎の育児サーク  

ルにアンケートを取ると、一番の訴えとして出てくるのは、じつは経済的な負担であることが多い。  

社会全体の仕組みは、双子の子育てをしている人に対して必ずしもやさしくない。たとえば双子のベ  

ビーカーでは、横型にすればスーパーのレジを通らない、縦型にすればエレベーターに入らないとい  
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うことが起こる。しかも値段は通常のベビーカーの  

数倍するので、気軽には買えない。これが余計な  

出費につながる。このような状況の重なりが、多  

胎育児家庭のリスクを高めているといえる（図4）。   

多胎育児サークルとして多胎育児支援を組織的  

に行ったのは、今から40年前の「ツインマザー  

スクラブ」という全国組織である。多胎児サーク  

ルの多くの場合は、お母さん方の自主的な立ち上  

げであり、行政メインというのは非常に限られて  

いる。多胎のサークル数がうまく把握できない理  
図4 多胎育児家庭をめぐる複合的な負担の圭積  

由の一つに、「できては消える」という状況がある。  

サークルの活動がかなり不安定である。行政との関わりでも、今は多少変わってきたとはいえ、や  

はり「サークルの紹介」「入会案内程度」ということが多く、「専門的な知識の提供」は極めて少ない。  

多胎については、看護学校や医学部でも深く教えるわけでもなく、専門的な知識を学ぶ機会が少な  

いのも事実である。  

「サークルがあってもサークルに参加しない」＝「支援が必要ない」ということではない。育児の  

困難を自覚していても、サークルに参加する余裕のない人もいる。実は妊娠中も多胎に関する妊娠  

の惜幸帥て少ないために、結構無茶なことをして緊急に入院するというケースが稀ではない。こうし  

た「育児困難が自覚できていない」という場合があるのも大きな問題である。   

妊娠中は、医療機関ではハイリスクということで結構手厚く保護されているが、家に帰ったとた  

んに、多くの場合は医療とのつながりは切れてしまう。さらに行政に関しては、しばらくはお母さ  

んの会の面倒を見てくれるが、その後は「今度は自分たちでやってね」と切り離されてしまうこと  

も多い。医療・行政から二重に切り離されてしまい、サークルが解散してしまうというケースが実  

は結構あると思う。  

ふたごの曹児のガイドブック（書生雀）、  

ベビーシッター派遣事※¶始  

か
計
り
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酢
蛸
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図5 多胎分娩（母親の数）の割合の年次推移  
人口動態統計をもとに作成  
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多胎では何倍多いか   
（相対危険）  

多胎児の7割は低出生体重児である  
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図6 単胎児・多胎児に占める低出生体重児（2500g未満）の割合  

人口動態覇計をもとに作成   

多胎の出産率でいうと、現在では双子はお産1，000回に対して12回ぐらいで、年間で約25，000人  

の多胎の新生児が生まれ、お母さん100人に1人ぐらいが多胎出産という勘定になっている（図5）。   

多胎の医療で問題になるのが早産の多発であり、それによって2，500g未満のいわゆる「低山生  

体重児」が多胎児全体の約70％、単胎児のだいたい9倍と極めて多い（図6）。また、さまざまな  

障がいも単胎児より多くなる。   

多胎育児の問題点は、①「情報不足」：母子手帳というのは単胎中心のもので、発育曲線など双子  

には必ずしも当てはまらない。（∋「情報の分断」：医療と行政と公衆衛生が分断している。同じ医療  

でも、産科（不妊科と周産期科）、小児科が分断しているという状況。（参「不妊治療のあり方」：お  

母さんの立場、家庭の状況にほとんど関わらないままに、医療サイド中心に進んでいるのが日本の  

圭馴犬。④「法律、ガイドライン、学会会告の整備の遅れ」：実はこれも日本が非常に遅れている。⑤  

「多胎に関する専門家の不足」：専門家が少ないから専門的な知識の普及も少ない。⑥「インフラ整  

備・社会資源」：多胎児家庭が使いやすいようなものが少ない。（∋「メンタルケア・意思決定・エン  

パワーメント支援」：お母さんに対する医療的なケアは大きいが、メンタルな部分でのケアが非常に  

少ない。意思決定を迫られる部分が単胎児家庭より非常に多いので、エンパワーメント支援が本来  

必要である。⑧「多胎児家庭内での情報格差」：インターネットやサークルで情報交換できるお母さ  

んもいるが、家で孤立してしまっているお母さんもいる。   

この間題点を職種別に整理すると、（∋産科的な課題：不妊科・周産期科が主になるが、本来なら  

ば小児科・小児精神科の力が必要。小児科では、双子のうち1人に何かあった場合には“双子”とし  

て診ていないのが現状。特に小児の精神的な問題・こころの発達に詳しい先生が非常に少ない。②  

地域の親子保健福祉の課題：行政や民間の育児サークル・育児支援者が大きな力になる。③多胎妊  

娠・育児の当事者の課題：当事者が発言していかなければいけない。（彰就学彼の課題：海外では「多  

胎児をうちの学校ではどうするか」という方針やガイドラインがある。日本では教育現場では、問  

題としての認識もないため集会での教育関係者の出席率は非常に低い。（9包括的な方法論・エビデ  

ンスの提供：要は“研究職”つまり私のような立場で情報を集めて、整理する人も必要である。①～  

⑤それぞれの中で、問題意識を持っている人がいても、こうしたさまざまな立場の人が一堂に会す  
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ることは、簡単そうでなかなか実現されていなかっ  

た。いろいろな職種の人が、同じ場所で意見を交換  

しあう事は非常に大事である。   

多胎児家庭は妊娠中から将来的なリスクが予測で  

き、妊娠中からの支援が可能である。妊娠中から将  

来的に起こり得ることに対する情報があれば、早め  

に対応しやすい。このため母子保健全体を考えるの  

であれば、妊娠中からアプローチすることで非常に  

図7 ネットワーク構築による効果  

個別支推   

断片的  

情報の偏り  

地域格差   
バーンアウト   

自己完結  

ネットワーク化  

継続性  

情報交換（多様性）  

地域特性  

リスクの分散  

発展性  

し∵＼ 
［∴ 

r「∵ゴヽ  

r 

多胎育児文化の蓄積と伝承  

効果が出やすくなる。   

石川県では県全体を視野に入れてネットワークを構築することによって、今まで途切れ途切れだ  

った支援が、かなり継続するようになり、潰れかけていたサークルを再生させたり、特に過疎地域  

の情報の偏りが少なくなり情報が隅々にいきわたるようになってきた。今までは地域格差と言われ  

ていたが、地域の特徴に合わせて支援するようになり、保健師中心に動いている地域もあれば、民  

間の支援団体中心に動いている地域等、その実情や社会資源に合わせた支援ができるようになった。  

一番大きいのは、一部のリーダーに集中していた‘■リスグの分散ができたことであり、バーンアウ  

トを減らす効果があった。（図7）   

今までは“多胎児（家庭）”というそれだけが目的になっていることが多く、自己完結していたも  

のが、子育て支援全般へと非常に発展性を見せていると感じられる。そのおかげで、全国各地での  

多胎育児支援活動への刺激となったり、組織内で新しい連携ができたりしている。ネットワーク構  

築の効果として、関係者からは「育児支援活動やサークル活動が円滑になった」ことが挙げられる。  

行政に何かを依頼する場合でも、1サークルだと難しかったことが、「いしかわ多胎ネットです」と  

いうことで比較的受け入れられやすくなったということもある。活動している内容は同じであっても、  

そういった意味での効果もあるのかもしれない。  

◆講演Ⅱ「双子を育児中の保健師と母の視点から」  

四国中央市保健センター保健師 高 津 真由美   

私は、就職して3年目に多胎児教室を企画・運営することになった。その2年後に、私自身もま  

さか双子を妊娠するとは思っていなかったが、先輩ママたちに「緑があったんだね」ととても喜ば  

れた記憶がある。   

この教室を企画したきっかけは、多胎児のお母さん方からの「ほかの多胎児家族と交流を図りた  

い」という要望だった。多胎児というだけで虐待のリスクが単胎児に比べて10倍近いというような  

現状があり、まずは「交流の機会をもって情報交換などをできたら」という思いで企画した。その後、  

「自主サークル活動に持っていけたら」というスタッフ問の意見もあったが、多胎児家庭、特にお子  

さんが小さいうちには、自主サークルを運営していくというのは、誰かのサポートがないと難しい  

ということを実感している。   

今回の講演のために、アンケートを実施した。多胎妊娠を知ったときには、大変大切な命を授か  

ってうれしい反面、やはり「同時に二人も育児ができるのだろうか」など不安を感じていた人が約  

半数であった。「（多胎の）妊娠が判りショックだった」と答えた人も少なからずいた（15％）。私自  

身も妊娠が判り、「うれしい」という気持ちは、■■多胎”と判ったときに吹っ飛んだ記憶がある。妊娠  
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が判って不安な理由としては、「多胎妊娠の経過がわ  

からない（22％）」「特に出産後早期の育児のイメージ  

が湧かない（30％）」「不妊治療の末の妊娠のため（22  

％）」が多くあった。やはり絶対数が少ないだけに、  

圧倒的な情報不足が妊娠の時点からあることを、アン  

ケートを通して改めて感じた。   

多胎妊娠というだけでハイリスクとなる。単胎妊娠  

図8 アンケート結果（妊娠初期）（彰  

妊娠が判って不安な理由  
○妊娠経過がわからず・・・・・‥・‥・22％  

○出産後のイメージがわかず・・＝＝30％  

○不妊治療の末の妊娠のため……22％  

つわりがひどかった  

［元蒜㌃「 妊僻遠呈；  

に比べ、切迫早産の危険が高いこと、妊娠高血圧症な  

どの妊娠中毒症になりやすいこと、多胎の合併症も多くある。そのほかにも特徴的だったのは、つ  

わりのひどい方が思った以上に多かったこと。「毎日点滴通いをした」「水を飲んでも吐いた」と、  

症状だけでみると妊娠悪阻に匹敵するようなつわりのひどい方がなんと2割もいたことは驚きだっ  

た。一般には、妊娠悪阻は、妊婦全体の約2％だと聞いたことがある。（図8）   

妊娠5カ月ぐらいに入った中期の頃からは、お腹の張りが強くなり、張り止めの薬を服用したり、  

自宅安静をしたりという生活を送る場合も多い。このお腹の張りは早産の原因につながり、子ども  

の危険、命の危険にもつながるということで、洗濯や掃除などの日常生活がまともにできなくなる。  

「切迫早産で入院した」と答えた方は、約7割。入院した方の平均は26週からであった。入院の特  

徴としては、早産予防の薬を24時間持続点滴、また安静度の高い人では、トイレもベッド上でしな  

くてはならない。「なんといっても一度に2つの命の危険があると思うと、不安も2倍」と書いてく  

ださった方もあった。私自身も妊娠26週に産休に入ったあと、27週から入院生活を送ったが、経過  

があまりよくなく、毎日毎日妊娠が継続してくれたことを感謝して、一日が終わるたびにホッとして  

いた。多胎妊娠というのがハイリスクだという事実を、妊婦自身が自覚するということも大切だと  

思っている。  

「母子共に同じ病院に入院できた」という方が約9剖で、1割は母子別々の病院に入院しなければ  

ならなかったという結果だった。「多胎児が、同時に退院できた」のは約8割。出産後は、母親の平  

均の入院が約11日で、子の平均は22日。母の出産後の入院はたしかに子よりも少ないという統計だ  

が、母親は妊娠中から長期に入院を強いられる場合が多く、明らかに体力が低下している。「出産後、  

多胎児ならではの退院指導があればありがたい」いう声もあった。特別なケアを必要とする子が生  

まれた場合に、退院する前に少し慣れる意味で“育児入院”という制度をとっている病院があり、そ  

れを受けた方もあった。   

病院を退院してから里帰りをした方が、約7割。その日数は平均100日、長い方では1年であった。  

また里帰りをしなくても、祖父母や兄弟姉妹など家族全員を巻き込んでの援助を受けた方がほとん  

どであった。   

産後は誰でもホルモンのバランスが崩れ、こころのバランスも崩れやすい時期。その上新生児は  

授乳間隔が短いので、多胎の母親はまともに睡眠の取れない日々が続き、「24時間ほとんど寝られ  

ずに過ごした」という方もいる。私自身も振り返ってみると、自分を見失うほどの多忙な毎日だっ  

たなと思う。   

多胎児の特徴として長い間保育器に入っていたり、危険な状態が続いたりするので、「退院後、子  

どもたちが息をしているか不安になって、何度もベッドに確認しにいった」などと、低出生や早産  

ならではの不安を感じる方が少なからずいた。また、退院後早期は将に、「赤ちゃん2人が泣いたら、  
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どちらから抱いたらいいのだろうか」とパニックになる。首も据わらない乳児を2人達れて1人で  

外出するのは事実上不可能で、孤立しがちである。1人で多胎児をみるストレスやプレッシャーを  

常に感じているというのが、多胎育児の特徴かと思う。   

自分の時間というのは、食事と睡眠しかない。「ただそれだけしかできない毎日に、生きている充  

実感に乏しく、むなしかった」「この忙しさがいつまで続くのか」「このまま自分だけ取り残されて  

しまうのではないか」「家事が満足にできない自分に否定的になった」「子どもたちをかわいいと思  

う余裕がないほど、育児に追われている」というような精神状態で育児をこなしている方がほとん  

どであった。   

身体面では、抱きすぎて腱鞘炎になった人もあり、妊娠中に引き続き腰痛に悩まされる方も多い。  

多忙な育児が続き、「ギリギリまで無理をして、子どもたちが寝たあとで、点滴に通った」というケ  

ースもあった。首が据わってからは、“抱っこにおんぶ’という方も珍しくない。多胎育児は、なん  

といっても体力勝負かなと思う。  

「家族などの協力があってこそなんとかやってこれた」と、皆感謝している。しかし、周りがよか  

れと思ってしてくれることが、母親には負掛こ感じたりすることもある。何が相手にとって必要な  

手助けかば、人それぞれで、一緒に全面的に助けて欲しい人もいれば、たまに自分が無理なときだ  

け手伝って欲しい人もいるように、周囲の手助けというよりも、周りの理解を得るのが大変になっ  

てくる。  

「工夫した育児法」としては、なんといっても「同時授乳で生活リズムを揃えることが一番大事だ」  

と皆が答えている。母親が休める時間を少しでもつくるということが大切である。単胎のケアで考  

えていたことが、多胎のケアでは通用しない。ミルクをあげるにしても、「抱っこをして、赤ちゃん  

の目を見てあげないといけない」とか、「泣いたらすぐに抱っこをしてあやさなければいけない」な  

どとたくさんあるが、単胎の育児の理想を追い求めると、多胎児の母は潰れてしまう。多胎児では  

限界があるので、「母親がいかに楽をするか」を一番に考えるのでいいのだと、私は思う。母親が倒  

れてしまっては元も子もない。  

「保健師の多胎育児に対する指導が、育児上の悩みを十分理解したものではない」というような苦  

情をよく聞く。保健師は専門職とはいえ、まだまだ多胎児に関する理解が十分ではない部分もある  

と思う。多胎児のお母さん方は、わかってもらえず辛い思いをしても、そこで諦めず、理解が不足  

している点はしっかりと伝え、行政の中に多胎児の理解者や支援者、味方を1人でも増やしていっ  

てほしいと思っている。私の勝手な印象だが、保健師にはまじめな方が本当に多い。求められてい  

なくても因っている人を見たら何かしてあげたいと、反射的に思うような使命感の強い職種なので、  

ぜひ味方にしてもらえたらと思う。   

多胎支援では、医師や助産師・保健師など専門職の役割を明確にし、妊娠初期から、「多胎妊娠の  

経過」「妊娠中の注意点」「多胎児のお産」「産後早期の育児」「準備物やその時期」「ベビーシッター  

やヘルパーなどの社会的サポートの情報」などについて、いろんな立場からの情報提供などの切れ  

目のない支援をしていくことが必要だと、この資料を作りながら思った。それと同時に、仲間同士  

のサポートも重要であることを、改めて感じている。多胎児の当事者も含め、それぞれができるこ  

とから少し一歩を踏み出すというだけで、今よりもよくなる状況になっていけばいいなと思う。そ  

して、多胎育児をしているお母さん方や家族みんなが、「多胎児を産んでよかった」といつでも思え  

るようになればと願う。  
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最後に「多胎児でよかったと思うこと  

は？」という設問では、「2人同時に成長し、  

‘■いつも一緒’’は子どもにとって何より素敵」  

「2人がいつも幸せそうに遊んでいる姿を  

見ると、双子でよかったと思える」「大変  

な忙しさだったからこそ、子どもが成長し  

てからのゆったりとした時間、何気ないこ  

とが－贅沢”“幸せ”と思える」「苦労も4  

倍だけど、幸せも4倍」など多くの意見が  

寄せられた。私の場合は、「遊びに行って  

もいい？」「赤ちやんを見せて」と知らな  
言責さ讃する芯禦氏  

い人がたくさん家に来て、「“知らない知人”が増えた」ことがある。   

私の息子は生径10カ月のときに、2人だけでカーテンを使って“いないいないばあ’’をしていた。  

やはりお腹の中から一緒の二人というのは、二卵性でもどこかでつながっているのかなと思う。  

◆座談会「楽しもう！支えよう！多胎育児」  

ファシリテ一夕ー  

オブザーバー  

橘  薫（いしかわ多胎ネット、子育て生活応援団）  

中 橋 恵美子（NPO法人わははネット理事長）他  

（D各地域の活動紹介  

ONPO法人子育て支援ネットワークとくしま『すきっぶ』  

発足5年目。毎月1回「双子ちゃん・三つ子ちゃんデー」をそれぞれ設けており、現在徳島で   

唯一の多胎児サークルである“ツインキッズクローバー”の先輩ママ達がボランティアとして手伝   

っている。三つ子ちゃんデーは日曜日に、双子ちやんデーは平日に行い、スタッフが駐車場まで   

抱っこで送迎しているが、双子の数がどんどん増え忙しくなるので、徐々にお母さんの力で頑張   

ってもらっている。また、徳島大学で三つ子が産まれると先輩ママがお見舞いに行き、アドレス   

を交換したり、スキップへの勧誘などを行っている。最近は医療とのネットワークを築く必要性   

を感じている。  （代表 松崎）  

○四国中央市『ツインチェリーズ』  

四国中央市から徳島県に転勤して、“ツインキッズクローバー”に入会。とても楽しく参加して   

いたが、再び四国中央市に帰るとそこには多胎児サークルがなかった。転勤者にとって、サーク   

ルの手助けや横のつながりというものはとても心強いもの。その重要性を考えて、かつて存在し   

ていた■■ツインチェリーズを高津さんや松崎さんに相談しながら立ち上げた。  （代表 岸田）  

○新居浜市『ふたごクラブ』  

新居浜市を活動の拠点とし、隣の西条市や、遠く離れた今治市から双子の情報を求めて参加さ   

れる方もいる。上にも子どもがいて子育て経験がありながらも双子と単胎の育児は全く違い、戸   

惑いと不安で自分がどうにかなりそうになり“双子の育児経験者とつながりたい“という思いから、   

サークル立ち上げをスタートした。  

入園を節目にふたごクラブを卒業されるお母さんが大半だが、中には子どもが幼稚園に行って   

いる昼間の辛が空いている時ならと駐車場から会場までの移動の手伝いや、泣いている子の世話  
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などクラブに残って下さるお母さんが少しづつ増えていくまでに成長した。   （代表 塩崎）  

①行政の立場から   

情報提供は出産後にすればよいと考えていたが、妊娠初期からの情報提供が本当に必要であると  

いうことが分かった。行政支援が遅れていることを大変申し訳なく思っている。  

（勤多胎の親の立場から  

・今後自分がぶち当たるだろう壁を、多くの方が乗り越えて来られたんだなと感じた。  

・「自分はよくここまで頑張ってきたな」と改めて思った。  

3）参加者アンケートより  

・大木先生の講演で知識が深まり、高津保健師さんのアンケート結果等で、実際の様子が理解で  

きた。  

・医師の立場から、多胎児についての基礎知識不足にびっくりした。経済面・環境面の負担がこ   

れほどあるのにもびっくりした。思っていた以上だった。  

・当事者のお母様方の生の声が聞けてよかった。  

・ハイリスクなのに、何の支援もしていないことが改めてわかった。  

・来てくれる人を待っているだけではだめだと言うことと、妊娠中からの支援の大切さを理解した。  

・託児があれば、この研修会に参加できた方があったのではないか。  

・「私も双子出産・育児経験者として、何かできるのでは！何かやらなければ」というきっかけに   

なった。ありがとうございました。  

4）実行委員会より  

（D効果と課題  

・多胎育児支援の必要性をアピールできた。  

・県外からの参加者もあり、それぞれの地域での特色ある活動を知ることができた。  

・「当事者である母親たちの生の声が聞け、勉強になった」と感じる支援者と、育児のつらさ・大   

変な思いを吐き出せて気持ちの軽くなった当事者である母親との距離が近づけた雰囲気が感じ  

られた。  

・具体的な支援活動にまでは至らずとも、何か始めなくてはいけないという行動のきっかけとな  

った。  

・今まで多胎育児経験者とのつながりの無かった母親が、共感し合える仲間と出会うことで安心   

感を得られた。  

・大変な多胎育児に奮闘していた自分のがんばりを振り返ることができ、母親白身に対する肯定   

感が生まれた。  

・支援者が不足しており、行動できる人材やリーダーの育成が今後の課題である。  

・ネットワーク構築という観点から、今回のような会を継続していくことが大切である。  

（む今後への希望  

・医療関係者とのつながりを深めたい。  

・会場で出会った当事者同士で定期的に会うなど、小規模なサークルができて欲しい。  

・地域ネットの核となる委員会が県単位でできて欲しい。四国単位で緩やかにつながりあい刺激  

一18－   



しあえると良い。  

・教育の立場の方にも関心を持っていただけるような働きかけをしていきたい。  

③感想  

・初めてのことばかりで戸惑うことが多かったが良い経験になった。  

・多胎児を抱える親の不安はそれぞれ違うけれども、苦しいのは自分ひとりじゃないと思えただ   

けでも、多胎児を育てやすい地域社会をめざす第一歩になったと思う。  

・無事に終了し達成感・満足感を感じているが、座談会でのお母さん達の生の声を大事にして、   

次の段階につなげていきたい。  

・次の予定があり、途中で退席された行政関係の方には、最後まで居て、当事者であるお母さん   

達の詰も聞いて欲しかった。  

【実行委員】塩崎 珠美（ふたごクラブ代表）  岸田いずみ（ツインチェリーズ代表）  

鴻上 美樹（ふたごクラブ）  田中 智恵（ふたごクラブ）  

今西 恵美（ふたごクラブ）  青野 陽子（ふたごクラブ）  

下土井まゆか（元ふたごクラブ）  

5）担当委員よリ   

2007年に愛媛県で開かれた日本公衆衛生学会自由集会において、塩崎・岸田の両氏が、代表を務  

める各々の多胎育児サークルの活動についてすばらしい発表をされた。四国では当団体で研修会等  

の開催経験はなく、愛媛県での研修会開催について打診したところ快諾をいただき、今回の研修会  

が実現することとなった。   

四国ブロックで初めての多胎研修会ということで、開催地の愛媛県に限らず四国全体を視野に入  

れた広報とそれに伴う協力団体との連携を念頭に、実行委員会の動きと平行して一般の子育て支援  

ネットワークなどにも協力をお願いした。全国的に事業を推進している子育て支援NPOのオブザー  

バー参加は大きく、細かい準備物のマニュアル提供から行政窓口ヘの的確なアドバイス、また地元  

で活動する子育て支援NPOの紹介など、実行委員会の中心となって企画・準備を進めていた「ふた  

ごクラブ」「ツインチェリーズ」のスタッフにもノウハウの蓄積となり、大きな学びと今後の活動へ  

の自信と可能性を感じる機会となった。ただ、今回は日程的にさまざまな行事・イベント・講演会  

などが目白押しの時期でもあり、そのまま成果として参加者人数に反映するものではなかったこと  

が残念ではあるが、参加者全体の所属を考えてみると、これまでの多胎関係者（保健センター・病  

院・母子保健専門職・多胎育児サークル）に加えて、地域子育て支援センター・子育てひろば・サ  

ロンの担当者・保育士・子育て支援NPO・また行政担当者も広い範囲での参加がみられたことは一  

定の評価に値するものと考える。   

大木氏の講演「地域多胎ネットの必要性・有効性」では、初めて参加する多胎児の親にはもちろ  

ん、これまでと違う視点から子育て支援に取り組んできたNPOスタッフや行政担当者にも非常にわ  

かりやすく、ハイリスクである出産・育児の証明とその支援やサポートを支える機関や制度の少なさ、  

ネットワークのあり方とその有効性が伝えられた。また、多胎に関わるデータを活かし、ガイドラ  

インやさまざまな支援メニューが豊富にある海外の事例なども興味深かった。このような公衆衛生  

学的な見地から多胎というキーワードで、もっともっと他分野に伝えながらハイリスクな子育て環  

境の現状を打開していくことこそが、養育者のこころの問題や虐待の予防にもつながり、親子とも  
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に心身健康で、さまざまな人や施設や制度を活かした子育て環境となり、社会全体の将来の姿にな  

ることが望まれる。   

また、ご自身が双子の親であり保健師という、高津氏のような立場の方からのお話は当事者であ  

る多胎児の親やサークルリーダー・そして仕事として日々かかわりを持つ専門職にとっても癒しと  

スキルアップであり、座談会とともに多胎研修には必須である。   

座談会では、多胎独特の悩みが自分だけではないことや、心身を休める工夫をしても良く、その  

サポートができる場所や人があることなど、ほんとうにささやかな願いをかなえる為の情報提供と  

ネットワークの大切ざなどとともに、いくつになっても多胎の悩みは続く為、3歳までで消滅する  

サークルに対する危機感と継続の方法なども話し合われた。   

このようにピアな思いが詰まった座談会の進行は、できるだけいろいろな地域や立場を踏まえな  

がら多くの方に、しかもいかに関連性を持ったつなぎ方をしていくかにより話題の方向性が変わっ  

てしまう為、コーディネーターはその地域性や傾向を知ることが望ましいのだが、今回は担当委員  

がファシリテーションを行い、地元以外の立場ではなかなか難しいところであった。その意味にお  

いても四国全体を視野に入れて活動しているオブザーバーに隣でフォローしていただけたことで、  

短い時間が有効に流れ、またもっと「知らない人たちに知ってもらう方法を」という客観的な指摘  

も真撃にうけとめていく今後の研修会のあり方とその広がりを考えさせられた。   

なお本助成事業では、当初「都道府県単位」の地域多胎ネットの構築を想定してきたが、今回の  

研修会では「愛媛県などの県単位ではなく、四国全体で」という言葉が度々聞かれた。東京などの  

人口規模の大きなところでは、「市・区」などさらに小さな単位でのネットワークの姿が見えてきて  

いたが、逆に人口規模の小さなところでは「四国」など大きな地域でのネットワークが考えられ、  

地域事情に即したネットワークイメージが必要であることがわかった。   

実行委員会のメンバーは、ほとんどがまだ小学校低学年以下の小さな子どもを持つ多胎児の親で  

あり、サークル活動としてもこのような会の実施は未経験で、負担も大きかったと思われるが、各  

自が懸命に着実に役割を果たしてくださったことに大きな拍手を送りたいと思う。実行委員の感想  

にも「達成感」「次の段階へ」という言葉が出ているように、確かな手応えが感じられる研修会であ  

り、今後の活動の広がりと可能性に期待したい。  

【担当要員】橘   薫（いしかわ多胎ネット） 天羽千恵子（ひようご多胎ネット）  

4．近畿ブロック研修会報告  

報告担当者：平 尾 純 子（おおさか多胎ネット設立準備垂員会）  

藤 本 佳 子（ひようご多胎ネット）  

1）実施概要  

①実施地・場所  

㊤日  時  

（吾テーマ  

④内  容  

事業説明  

講  演  

大阪府大阪市 大阪保健福祉専門学校  

2008年11月30日12：30～16：30  

「みんなで 聞こう 話そう 支えよう 多胎育児～それぞれの立場をつないで～」  

多胎育児サポートネットワーク 田中 輝子  

「それぞれの立場をつないで～いしかわ多胎ネットからの発信～」  

志村 意（いしかわ多胎ネット金沢大学人間社会学域）  
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パネルディスかソション「みんなで 聞こう話そう 支えよう 多胎育児」  

指定発言者  

パネリスト  

落合世津子（おおさか多胎ネット設立準備委員会／大阪保健福祉専門学校／元大阪府保健師）  

山下 典子（大阪府立母子保健総合医療センター地域保健室）  

西尾あゆみ（大阪府助産師会／双子サークルツインステップ）  

糸井川誠子（ぎふ多胎ネット／多胎児サークルみど・ふあど）  

平尾 純子（おおきか多胎ネット設立準備委員会／豊中ソーセージクラブ）  

志村  恵（いしかわ多胎ネット／金沢大学人間社会学域）  

田中 輝子（多胎育児サポートネットワーク）  

アドバイザー  

ファシリテ一夕ー  

⑤参加者数 47名  

当事者12名・多胎育児サークル関係者13名・行政関係者4名・医療関係者2名・民間育児支  

援者5名・研究者3名・その他8名  

（参協  力  大阪保健福祉専門学校 おおさか多胎ネット設立準備要員会  

そらまめKids（茨木市）ソーセージクラブ（豊中市）ジュモ（相原市）  

⑦後  援  日本双生児研究学会 大阪府 兵庫県 大阪市 茨木市 相原市 豊中市  

いしかわ多胎ネット ひょうご多胎ネット ぎふ多胎ネット  

2）講演■討論会要旨  

◆講演「それぞれの立場をつないで～いしかわ多胎ネットからの発信」  

いしかわ多胎ネット金沢大学人間社会学域 志 村  恵   

双子自身は楽しい双子ライフを一生送ることができ、双子達はすばらしくハッピーなのだが、ど  

うも双子を育てている方にはそういう実感がないようなので、双子の本人である私の一番の使命は、  

「双子は皆ハッピーなのだ」と伝えることだと思ってきた。しかし今日は、会の趣旨に沿って「ネッ  

トワークはどういうものなのか？」ということと「いしかわ多胎ネット」について話すこととする。   

まず“ネットワーグという言葉の意味に戻って考えていきたいと思う。■■Net’’とは、“網’－であり、  

結び目があってそれがつながっているのが網である。そして、網だけでは駄目であり、“Work’’なの  

で、それが機能する、働くということがポイントとなる。「ネットワーク」をしゃれで「ネット・和  

一ク」とも呼んだりする。“和”とは、共通の認識、共通の理解、共通の目標というものと思われる。  

余談だが、ドイツ語で同じ発音の“nett”は、“網”とは全然関係のない単語で、「親しみやすい、親  

切な」という意味があり、たとえば「多胎ネット」といえば、「多胎にやさしい、多胎に親切な、ワ  

ークだ」と思えるような語感がある。   

ネットワークには結び目が必要だと言ったが、「点（個人）」や「固まり（集団）」であったりする  

ものを「ノード（結び目）」といい、これらをつなぐと「リンク（網）」になる。これだけではネット  

ワークにはならない。そこに働きや何かが生じなければならず、それを「流れ（フロー）」と呼ぶ。  

つまり、つながりに情報や資金、関係、仕事が流れ、そしてネットワーク全体が作動していく、そ  

れがネットワークである。ただ私の気持ちとしては、そのネットワークにあって重要なのは、「情報、  

資金、人間関係」ということだけではなく、「信頼感」が大事であると思う。多胎関係ネットワーク  

におけるフローとは、相互の信頼感、共通の認識、共通の目標、使命感（ミッション）であるべき  

ではないかと思う。   

では、ネットワークはどのぐらい有効なのか。ほんの少し動いて、ちょっと人をつなげば、一つ  
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のコミュニティになる。全員が全員を知っていなくても、誰かを介してつながることができれば、  

簡単にコミュニティができる。さらに、そのつながりの中に「ハブ」と呼ばれるキーパーソンがい  

れば、ものすごいつながりが形成される。普通の生活をしている私たちも、いろんな人を頼ること、  

いろんな仲介を経ること、あるいはいろんな人につながることによって、ものすごい関係性をつく  

ることができる。   

ただしかし、つながるだけではだめで、そこには動きが必要になり、“ワーグするためのミッシ  

ョンがポイントになる。それぞれの地域ネットは、それぞれの地域の特性や事情を持っており、そ  

の地域の状況やニーズから必然的に生まれた活動の拠点や集団や人物がいるはずである。それはも  

のすどく大きなグループかもしれず、また一人の個人かもしれないが、それぞれの地域のニーズに  

あった「ノード（結び目）」があるはずである。しかもそういうものにやみくもにつながっていくの  

ではなく、その地域の重要な拠点や集団をよく見極めて、そこで持っている力や人間関係、信頼関  

係をよく見ながらつながったりつなげていく必要がある。そして「結びついた後、どうするのか」  

という中身が問われる。逆にいえば“何がをしたいが為に結びつくわけだが、その“何がが一致  

していないと、たとえ一瞬つながったとしても、長続きせず、豊かな営みも生まれていかない。つ  

まり、そのネットワークを使って行われる事業・活動が、その地域にとって本当に必要なのかが問  

われていくことになる。   

そして、何よりも、私たち自身がしっかりとした「ノード（結び目）」になっておかなくてはなら  

ない。サークル、グループ、組織において、しっかりとした信頼感によって結びあわされた結び目、  

しっかりとした働きをする結び目になっているか？ネットがつながるといろいろ広がっていくが、自  

分を失い自分がわからなくなってしまう危険性がある。そういった中で、しっかりと一致した認識  

が必要。そしてなおかつ、他のノードと結びつく意志と目的意識を持つ必要がある。そうでなければ、  

経路は途切れてしまう。つまり“ミッション”が本当に問題になってくる。   

この“ミッション”は、日本語では“きょうどう’’と言われるが、「共に働く」というよりも、最近  

は「協力して働く」という“協働”を使うことが多いようである。たとえば行政とのパートナーシッ  

プにおいても、対等で協働する、協働参画型が求められてきているように思うし、実際そのような  

姿勢が有効だと思う。昔のような、対立・陳情型でなく、“ステークホルダー”と呼ばれる様々な関  

係者が、対等・参画型で、協働していくことが大事だと言われている。   

ところで、普通はネットワークといっても、たとえばあるサークル内の絆はとても強くても、外の  

サークルや他の人達とつながりは、せいぜい1本～3本程度のものだというのが、普通のネットワ  

ークの姿である。これには、二つの見方ができる。一つは「1本～3本という少ない数で、簡単に  

つながることができる」という見方である。もう一つは、否定的だが、「閉鎖的になりやすい」「つ  

ながりはできるが、数が少ないので展開力に欠ける」という見方である。つまり、私たちは同じよ  

うな考えを持つ者ばかりで集ってしまいがちで、その場合は展開力に欠けるということを知ってお  

く必要がある。   

では、多胎育児支援において必要なネットワークとはどういうものだろうか。今述べたように閉  

鎖的では展開力に欠けるので、本当に多様な立場の人（行政、医療、専門職、研究者等）とのつな  

がりが必要で、そうして初めて多様な活動ができるようになる。また、他の支援分野（障害者、教育、  

保育、地域おこし等）ともつながることによって、お互いに高めあう事ができる。そのときに重要な、  

協働の大原則となるのが“対等”ということである。立場・役割は違っても、上下はない。それぞれ  
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の働き、それぞれの役割、それぞれの使命というものをお互い認めあい、尊重しあって、一緒にや  

っていきたいと思う。   

それから繰り返しになるが、地域の「結びつき」「あつまり」の特徴を十分に理解しておく必要が  

ある。そして、自分たちの活動の具体的な課題を知り、振り返りをしたり、未来図を描いたり、新  

たな課題も見つめ、それによって必要な新しいリンクについても考えていく必要がある。   

では、そうしたネットワークになってどうしていくかということだが、それぞれの多様性を活かす  

働き方が必要であると思う。それから、結びついた人たち・グループにもそれぞれに十分な利益の  

ある関係を持つこと。つまり、一方だけが利益を受けるのではなく、結びつくことで相手にも色々  

な利益や情報や経験が渡っていき、お互いに豊かになるという姿が理想だと考える。そしてさらに  

「地域を越えたネットワーク」が形成されると、さらに経験等が蓄積されていく。それから、ネット  

ワーク自身が自立、成長していくことが望ましいと考える。   

以上、ネットワークについて述べてきたが、自分自身がどのような知り合いやコミュニティを持ち、  

最終的にそうしたつながりが、多胎育児支援のどんなところでどのように利用できるかを考えて、  

今後の活動に活かしていただきたい。  

＊「いしかわ多胎ネットの設立経緯」等については、本章2項「東北ブロック研修会」での講演と重複するため省略  

◆パネルディスカッション「みんなで 開こう話そう 支えよう 多胎育児」  

ファシリテーター 田 中 輝 子（多胎育児サポートネットワーク）  

○落合世津子（おおさか多胎ネット設立準備委員会／大阪保健福祉専門学校／元大阪府保健師）  

・私自身双子の親として多胎育児を思い出すと、今でも涙することがある。  

・保健師の専門性について考えるときに、日本着讃協会が保健師の標語として作った「（人の暮ら  

しぶりを）見て、（住民の声を）聞いて、（人や資源を）つないで、（システムを）動かして、（制  

度や仕組みを）作って、（形を）見せる」というものがある。  

これを私の多胎児支援活動にあてはめると、多胎の未熟児訪問をし、その中で親たちのニー  

ズを集め、子育て支援センターで、第1回目の多胎交流会を持った。  

・保健師活動の展開の一つに「グループ支援」があるが、それには3つの型がある   

①保健師がリーダーとなる、行政主導型②最初は保健師がリーダーとなるが、やがて当事者を   

リーダーとして、横から支える型。③最初から当事者がグループを作り、その援助をする型。  

私は③の型で、地域に多胎育児サークルを作ったが、この方法は当事者の力が発揮され、結果  

的にはよかったと思っている。  

・大阪にはいろいろなグループの型があるが、同じ立場で話し、情報を共有すること、ネットワ  

ークすることで、お互いのよい所を吸収し、さらによい活動ができ、それが多胎支援にとって  

の良い環境作りになると考える。  

○山下 典子（大阪府立母子保健総合医療センター地域保健室）  

・センターとしては、多胎外来という専門外来を持ち、多胎の両親学級では先輩多胎ママの話を  

聞く機会を持ったり、年に一回多胎のバザー開催等の取り組みをしている。  

・自分自身は、多胎に限らず、育児相談や、地域の保健所等に育児支援を託していくという仕事  

をしている。多胎に関していえば、低出生体重児、母親の高齢・体調不良、育児協力者がない  

等の不安を持つまま退院する方が多数いるため、地域の保健師にできるだけ早い時期での訪問  
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や声かけを依頼している。  

・平成11年から、大阪府下の多胎育児サークル情報を集めて一覧表を作成している。これは、お   

母さん方のお守りになると同時に、リーダーと連絡を取ることでつながりをつくる機会に少し  

でもなればと思い、毎年更新している。  

○西尾あゆみ（大阪府助産師会／双子サークルツインステップ）  

・虐待予防のための「専門的家庭訪問支援事業」に助産師として携わり、複数の多胎家庭を訪問  

したのがきっかけとなり、一個人として「ツインステップ」を立ち上げた。  

・使用していた会場は条件が整っており，たくさんの参加があったが、消防法の規定定員を超え   

て使えなくなり、現在休会状態である。当初から運営はすべて自分が担っていたが、ようやく   

当事者から「協力する」という声も聞かれた矢先の休会で、大変困っていた。今日の会に参加し、   

協力者を募ってなんとか再開したいと決起している。  

・虐待予防の観点からは、予備軍でもある多胎家庭への妊娠中からの指導は非常に大事だと思う   

ので、助産師会でもアピールしていきたい。  

○糸井川誠子（ぎふ多胎ネット／多胎児サークルみど・ふあど）  

・サークルでは、子どもが就園・就学しても、自分が残れば支援する側になれることに気がつき、  

卒会がなくなっていった。  

・岐阜にはパターンの違った10サークルがあり、“多胎児サークル交流会Mを年に一臥当番制で   

開催。それにより、行政や異業種と自然につながりを持ち、自分たちで開催できたことで自信   

を持ち、サークルがエンパワーメントされた。その交流会のつながりより、「ぎふ多胎ネット」  

が発足された。  

・ピアサポート事業も始まり、行政・医療機関との連携が深まり、「一人の多胎児の母をみんなで   

見守ろう」という「切れ目のない支援」体制ができ始めてきた。  

・ピアサポート活動は、自分の辛かった経験が財産となる喜びをサポーターが得られる。  

○平尾 純子（おおきか多胎ネット設立準備委員会／豊中ソーセージクラブ）  

・「ソーセージクラブ」は、12年前に行政主導で立ち上がったが、翌年には自主サークルとなり、   

現在は月1回交流会を開催し、年4回会報を発行している。  

・課題は、今後保健センターが使えなくなるための場所の確保と、スタッフ不足。スタッフにつ   

いては、卒会をなくし、妊娠期からの先輩ママとの交流を目指したい。  

・「おおさか多胎ネット設立準備委員会」  

の一人としては、まずはその土台づく   

りとしてサークルリーダー交流会を開  

き、他のサークルとつながりを持ち、  

いろいろな問題を一緒に考え、お互い  

にサークル活動を活性化したい。  

◆全休ディスカッションより  

『卒会』は『循環型支援』につながらず、  

サークルの自立・継続にもつながっていか  

ないのではないかというパネルディスカッ  
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ションからの示唆も含めて、それぞれの活動について自由に発言を行った。  

○サークルリーダー（大阪）  

・まだ発足3年目で、広報・スタッフの確保等、他のサークルがどうしているのか知りたい。  

・子どもが就閲すると母親だけでは参加しにくいと感じたり、就労して参加ができなくなる方が   

多いのが現状で、スタッフのなり手がいない。  

・リーダーである自分も、まだまだ話を聞いたり癒されたいと思い、自分より年長のスタッフが  

いる別サークルにも参加している。  

・地域の大学の協力を得ているが、学生主導では親子遊びが中心となり、母親同士の交流の時間   

が減り、月に一回別に交流会を開催するようになった。大学からは、参加者の年齢を制限され   

ていたが、「お手伝い」というかたちで小学生を持つ先輩ママも参加できるようになった。卒会  

はなくていいと思う。  

○サークル支援者（京都）  

・卒会は最初から考えおらず、現在も12年前の発足当初の会員がいて、アドバイスなどをもらう   

などつながっている。みんなの声を聞いて運営しており、受容と供給のバランスを考え、企画   

によっては、ボランティアなどつながる相手も主体的に選択すればいいのではと思う。  

○子育て支援センター職員（大阪）  

・サークル参加者には、「リーダーー 人に任せてはいけない」と話し、自分はリーダーのバックア  

ップ、相談役、つなぎ役であろうと思っている。  

○各多胎ネットより  

・当事者ではない人たちにも支援が広がっていることを嬉しく思う。  

・集会の当番制、リサイクル担当など、小さくても役割を持ってもらう。スタッフ自身が楽しむ   

会（ランチ会、飲みイベント、リーダー会等）を別に持つ。  

・スタッフに交通費や（小額でも）賃金を支払えるようになると、自己肯定感が高まり、循環型  

支援がうまく回っていくのではないかと感じている。  

・「自分も助けてもらったから、次の人を助けたい」という気持ちをもってもらうと活動が続く。  

○自治体保健師（大阪）  

・地域担当の保健師として、担当する地域には多胎の方も多く多胎家庭が集まる機会を作りたい  

と思う。ぜひお母さんたちからも、自分のニーズを行政に届けて欲しい。  

○自治体元保健師より助言  

・意欲のある言葉を聞いて嬉しく思う。継続する事が大事なので、無理せずゆっくりできる事か  

らが大切。  

・多胎の親は日々のことで追われており、行政に声をあげる余裕はほとんどない。多胎支援は継  

続することが重要で、そのためにはニーズ調査をしたり、職場で虐待予防活動であるなどの意  

識を浸透させるなど周到な用意が必要。  

○志村氏  

・サークル活動において、自分自身も楽しむと長く続く。また、先々色々あるからつながってお  

くと自分の得になるとか、自分の体験を活かして自分を肯定できるというような面もポイント  

となる。卒会をなくすと、社会資源につながっていく。  

・いきなりがっちりとした地域全体を巻き込むようなネットを作るというふうには考えずに、ミニ  
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マムな地域を対象として、今見えてい  

るニーズで何かの具体的な企画、たと  

えばサークル交流会・リーダー会や、  

出会いの場としての研修会などを協働  

で行うことを出発点とするのがいいの  

ではないか。そして、それを次につな  

げるという意識を持つこと。また企画  

段階から一緒にすることも大事。  

○まとめ   

大阪には、山下保健師の「サークルー覧  

表」のような貴重な情報があり、西尾助産  雲加着からの発言も活莞に行なわれた  

師のような当事者ではない専門職という立場での支援の場があり、大阪大学の早川教授のようにデ  

ータを持つ研究者がおられるなど、すでに多様な多胎支援の種がある。皆さんがいいかたちでつな  

がれれば、当事者にとって隙間のない支援の実現が期待できる。  

3）参加者アンケートより  

◆今までに、多胎育児支援の必要性を感じられたのはどのようなことですか？   

〈情報不足〉  

・多胎児の妊娠・出産・育児に関する情報が少ない。  

・経験者からの情報がほしかった。   

〈専門職・支援者として関わって〉  

・行政、首長が唱える「子育て支援」では不十分だと感じる。  

・職業上、多胎の現状を見て、世間にまったく理解されていないと感じる。  

◆今回この研修会に参加された動機をお聞かせ下さい。また期待されることはありますか？   

〈当事者として〉   

・先輩双子ママの話が聞きたかった。   

くサークル・多胎教室の運営について〉  

・自主サークルでの運営が大変。他のサークルの話が聞きたい。  

・行政主体の教室をしているが、母親のニーズに沿っているか不安。しっかりサポートできる教   

室にしたい。   

〈支援について〉  

・支援活動に関わっていく中、活動の方法や考え方、支援者としての立場での楽しみと問題点を  

知りたい。   

〈ネットワークヘの興味〉  

・石川・岐阜・兵庫などネットワークできている先進例を知りたかった。  

・様々な人々が多く集まる大阪での、多胎ネットの難しさと可能性について知りたかった。  

◆今回の研修会の感想をお聞かせください。  

・志村先生のネットワークの話は、すごくためになった。  

・「つながるだけではダメで、目的意識や中身が問われる」と、改めて確認した。  
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・自分の経験は財産であり、それを次につないでいく事で、多胎支援が広がると感じられた。  

・支援とは大きく大変なものととらえていたが、「何ができるか」ではなく、「自分でできる事をし   

ていく」という形から始まるんだと考えさせられた。  

・「循環型支援につなげるために」という自分のニーズと合致していた。  

・山下さんの多胎サークルー覧表の取り組みについて聞くことができ、よかった。  

・様々な双子支援の方と知り合うことができて、とても良かった。  

・ネットワークとは何かということと、サークルの卒会のことが参考になった。  

・サークルを長く続けていく為のヒントが得られた。機会があればメン／ミーと共に参加したい。  

・「助けてもらって助かった」→「だからお返しを」の気持ち育てが大事だと思った。  

・発言者が皆言いたいことを持っていた。概念的な話で終わるものが一つとしてなかった。  

◆今回の参加者は、大阪府の方が半数をしめていたが、遠方からの参加もあり、多胎支援研修会へ   

の期待を感じた。「今後の研修会等の開催」にあたり、規模としては「近畿全体で（8人）」「府県   

単位で（13人）」との意見が大半であった。中には「小さな地域でつながりを深めていく中で、   

活動範囲を広げたほうが良い」という意見もあった。開催頻度は、『1年に1回（15人）』『半年に  

1回（9人）』という意見が多く、内容では「多胎の親向け講演＋交流会」「支援者向け講演＋交流   

会」「行政の母子保健担当者の話が聞きたい」等さまざまな方の話を聞き、知識が得られる場で   

あってほしいとの意見があった。  

4）実行委貴会より  

（彰効果と課題・今後への希望   

近畿ブロックということで、兵庫や京都からも参加頂き、幅広い地域での現状を知る事ができた。   

若い保健師から「新たに多胎児の支援をしていきたい。今すぐにでもできるのではないか」と意  

欲満々の言葉を頂いた。とても素敵で、嬉しい反応だと思う。具体的な支援の実現には様々なステ  

ップが必要だろうが、ぜひその気持ちを持ち続けて、実現に向けての行動を起こしていただきたいし、  

私たちに協力できることがあれば、ぜひご相談いただきたいと思う。   

大阪については、子育て支援は充実しているが、それを本当に必要としている当事者に情報とし  

て届いていないのではないか、支援の手は沢山あるのにそれがうまくつながっていないのではない  

かと感じる面がある。多胎児の親は子どもが大きくなっても、辛かった育児を話すと、今でも涙が  

出るほどの思いを持っている。産後うつや虐待予防の観点からも、単胎とは違うハイリスクな育児  

について、行政や医療など専門職の方の理解を更に得、各機関が連携を取れれば、充実した隙間の  

ない支援の実現が、大阪では期待できる。今回パネリストとして参加下さった大阪府立母子保健総  

合医療センターの山下保健師や、大阪府助産師会の西尾助産師とのつながりを大切に、それぞれの  

立場を活かしたゆるやかなネットワークとしてつながっていくために、今後早い時期に次の行動を  

起こすことが必要だと感じ、まずは平成21年3月にサークルリーダー交流会を予定している。   

多胎児の親やサークルリーダーの中には、「これからの多胎ネットづくりに参加したい」と言って  

くださる方もあり、今後の活動に期待がもてる。情報の収集・情報提供や交換、各サークルの交流、  

また今後近い将来、訪問型支援∵ピアサポート活動”に向けての準備の勉強会も視野に入れて、活  

動していきたい。  
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②感想  

・活動的な母親はいろんな場所に行く事ができるしイベントにも参加しているが、なかなか出かけ   

る事のできない多胎児親子も沢山いると思う。今後は、一人でも多く、そんな親子といつでも話   

しができるような活動をしていければいいと思う。  

・新たな出会いがあり、一人ひとりのこころの中に同じ気持ちが芽生えると、それぞれに手をつな   

いで一緒に歩んで行く事ができるだろう。  

・大阪は多様な人がおり、その中での多胎ネットの難しさもあるが、今後の活動にも期待がもてる。  

・色んな難しい現状の中、研修会をやり終えた充実感もあり、関わることができて本当に良かった。   

この気持ちを今後につなげたい。  

【実行委員】  

落合世津子（おおきか多胎ネット設立準備委貞会・大阪保健福祉専門学校）  

平尾 純子（おおさか多胎ネット設立準備委員会・豊中ソーセージクラブ）  

岡本 吏江（おおきか多胎ネット設立準備委員会）  

明神さゆり（おおさか多胎ネット設立準備委員会・ジュモ）  

西田 純世（おおさか多胎ネット設立準備委員会・そらまめKid5）  

5）担当委員よリ   

2007年10月27日に「おおさか多胎ネット設立準備委員会発足記念講演会及び交流会」を開催し、  

参加者からも「ネットワークの必要性を実感した」という声が上がった。近畿の中心大阪で多胎ネ  

ットを立ち上げようと頑張っているメンバーのスキルアップもかね、メンバーの力を借りて研修会  

を開催することにより、大阪から多胎育児支援が盛り上がるのではと思った。   

大阪府・市では、全国的にも先駆けて行政主催の多胎児教室などを開くなど、多胎児支援が行わ  

れてきた。その後、現在も教室を継続する地域、自主グループへと移行した地域、現在は教室が行  

われていない地域とそれぞれではあるが、多胎児支援についての意識は高いと感じる。今回ご登壇  

いただいた山下氏の勤務される大阪府立母子保健総合医療センターでは、地域の中核となる周産期  

センターとして、発表にもあったような多胎に特化した取り組みもなされている。また、各地で当  

事者による自主グループも立ち上がっているが、それらが各々独立した活動をしており、そのつな  

がりはあまりないように思われた。   

そこで、お互いにそれぞれの立場を理解し合いつながる事により、多胎支援の輸が広がることを  

期待し、昨年に引き続き今年の研修会を計画した。研修会アンケートからも、参加にあたって期待  

されることに、講演内容がうまくマッチしていたことがうかがえる。たとえば、「志村先生の講演が  

わかりやすく現実的であった」「ネットワークとは何か？つながるだけではだめで、目的意識や中身  

が問われる」「多胎育児経験はないが、子育て経験者として人的支援をしていきたい」「支援を受け  

ている母親達に、その実感を持たせられる機会をつくっていけば、エンパワーできて良いと思った」  

「いろいろな方の話を聞くことができて良かった」との声があった。今後は行政・サークル・研究  

者・支援者・医療関係者等が、それぞれの得意分野で、なにができるかを考え、支えあえる関係を  

築くことが必要だと思う。   

その為にも志村の講演にもあったようにネットワークが必要となってくる。まずサークルリーダ  

ー会を開催し、交流を持ち、その一つ一つのサークルが地元で、行政・医療関係者、民間支援者等  
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とつながり、良い関係を築き、その後またサークルリーダー会で他地域と情報を分かち合う事で大  

きくなるのではないのではないだろうか。小さなネットワークが各地にでき、そしてその小さなネ  

ットワーク同士がつながっていくことが、必要だと思う。   

今回は「近畿ブロック」という括りで研修会をしたが、すでに兵庫では「ひょうご多胎ネット」  

が活動している。しかし、そのノウハウをそのまま伝えることはできない。それぞれの地域の特徴  

を考慮して、急がずゆっくりとしたネットワーク作りをしていかなければならず、その過程が他の  

地域へ大きな影響を与え近畿全体が発展していくのではないだろうか。同じ近畿の仲間として見守  

っていきたいと思う。今回の研修会は休日にもかかわらず、それぞれに多胎支援に熱い思いを持っ  

た方が多く参加してくださった事は、大変嬉しく、改めて感謝の意を表したい。  

【担当委員】藤本 佳子（ひようご多胎ネット）玄田 朋恵（いしかわ多胎ネット）  

5．「地域多胎ネッh 構築の効果と課題   

新しい地域多胎ネットの構築を目指し、その種を蒔くべく本助成事業においてこの2年間で、実  

際に行った研修会は、次のとおりである。   

2007年度  

○おおさか多胎ネット設立準備委員会発足記念講演会及び交流会（2007年10月）  

○愛知県内地域多胎サークル交流会（2007年11月）  

○あきた・多胎育児の勉強会（2007年12月）   

2008年虔  

○東北ブロック研修会（2008年9月）  

○近畿ブロック研修会（2008年11月）  

○四国ブロック研修会（2008年11月）  

1）効  果   

各地での効果と課題は、この章の各研修会報告および昨年の報告書で詳しく述べられているが、  

全ての地域での効果として挙げられるのは、次の6点である。   

まずは、地域多胎ネットの基本となる、地域の多胎に関係する多様な人々が一堂に会し、それぞ  

れの立場からの意見や課題を率直に話す場を設けたことで、相互理解が進んだこと。2番目に、支  

援者たる行政・医療の専門職者や民間の育児支援者等に、その地域の多胎家庭の現状とニーズを伝  

え、支援の必要性とその根拠を示した上で、多胎支援に関する意識を高めたこと。3番目に、「では  

多胎支援として、何ができるのか」という点で、ピアサポート等その具体的な支援の方法を示した  

こと。4番目に、地域多胎ネットの有効性と可能性について、既存の地域多胎ネットの事例を紹介  

しつつ、その具体的なイメージを伝えたこと。5番目に、実行委員となったメンバーが、これらの  

研修会開催過程を経てスキルアップし、自分たちのサークル活動の意義を意識し、サークル内だけ  

ではなく、行政や医療、研究者、地域の子育て支援者等とのつながりへと、外へも目を向け始めた  

こと。そして6番目に、その実行委員たちが、地域で新しい支援活動を始めようとするときに、今  

回各地区を担当した推進委員などが相談できる相手となったことである。   

これらにより、研修会終了後から、多胎育児サポートネットワークや担当委員には、各地から次々  

と新しい活動に関する相談や報告が入ってきている。たとえば、秋田では、単発ではあるがピア訪  
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間活動が実際に行われ、来年度には大高講師との連携でピアサポート活動の実施を予定しているこ  

と。大阪では今年度中に第2回目のサークル交流会を計画し、いよいよ新地域多胎ネット発足への  

活動が本格化しようとしていること。四国では新サークルの立ち上げ支援が具体的に始まり、ある  

自治体からは「何か取り組みをしたい」との打診があったこと等、この事業がそれらの地域に一石  

も二石も投じたことが、証明された。   

ここで今示した各地の報告から、同じように研修会を行っても、その地域の人材・人口規模など  

地域性・これまでの各機関との連携経験の有無など、その地域の状況によって、スタートする活動  

が様々であることがおわかりいただけただろうか。既存の3地域ネットが、発足までの経緯も活動  

形態も活動規模も様々であるように、今後立ち上がる地域多胎ネットも、それぞれの地域事情に合  

わせ、それぞれのスタイルを持てばいいと、私たちは考える。  

2）課  題   

では、すべての事業において著しい効果がみられたのかというとそうではない。同じような手法  

で地域多胎ネットの構築をイメージしたが、ネットワーク化の兆しが見える地域と、課題を残した  

地域があったというのが、正直なところである。この2年間の事業から、私たちが強く感じたのは、  

サポートするに当たり、そのサポート対象の姿をよく見極めることの必要性と、それに合わせたサ  

ポートの必要性であった。   

地域多胎ネットの成り立ちを左右する要素としては、次の3つが挙げられた。それらを見極める  

ことが、今後のサポートには重要なポイントとなると考えた。  

（分地域の姿  

人口規模、政令指定都市の有無、家族層の特徴（同居家族・核家族・その地域の家庭像・   

転出入の多少など）、行政の体質（市民活動への理解度）、行政の支授の有無、行政・医療等   

専門職者の多胎育児支援に対する考え方、多胎出産を扱う医療機関の数、多胎研究者の存在   

の有無、公的・自主的な多胎育児サークルの数等  

㊤中核となる組織   

活動実績、専門職（医療や研究者）や行政との連携のあり様、地域資源とのつながり、助   

成金などを用いた公の活動の実績、メンバーの人数や資質、事務処理能力（特にPC操作）等  

④リーダーの資質  

ミッション（活動目的）の方向性、活動等に関する思考傾向、対外的な姿勢の傾向、仲間   

の姿、コミュニケーション能力、健康状態等   

また、手法そのものが有効であったかも検討課題である。助成金での支援は、予算に見合った規  

模と短期間での成果が求められる。今回は、その規模や性急さが、地元の実行委員たちを疲れさせ、  

準備段階で実行委員会が主導権を返上したケースもあれば、規模も内容も参加者の反応も素晴らし  

い研修会を実施したにも関わらず、実行委員自身が達成感を得られず、次への意欲に結びつけるこ  

とができなかったケースもあった。   

今回の事業は、地元の多胎育児サークルリーダー・スタッフという当事者を核とした、地元主導  

型での研修会開催を予定した。しかし、日本の多胎育児サークルの現状としては、そのメンバーの  

ー30－   



ほとんどが就園前の多胎児を持つ親であり、リーダーといえども自身の子がせいぜい小学校低学年  

というような場合が多い。実際、本事業の実行委員も、子どもが小学生以下という者がほとんどで、  

まだまだ自身が育児の真只中にあり、家事を担う主婦でもある。そして、サークルとして助成金な  

どを受けた経験のないところもあり、そのメンバーでこれほどの規模の事業ができたことは、本部  

のサポートがあったとはいえ、実行委員各人の並々ならぬ意志と努力と献身、そして家族の理解と  

協力があったからに他ならない。そして、それが今後も同じように続くことを期待しすぎてはなら  

ない。   

そこで私たちは、今後の地域多胎ネット構築支援事業について、手法の転換を考える。この項の  

「効果」でも述べたように、ただ一日の研修会でも、その地域に与える多胎支援への効果が大きいこ  

とは証明された。だが、我々が一石を投じ得た地域は、まだほんの一部に過ぎない。今後は、まだ  

未着手の地域において、地元主導型ではなく、こちらから「研修会」「フォーラム」などを主催する  

ことによって、その参加者の意欲や関心をすくい上げていく方法を用いてはどうだろうか。そして、  

そこでその地域の様々な立場の人々をつなぎ、相互理解を深め、連携することの意義や地域多胎ネ  

ットの効果と可能性を示し、地域多胎ネットの種を蒔き、そこで出た芽を個別相談などで大事に育  

むというかたちであれば、当事者に過大な無理をさせることなく、その地域のニーズや実情に合っ  

た地域多胎ネットのかたちが見えてくるように思われる。   

その際のサポートのポイントとして、この二年間の事業で見えてきたものを示し、この孝の最後  

としたい。  

【サポートのポイント】  

a）対象地域の特性、核となる組織、中心となる人物の資質などを見極め、それに合わせたサ   

ポートをする。  

b）地域特性に合わせて示すことのできる、モデルをもつ。  

⊂）具体的な事業実施マニュアルを提供する。  

なお、研修会等では、多胎に関しての基本的な情報を丁寧に伝えるとともに、地元の当   

事者や専門職などに話をしてもらう場を持つ。  

研修会等の評価は、参加者数など規模の大きさではなく、地域のキーパーソンの参加が   

あり、人と人をつなぐことが重要だと考える。  

d）状況によっては、サポートする事業や地域多胎ネット構築活動そのものを、「中止する」ま  

たは「延期する」という判断も必要。  
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第2章 20年度のピアサポート活動モデル事業の報告  

担当推進委員 田 中 輝 子（多胎育児サポートネットワーク）  

分析とまとめ 佐藤喜美子・太田ひろみ  

山元 有任・佐々木裕子（杏林大学保健学部）  

1．東京都での「ピアサポート活動」を行うに至った経緯   

前章で述べられたように、地域における多胎育児支援は、様々な立場の人や社会的資源がネット  

ワークを組むことで有効となると考えられる。   

しかし東京都など人口規模の大きい大都市圏では、多様な価値観に基づく子育てやそれに伴うニ  

ーズ、地域の顔が見えにくい人間関係、既存の多様な社会資源などが、地方都市より多岐にわたり、  

多胎育児家庭といえどもニーズが見えにくい傾向にある。これまで私たちは、多胎育児支援のため  

には当事者団体こそ力をつけなければならないと考えてきたが、実際に東京都では地方都市にある  

ような地域密着型で息の長い活動をする多胎育児支援グループは、全国規模で40年以上の活動を続  

けているツインマザースクラブの本部以外にはない。多胎育児支援を広げていこうと考えるならば、  

一般的な子育て支援団体にも多胎育児についての理解を求め共に学びあいながら支援を進めていく  

ことが支援の発展を促すには重要なことである。   

そのため20年度の事業においては、「当事者グループが核ではない団体の支援」についての模索  

を試みた。一般的な子育て支援を目的に活動してきた団体に最初から「多胎育児支援のネットワー  

ク化」を求めるより、「ピアサポート事業」を通じて、お互いの情報交換や連携を図ることで、ゆる  

やかなネットワークが形成されるよう方向づける試みである。19年度から準備を進めてきた東京都  

内の3つの団体と共に、モデル事業として「ピアサポート活動」を行った。また多胎児の親の会と  

しての歴史が長く、ボランタリイな活動を続けてきたツインマザースクラブの杉浦祐子会長にも、  

活動へのアドバイスをお願いした。3つの団体の特徴は以下の通りである。  

多摩多胎ネット：核となるのは以前から多胎育児グループを支接してきた杏林大学保健学部の研究  

者。8年ほど前から「多胎児の親の会・ジェミニ」の活動を支援しており、また研究者の助産師・  

保健師が積極的に多胎育児支援について関わってきた。  

特定非営利活動法人保育サービスひまわリママ：日常的な保育はもとより、緊急時でも対応できるよ  

う24時間保育サービスを受け付ける体制を整え、一時預かりもできる事業所として10年以上の事業  

の実績がある。日頃のサポートで困難を感じていた多胎児家庭への対応を検討し、モデル事業に協力。  

特定非営利活動法人せたがや子育てネット：都内でも特に人口規模が大きい世田谷区では、子育て  

支援も多岐に渡っているが、東京都世田谷区を中心に、多様な子育て支援情報の整理や提供、支援  

グループのネットワーキングなどをメインの活動とした中間支援団体。   

この3つの団体は、いずれも活動拠点があり地域資源情報の発信や行政施策への提言も行うなど、  

地域への影響力も大きい。前年度のピアサポート活動から、「当事者への的確な情報提供」や「ピア  

サポーターの訪問によって、拠点型支援に安心して出かけられるようになる」ことは、当事者のエ  

ンパワーメントになることが示唆されている。各団体の特色が、多胎育児のピアサポート活動にど  

のように反映されていくのかも、今回のモデル試行の課題とした。  
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1）「多摩多胎ネット」によるピアサポート活動モデル事業  

佐藤富美子・太田ひろみ・山元有任・佐々木裕子（杏林大学保健学部）  

①本団体の概略とモデル事業のねらい   

多摩多胎ネットは、平成18年3月に杏林大学保健学部教員と東京多摩地域の多胎育児サークルが協働  

で設立した組織である。このモデル事業は、杏林大学保健学部とふたご・みつごの親による自主グループ  

「ジェミニクラブ（八王子市）」および「さくらんぼツインズ（昭島市）」が協働し、八王子近隣支部のピ  

アサポート活動に取り組んだ。かねてから杏林大学保健学部として多胎育児家庭へ学生ボランティアなど  

を派遣したりサークルの活動をバックアップしてきた実績を生かし、また医療専門職としての立場からも、  

妊娠・出産・育児での隙間のない支援を目指した。  

（ヨサポートの実際   

杏林大学が連絡本部となり保健師・助産師の資格を持つ看護学科の教員がコーディネーターAとなった  

ことである。コーディネーターAは、教員のネットワークを活かし杏林大学病院の助産師や八王子および  

昭島市の保健師との連携を図った。またコーディネーターBは「ジェミニクラブ」のリーダーであり、9  

名のサポーターと共に実質的なピアサポート活動を行った。2カ月間で14件のベ20回の活動であった。  

妊娠期からの利用者は3件だったが、その中の1件は妊娠期からの情報提供、入院施設への訪問、退院後  

のピアサポート等、妊娠期から育児期まで継続したピアサポート活動を実践した。また、保健センターか  

ら紹介された利用者や、必要性を感じた事例については本人の意思を尊重しながら専再機関への紹介など  

働きかけることができた。  

（卦モデル事業と成果と課題   

今後地域の専門機関と確かな連携を組むためには、コーディネーターAの機能を明確にしていくことが  

必要である。今後はコーディネーターBを八王子市と昭島市にも増員し役割の分担など機能を調整する必  

要がある。   

またピアサポーターとなった母親達は、自分の経験が少しでも役に立てばとの気持ちからサポートに取  

組んだ。訪問の主目的は利用者の話を傾聴”することであったが、対象によっては具体的な育児サポー  

トのニーズがあり、どこまでがピアサポートなのかと戸惑いながらも、より深く傾聴するために、“傾聴’’  

以外の育児サポートを実践した事例もあった。訪問したピアサポーターは毎回訪問終了後に振り返りを行  

っていた。しかし、全体での事例検討や意見交換を兼ねた報告会の開催時期が遅く、疑問や戸惑いに即対  

応することができなかったことは課題である。今後は定期的に全員で事例報告会を行い、活動内容の共有  

やスキルの向上を図っていく必要がある。さらに、子育てが一段落した次の新たなピアサポーターを募集  

し育成していくことが必要である。   

ピアサポート活動を行う際に、利用者の紹介や問題が生じた時等、専門職との協働は欠かせない。今回  

コーディネーターAである大学教員（助産師・保健師）のネットワークを活かし、病院からの利用者の紹  

介や訪問活動、また、ピアサポートの領域を超えていると思われる事例については市の保健師への紹介を  

行った。ピアサポート活動としては、ピアにだからこそ話せる本書がありピアとの信頼関係が形成される。  

利用者の了解を得、専門職との連携を勧めることができるのもピアだからかもしれない。専門職と連携す  

べきかどうかの判断やそのタイミングについてピアサポーターおよびコーディネーターの能力向上が望ま  

れる。さらに、今回のピアサポート後、八王子市のジェミニクラブではピアサポート活動後に約5組の参  

加者が増加した。地域の受け皿のひとつとしてサークル活動の基盤整備が必要となる。   

約3ケ月間の期間限定、ならびに八王子地区を中心とした地域限定の取り組みであったが、その間14  

名からの申し込みがあり、訪問回数が述べ20回に及んだことは多胎育児家庭へのピアサポートのニーズ  

の高さを裏づけるものである。今回は2つのサークルを中心とした活動であったが、今後は今回のモデル  

事業を発展させるべく、活動資金の財源確保、新たなピアサポーターの養成、病院や地域との連携・協働  

を視野に入れ多摩地区における新たな多胎児育児支援の輪を広めていきたい。  
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巨棚附擁  
平成20年度  

…§八王子近隣市部のピアサポート活動  

活動主体 多摩多胎ネット（連絡本部：杏林大学保健学部母子看護・助産学教室、地域看護学教室）  

財  源  独立行政法人福祉医療機構助成（一般分）「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」モデル事業   

活 動 地 域  八王子市・昭島市・武蔵野市・三鷹市 他近隣市   

活 動 員 数  連絡本部4名、コーディネーター5名（大学本部4名含む）、ピアサポーター9名   ‾ 
・連絡本部会議…・＝モデル事業のため、運営・運用について等、随時相談、（6月－12月）  

・【病院】への説明依頼・t・・＝本事業内容について、周知依頼（9月・10月）  

・【保健センター】との会議……周知依頼・利用者紹介・報告・相談（7月・11月）  

・コーディネーター・ピア会議……事例報告、サポーターの情報交換、（11月）  

・中間事例報告会……事例報告、サポーターの情報交換（11月）  

・終了評価会……活動のふりかえりと今後の課題（1月）   

研  修  ・コーディネーター養成講座‥・多胎育児サポートネットワーク開催のものに参加（7月）  

・ピアサポーター養成講座‥・6時間研修（7月、10月）  

・活動のふりかえりとサポーターのスキル確認（訪問終了後毎回）  

・ピアサポート活動終了後   

周 知 方 法  八王子市多胎育児サークル会員によるチラシ配布、病院産科外来・病棟でのチラシ留め置き  

配布、保健センター・子ども家庭支援センターにて配布   

多胎育児サポートネットワーク（モデル事業）■  

：委託事業  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
 
 

※コーディネーターA：全体的なコーディネート・：・コーディネーターBこサポーター間のコーディネート  

※多摩多胎ネットとして以前からつながりのあった杏林大学と八王子市の多胎育児サークル  
「ジェミニクラブ」が中心となり、多摩地区の多胎育児家庭のピアサポートを実施。  

※杏林大学が連絡本部となったことで教員のネットワークを活かし、杏林大学病院や保健セ   
ンターからの事例紹介・要請に対し、妊娠期からの情報提供、入院施設への訪問、退院後   
のピアサポート等、妊娠期から育児期まで継続したピアサポート活動が実現しつつある。  

家庭訪問（個別）  

入院患者（個別）  

外来患者（個別）一次年度多胎妊婦の学級活動予定（集団）   
病院訪問－－｛  



2）「特定非営利活動領人保育サービスひまわリママ」によるピアサポート活動モデル事業  

土 屋 美恵子（特定非営利活動法人保育サービスひまわリママ元理事長）  

①本団体の概略とモデル事業のねらい   

特定非営利活動法人保育サービスひまわりママは、平成8年、以下の活動方針のもとに、子育て  

中におこる多種多様な要望に24時間応えられる団体として発足した。   

・子育て中のあらゆる親をサポートする  

・子どもにとって最善の保育方法をとる  

・お互いの顔が見える子育てを目指す  

・ボランティアの気持ちで相互援助活動を心がける  

・地域の子育て環境や自然を充分活用し、育児を楽しむことのできる町つくりに貢献する  

・未来を担っていく子どもたちを育てる大切さと、子育ての楽しさを伝えていく   

その中で、多胎児の親支援の必要性を感じていた。今回のモデル事業は、多胎児家庭にとって的  

を得た支援である。これを実施することで、多胎児の育児者の気持ちの理解が深まり、次の支援方  

法の確立につながることを目的にモデル事業を実施した。  

（動地域の特性   

当市は、人口13万人、年間出生数1000人前後と小さな都市であり吉祥寺という繁華街を抱えて  

はいるが住宅地として密集している。新築戸建て・マンション・社宅と、核家族や転勤族が多いの  

も特徴であり孤立化しがちな環境でもある。また、杉並区・練馬区・小平市・小金井市・三鷹市と  

いう隣接市との子育て環境の共有部分も見られる。当団体は、保育サポートとして24時間緊急対応  

の子育て支援団体として隣接市からの認知、依頼がある。武蔵野日赤病院、杏林大学病院などの他、  

産科入院施設をもつ病院もあり産前や産裾期の支援も要望が多い。  

③サポートの実際   

近隣に在住するサポーターの養成に手間取り、1カ月というサポート期間であったが、5件のサ  

ポートができた。幼稚園選びの相談など地元の情報提供や、男女差、発達差などに対する不安のサ  

ポート、小・中学校になったらどうなるのかという将来のイメージ提供など、ピアサポーターにし  

かできない支援ができたと思われる。サークルに所属していても同じぐらいの子ども年令の人ばか  

りで、先輩ママの体験やアドバイスが求められていた。  

④モデル事業の成果と課題   

妊娠中、出産、乳児、幼児、児童、青少年期・・＝‥と、その時その時にピアが側にいることが安心  

した子育てにつながる。こうした意味でピアサポートの意義を再確認することができた。また、サ  

ポーター自身も自分の育児の振り返りになったり、他のサポーターから学んだりできて、成長につ  

ながったようである。   

反面、サポート回数が2回だけでは奥深い話にまでいきにくい面もあった。また、自分のサポー  

トがこれで良かったのかという不安を解消できないまま終わってしまった面もあった。 しかし、  

いくつかの課題や方向性が明らかになった。今後は以下のことを考慮し、活動につなげたい。  

1．サークル活動に先輩ママを派遣する   

2．ピアサポートを受けたママたちをピアサポーターに繋げていく   

3．当団体で会場の提供をし、サークル活動を支援する   

4．保健センター中心に行政に働きかけていく   

5．杏林大学病院、武蔵野日赤病院、産科病院との連桝  
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平成20年度  

武蔵野近隣市部のピアサポート活動  

活動主体 特定非営利活動法人保育サービスひまわリママ  

財  源  独立行政法人福祉医療機構助成（一般分）「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」  

モデル事業   

活 動 地 域  武蔵野市・三鷹市・他近隣市   

活 動 員 数  事務局2名、コーディネーター5名、ピアサポーター 7名   

議  ・事務局会議‥＝‥モデル事業のため、随時相談  

・コーディネーター会議……事例研修、サポーターの情報交換、運営・運用について   

研  修  ・コーディネーター養成講座……多胎育児サポートネットワーク間催のものに参加（7月）  

・ピアサポーター養成講座……6時間研修（7月、10月）  

・専門職との合同研修（10月）  

・活動のふりかえりとサポーターのスキル確認（訪問終了後毎回）  

・ピアサポート活動終了後   

周 知 方 法  子育て支援施設、保健師によるチラシ配布   

チラシ配布  

・特定非営利活動法人ひまわりママは、地域の養育者に家事援助・育児援助の訪問サービスを有料で提供し、  

また宿泊対応の拠点型事業も展開しており、地元の子育て支援での経験が長い。  

・今回のモデル事業の経験を生かし、多胎児の養育者を対象にひまわりママのホールを使用しての、個別・集   

団のサポートを検討。  

・近隣の杏林大学付属病院に通院している該当地域の妊娠中のママへの情報提供は、無料の公共のサービスや  

有料の民間主体のものなど、幅広く行うことができる。妊娠中からの継続支援が可能。   



3）「特定非営利活動法人せたがや子育てネット」によるピアサポート活動モデル事業  

明石 眞弓、市川 望美（特定非営利活動法人せたがや子育てネット）  

①本団体の概略とモデル事業のねらい   

特定非営利活動法人せたがや子育てネットの今回のモデル事業のテーマは、既存ネットワークの  
活用と自立型・循環型のピアサポートである。世田谷の特性（規模）を考慮し、自立した活動を、  

子育て当事者が循環してざさえあうモデル構築をテーマとして事業を実施した。  
②地域の特性   

世田谷は従来からこの地に住んで地縁関係を大切にしている人たちがいる一方で、転入者も多い。  

しかし、小中学校の学校選択性も取り入れず、地域づくりに力を入れており、都会でありながら、  
町会や学校を核とした地域活動も活発に行なわれている地域である。また、子育て団体は大小あわ  
せ100～150程度存在しているほど、自主活動も盛んである。地域は5地域に分かれており、保健  

福祉センターも地域ごとに設置され、それぞれの独自性を考慮しながら特色を生かした事業を行な  
っている。今回は地域福祉計画なども視野にいれ、コーディネーターの生活圏でもあり、日常的に  

社会資源と繋がっている2地域をモデル地域として選択。地域を常に訪問している保健師と繋がる  

ことでピアサポート事業が円滑に進むということも考慮に入れ、健康づくり課（保健福祉センター）  

と連携を行った。  

③サポートの実際   

訪問によるピアサポートのほか、居住地域や利用者の背景などを考慮しながら、地域資源の積極  
的な活用やつながりづくりをめざした。外出支援としては、区内に3箇所ある双子サークル（自主  

運営1、児童館運営2）を、ピアサポーターと事前に下見をした上で紹介したり、区の産前・産後  

プログラムへの参加呼びかけ、地域子育て支援拠点（児童館・ひろば）、地域のサポーター（主任児  

童委員）などの紹介も行なった。その他多胎児に特化はしていないが、当団体がネットワークをして、  

顔の見える関係をつくっている子育てサロン、子育てサークルなど多様な社会資源があるので、訪  
問時にはそれらの資源を利用者に伝え、一歩踏み出せるよう案内をした。   
また、一人での子育てに不安を感じていた利用者には地域で安心して子育てができるように、居  

住地域の主任児童委員を紹介し、その後のコーディネートで訪問後、実際に児童館で会うことがで  
きた。さらに、ピア活動の情報共有を通して、同じ産院で管理入院・出産をし、比較的近居で、子  
育て仲間を求めている人がいるということが解ったので、両者の承諾を得た上で引き合わせるなど、  
当事者同士の支えあいもサポートした。  
④モデル事業の成果と課題   

私達はこのピアサポート活動を通して、多胎の家族への関心が強まると、自然とまわりに多胎の  
方がいることに気が付くことがわかった。今回訪問はできなかったが、新たな自主グループの活動  
も判明し、自主活動を妨げずにうまく協力することができないか検討中である。   

また、本事業を通して保健福祉センターとのつながりが深まり、地域のグループを紹介できたり、  
障がいのある子どもがいる家庭のピアサポート団体と保健センター、行政を繋げるきっかけ作りも  
できた。多胎育児家庭と共に、多様な子育てにおけるピア活動を支える仕組みづくりが今後できて  
くることを期待したい。   

事業全体を通じてコーディネーターの役割とは、ピアサポーターと利用者をマッチングさせると  
いう役割だけでなく、利用者と地域の社会資源をつなげて地域で自立した生活ができるようにして  
いく、そして利用者が次に担い手となっていく循環型の社会への想いを伝えていくことも重要な役  
割であると考える。そのためにもコーディネーターやピアサポーターには多胎家庭に限らず広い視  

野での子育て全般を把掘し、自身がネットワークを活かし地域との繋がりを日頃から意識していく  
必要があると感じた。  

－38－   



平成20年虔  

世田谷区のピアサポート活動  

活動主体  特定非営利活動法人せたがや子育てネット  

財  源  独立行政法人福祉医療機構助成（一般分）「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」モデル事業   

活 動 地 域  世田谷区   

活 動 員 数  事務局2名、コーディネーター2名、ピアサポーター5名   

議  ・事務局会議……モデル事業のため、随時相談  

・定 例 会……（NPOとして）運営・運用について、案件のシェア  
・顔合わせ会・・‥‥コーディネーターとピアサポーターおよびピア同士の交流、情報交換  

（ランチを食べながらざっくばらんに子育て体験の共有など）   

研  修  ・コーディネーター養成講座・‥＝・多胎育児サポートネットワーク間催のものに参加  

（2007年12月、2008年7月）  
・ピアサポーター養成講座……6時間研修（7月、10月）  

・世田谷の社会資源について  
・活動のふりかえりとサポーターのスキル確認（訪問終了後毎回）   

周 知 方 法  メーリングリスト、ブログによる情報配信  

保健師による案内配布  
多胎育児支援に取り組む拠点への協力依頼および配布（児童館、おでかけひろば）  
ミクシイのふたごコミュニティなどの活用（世田谷＋ふたごなど）  

自主サークルへの周知   

テーマ：既存ネットワークの活用と自立型・循環型のピアサポート  

全区：「保育」「障がい」などテーマ型ピアサポート  

子育てグループのネット  
ワーキング、中間支援  

世田谷区プロフィール  
人口：83万人（43万世帯）  
出生数：（6′460）（平成18年）  

インターネットなど、  
情報インフラの活用  ヒ沢（848）  

【粕谷児童館］  

NPO法人 せたがや 子育てネッ 

ト  
（ぶりつし）  

子育てサロン  
主任児圭委員  1日P  

■ブログ  
■メーリングリスト  
■外部SMS（ミクシイ、   

世田谷＋双子コミュ   

ニティ）  

臼谷（1648）  

双子サークル  
ヒーナッツ  
［弦巻児童一郎  

玉川（1720）  

公的機関（保健擢祉センター）  
と連饗して頚点的に実施（烏山、砧地域）  

既存のネットワークの有効浦川および、11佃谷の特性（規模）を考慮し、自立した盲舌動を、子育て当部ポが  
循環してささえあうモデル構築をテーマとして事業を実施。  

保健所の福祉計画などを視野にいれ、世田谷5地域の中から2地域をモデル地域として選択し、健康づくり  
課（保健福祉センター）と連折を行った。  

ソフト面でのサポート、外出支援として、区の委託事業である『産前・産後のセルフケア』講座への参加呼  
びかけや地域子育て支援拠点（児童館・ひろば）、地域のサポーター（主任児竜委員）などへの紹介を積極的  
におこなった。  

当事者同士を引き合わせるなど、当事者同士の支えあいもサポート。   



2．ピアサポート事例のまとめ  

1）ピアサポート実施の流れ  

（1）申し込みを受けたコーディネーターが電話・メールや面接により情報収集、当事者の主訴によ   

りサポーターの背景と照らし合わせ訪問担当者を決定する。  

（2）当事者およびサポーターの訪問可能日を調整し、初回はコーディネーターとサポーター、2回   

目以降はサポーター2名により訪問を行う。  

（3）ピアサポート訪問後に、コーディネーターおよびサポーターは報告書の記入を行う。報告書の   

内容は、①．サポート家庭の状況：住所、連絡先、家族形態、きょうだいの有無、多胎児の状   

況（出生年月日、年月齢、性別、出生体重）、社会的支援の有無、②．訪問予定の日時、場所、   

依頼者の希望や状況、③．訪問日時、サポートの内容、申し送り事項やサポーターの感想など   

である。さらに、サポート終了後にはコーディネーターが総括を記載する。  

2）2008年度 ピアサポート実施状況  

（1）2008年度のピアサポートは、多摩多胎ネット、特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ、   

特定非営利活動法人せたがや子育てネットの3つのネットワークが中心に実施した。依頼者と   

なった多胎児家庭は合計22件であった。（表1）  

表1 ピアサポート実施のネット別内訳  

件数  ％  

多摩多胎ネット  14  63．6  

保育サービスひまわりママ  5   22．7  

せたがや子育てネット  3   13．6  

合  計  22 100．0  

（2）22件の内訳は、初産婦13件、経産婦9件であった。（表2）   

対象者の訪問時の年月齢は、妊娠中は3件（内1件は妊娠中から産後1ケ月時の訪問まで継続）、  

児が4ケ月未満は2件、4ケ月から1歳未満は10件、2～3歳末満6件、3歳以上1件であった。  

（表3）。訪問回数は、1回が11件、2回が10件、3回が1件であった。（表4）。対象となった家庭  

で社会的な支援を受けていたのは8件であり、子育てサークル、ファミリーサポート、産前産後の  

家事・育児サポート、双生児家庭育児支援券利用などであった。（表5・6）  

表2 対象の初経別内訳  表3 サポート利用時の子どもの月齢  

件数 ％  件 数  ％  

初 産 婦 13 59．0  

経 産 婦  9 40．9  

妊娠中  

生後 0～3ケ月  

4ケ月～1歳未満  

1歳～2歳未満  

2歳～3歳末満  

3歳以上  

3  3．6  

2（削）   9．1  

10  45．5  

0  0  

6  27．3  

1  4．5  

合 計   22 100  

合  計  22   100．0  

（※1）は妊娠斯からの継続  
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表4 1件あたりの訪問回数  表5 社会的支援の有無  

件数  ％  件数  ％  

あり  5  22．7  

なし   17  77．3  

1回  11  50．0  

2回  10  45．5  

3回  1  4．5  合 計  22   100．0  

合計  22   100．0  

表6 社会的支援の内容（複数回答）  

子育てサークル  3  

ファミリーサポート  2  

産前産後の家事育児サポート  2  

双生児家庭育児支援券利用   1  

合 計  8  

3）ピアサポート事例内容一覧……22件   

当時者の特定を避けるため、初回のピアサポートを受けた時の年・月齢順に報告書の内容を要約  

しまとめ一覧表とした（表7）  

「主訴」：当事者が主に話したい・聞きたい内容を相談項目として記載した。  

「ピアからみた課題」：訪問時に得た話の内容や情報から課題と判断した事柄を記載した。  

「改善されたこと、観察きれた当事者の変化」：課題に対するサポート内容とその結果として当事者   

の表情・言葉・行動などから判断し記載した。  

「課題として残ったこと、またその処置」は：訪問終了後に今後も継続する解決できていない当事   

者の問題とそれらにどのような対応をしたか、訪問終了後に電話・メールなどで連絡のあったそ   

の後の経過について記載した。（表7参照）  
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表7 ピアサポート事例一覧 ＝団体名 多摩多胎ネット特定非営利活動法人保育サービスひまわりママー特定非営利活動法人せたがや子育てネット  
※印は専門職がコーディネーターとして対応した事例  

性別・訪問時の多  
整理  主訴   サポート  ピアから見た課題   対応したこと一→改善されたこと、観察された当事者の変化   
番号  回数  （表情や具体的な言葉や行動など）   

課題として残ったこと、またその処置   
の性別と年齢）  

里帰り分娩につい   ・6年ぶりの出産であり、前回は単胎  ※コーディネータである専門職が同行した。迷いについてよく聞  ※産後の双子の育児を考えて里帰り出産を決  
て、入院時準備す  妊娠であったため今回の多胎妊娠  き、，里帰り出産のメリットデメリットを説明した。多胎妊娠・双子  断、長女を連れて里帰りすることとなった。→長  
るもの多胎児妊娠  との違いに戸惑っていた。   育児に関する情報の提供（多胎妊娠の経過・身体の変化につい  女の転校、夫との一時別居状態など生活環境な  

口  妊娠19週    口                               姉6歳  に関する事などの情   ・里帰り出産の希望はあるが子ども  て、ベビーシッター利用ガイド、育児サークルを紹介した。自宅へ  どの変化に伴い家族関係の調整は今後の課是頁と    報を得たい。   の転校や家族の一時的な分離を考  戻ったときの育児サポート機関のひとつとしてひまわりママを紹介  なる。→その後の経過は必要時にはメールによ  
えるとどうしたらよいか迷いがある。  した。→情報収集の手段・方法があることを知り少し安心された  

様子、笑顔が見られた。   
一卵性のため医師   ・男性が多い職場で今まで就業して  ※コーディネーターである専門職が同行した。多胎妊娠の経過  ※妊娠性糖尿病についてインシュリン療法と食  
から説明を受けてい  きていた。11月末で退職の予定だ  や妊娠中の生活、産後の生活、仕事と育児の両立につし、て説  手管理の必要性がある。→外食が多いことから  
るが多胎妊娠に対  が現在は身体も楽なため男性と同  明した。   糖尿病食の宅配等の情報提供や、病院での食  
する不安。育児につ  等に仕事をしている。妊娠発覚後も  チャイルドシートの種類・サイズ、赤ちやん本舗での試乗会を紹  事指導を受け注意を促す。  
いての話や相談相  仕事優先の生活である。→多胎妊  介した。皇帰り先にあるサークルや、お産後のサポートについて  ※後日の病院での確認で、里帰り出産を選択し  
辛がいない。里帰り  娠についての認識・自覚が不足して  ひまわりママを紹介した。→多胎妊娠の経過について、危険性も  た由。→必要時にはメールなどでの連絡・対応と  

2  妊娠21週  口  
多い）。・妊娠糖尿病併発しインシュ  
リン使用中。里帰り出産は検討中だ  
が転院先の病院の情報収集は未。  
産後は仕事復帰予定、産後の生活  
がイメージできていない。   

妊娠20週頃からふ   ビア開始前の妊娠20週頃、多胎妊  病院助産師からの紹介により、ピア開始前の妊娠20週頃に多   
たごの妊娠について  ・産後1カ月の訪問後、乳腺炎になったとの連絡       娠に対する漠然とした不安、出産  胎育児サークル（ジェミニ）の見学と集会への参加。→サークル  
漠然とした不安を有  育児の準備に対する情報収集の手  こ夫婦で参加して良かったと少し安心された由。   を受け、地域の助産師を紹介。2回利用し、症状  
していた。出産・育  段がわからない。   ①：管理入院中：コーディネーターである専門職が同席。入院生  ま落ち着いた。  

①妊娠35週  
3  2  産を楽しみにされている様子であった。   望している。→必要時にはメールや電話での連  女・女   

（か管理入院中は無  （∋出産後1ケ月：産後の身体の回  ②：産後－ケ月：出産後の経過や現在の生活状況についてよく  絡・対応とする。  
草生まれるかどう  復や、母乳による同時授乳などの  聞く。ふたごの育児について説明した。→母乳による同時授乳や  
か・（診産後は、同時  育児生活も含めた実家での生活状  実家での生活も順調である由。両親や夫が協力的で理解もあり  
授乳について  況。   母子共々落ち着いてた。   
夫も平日は遅いた   ①多胎サークル入会希望。産後  0〕具体的なふたごの育児について質問にピアサポーターの経験  近所にふたご育児経験者が不在で相談者がい  
め一人で行う具体  1カ月で自宅へ戻り、その後は実母  談を伝えた。→明るく落ち着いた表情で、サークル入会を強く希  ない。今後、多胎育児サークルに入会したいが、  
的な多胎育児に関  が毎日手いにきてくれるが夫の帰り  望されている。   住居地域にはサークルがない。→隣市のサーク  
する情報がほしい。  

4  2カ月  2                                   が遅いのでひとりでふたごの育児を  ②生活状況をよく聞く→近所への散歩には外出している由。－  ルヘの主催者に市外からの参加可能かを確認  望であるが、まだ子ども達が小さ〈  段階での切り替えが良いと話す。→ふたご育児の経験者とのお  
う希望。  連れて行くのが困難。近所の同じ年  

齢の子どもの親と話し自分の生活と  
の差を感じている。   



ふたごの育児の具   夫や実家の協力が十分得られ特に  ・ふたご育児の具体的方法について、日常生活の様子を傾聴  ふたご育児経験者が近くにいない一→多胎育児  
体的な方法を聞き  困っている様子はないが、ふたごの  →夫や実家の協力が得られている。近隣との関係も良く協力も  サークルを紹介した結果、訪問後翌月のサーク  
たい（夫も同席）  ママ友達や知り合いがなく、育児に  

2カ月  ついては単胎を基準に判断してい   
5  

口  
のイメージができていない。質問「－  
人でお風呂に入れる方法」「一人で  
ふたりを連れての外出の仕方」   

両方の実家からの   ①実家に里帰りしていたが、実母が  ①生活・育児の状況についてよく聞く、授乳後の排気、お風呂の  一人でふたご育児を行っている中で母親の腰痛  
協力が得られない。  育児ノイローゼの状態になり、自宅  入れ方など説明→母親は元気で、育児に深く悩まず、明るく過  なども出現している。→ベビーシッターなどの紹  
ミルク授乳後の嘔吐  に戻る。帰宅後の手伝いが不在の  ごしている。育児に関しては、児が寝ている時間が長いため余裕  介もしたが「人に頼むのは心配」とのこと→実際に  
や下痢がある。  中、授乳やお風呂など一人で一人  な様子である。育児について、ビアの経験を聞くことで安心され  利用している方を紹介してみる。その他のふたご  
お風呂の入れ方な  ずつ行い母親にも負担がかかって  ている様子であった。   の育児情報が少ないとのことで、ふたごに関する  

どふたごの育児につ  いる。横型ふたご用ベビーカーを購  ②前回訪問後の育児の状況などについてよく聞く →前回伝  本を紹介貸出や多胎サークルの紹介。実母との  

6  4カ月  
いて聞きたい。  2                                                                     入したもののエレベーターのない3  えた内容をご自身で調べたり、前回アドバイスした、お風呂の入  関係は変わらず。本人は育児優先で気にしてい  

階住居であり、外出困難な状況に  
ある。  との関係は変容なく本人はふたごの育児優先で気にしていない  
②ふたごの育児について少しずつ  

慣れてきたが腰痛などの身体症状  
が出現している。実家との関係は変  
わらず全く音信不通とのこと。   

兄弟の体重差も心   ①初めての出産育児で不安、兄弟  （Dふたご育児についてあやしかた、体重差の話しを聞く→ピアの  同じような友達を希望→ピアに行った先の利用  
配で両方の祖父母  の体重差、授乳時問の差などから  経験談を聞くことで気持ちが前向きになられた様子あり。   著さんの了解を得て連絡先を教える。  
こ来てもらっている  時間を要し、今後ふたりを一人で育  ②地域の社会資源の資料を提供する。他人の手は借りられるだ  

ナ借りて口出しは気にしないこととのアドバイス→気軽に児童館  
巴  4カ月 男・男  田                              が今後一人で子育   児できるか不安がある。      てできるか不安   ②一人で子ども達ふた りを連れての  などにも出かけられるようになった。また近所の知り合いもできて  

（義母同席）  外出は困難、義母の協力も得てい  
るが不満もありそうである。   

初めての子育てで   夫婦協力しながら育児はされている  転入ということもあって、地域資源に関するさまざまな情報がたり  外出支援についてはコーディネーターもピアサ  
わからないことが多  ものの、外出の困難さが、少し負担  ていなかったので、コーディネーターから一通りの資源の紹介をし  ポーターもかなり働きかけたが、閉じこもりがちで  
く、地域子育て情報  こなっているよう。（仲間同士のお  て、わからないことへの不安は解消された様子。   訪問中にはかなわなかった。→具体的に手伝え  

る仕組みや、「一緒にいこう」といってくれる存在  
8  5カ月  

2                                も知らない 腰痛も   しやペりなどで 解消されるものとは  思う）子どもの成長とともに、腰痛な  につなげたい。   

く、外出もまだしてい  ど身体的な負担もあり、不安な様子  
ない  （現在通院中）  

里帰りを3カ月した   ピア訪問前にサークルの見学に来  ふたりが同時に泣いた時の対応と、同時授乳について実践し  母乳について相談したいとのことで、ピアがお世  
のち、自宅に戻りほ  所。声をかけたところ突然の流涙、  た。その後すぐにコツをつかめたようで上手に飲ませていた。「ふ  話になっていた助産師を紹介した。  
ま一人での子育て。  育児に行き詰っている様子あり。夫  たごだから平等に育てないと‥・」というのではなく、子どもが必要  ママ友・ふたご育児経験者が近くにいない・→サー  
ママ友だちもおらず  婦共に実家が遠距離のため協力者  としている時に愛情を注いであげることが大切ということを休験談  クル参加への声かけ  

6カ月  地域の子育て情報  や友人・知人もいない中で日中母  を交えて話しをするとホットされている様子であった。外出につい  
9  も不明であり、ふた  口  

ごの子育て方法が  かれた時の対応など十分にできて  撰センターの利用や、市民センターで行われる行事を紹介し  
わからない。  いない。「平等」にできないことへ罪  

悪感を感じている。二人を連れての  
外出が困難である。   

－
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子育て経験はある   育児休業中で復職予定。特に何が  落ち着いているが、漠然とした不安感がきえていない。話をよく  漠然とした不安感がなかなか消えない印象があ  
7カ月  が、ふたご育児は初  ということではないが、ピアと話すこと  る。→サークルの案内や必要時対応する   

10   女・女  2           めてで相談相手が  

姉5歳  いない。  赴任中。緊急時の対応が不安。   

車での外出ができな   上の子の外遊びの不足に対する心  外出方法に関しては、おんぶひも、一人用B型ベビーカーの利  地域にふたごの親子が集う場所がない→今後、  
いため、上の子とふ  配がある。外出希望しているが交通  用を伝えた。→マイペースに育児をされており、特に心配な様子  A地域での出張多胎サークルの開催を検討する  

8カ月  たごの移動をどうす  手段がないため出れない状態であ  ことを伝えた。   
皿   男・男  口                      ればよいのか。引っ  

兄3歳  越してきたばかりで  
ふたごの知り合いが  
いない  
ふたごに関する育   従来は上の子も保育園、ふたごも  ふたごに関する育児情報収集→バギー購入に際しネットの活用  インフルエンザの予防接種など専門的な知識を  
児情報を得たい。  認可保育園に預けており、また4世  やサークルを通しての情報提供があることを紹介した。   要する課題→病院などで確認し最終結論は本  

8カ月  
（バギー購入や、イ  代同居で育児のサポートも得られ、  人が決定。   

12   女・女  ンフルエンザ予防接  口  
兄3歳  

種について）  い様子。ふたごに関する育児情報  
の収集。  

ふたごが産まれたこ   上の子が赤ちやん返りをしており、  近隣に実家があり協力も得られるなどふたごを預けられる環境  男女のふたごについて→サークル参加を勧め男  
とで、上の子が不安  母親の負担になっている。男女の  が整っているため、上の子だけをつれて外出することを勧める。  女のふたご育児経験者と知りあう樵会とする。  

9カ月  走になり、自分自身  ふたごということに漠然とした不安を  多胎サークルには少し大きくなった男女のふたごのお母さんたち  
13  口  がいることを伝えると、ぜひ参加して話を伺いたいとのこと。   

姉3歳   することがある。男  
女のふたごの関係  
について。  

集団生活の中でふ   ふたごの育児そのものはすでに軌  ふたごの今後の成長については様子を伝えることでほっとしてい  第1子の子育て経験があり、ふたごサークルにも  
たごはどう育っていく  道にのっているようにみえ、ピアサ  ただけだ様子。さらに、具体的な、（年齢が近く、幼稚園に通って  参加している。「情報」「体験談」など具体的なも  

9カ月  のか、地域の幼稚  ポートが本当に必要であったのか。  いる）当事者の声が聞きたかった様子である。   のに対する要望が主であり、今回その部分につ  
14  田  いては満たされなかったようである。   

兄16歳   の体験共有などもされていたので今  
後の道筋を参考として聞きたいと  
いった様子であった。  

子どもの発達および   多くのストレス要因があり、身体症  多くのストレス状況についてよく聞く。育児に対する不安が多様に  多様なストレスと身体症状→ピアでは対応できる  
育児について心配。  状が出現している。   あったが、ピアがあやして抱っこすると目があいよく笑っていた→  範囲を超えており、本人と相談し専門機関との達  
ふたご育児、夫、両  子どもの寝返りや、目が合う・合わ  その様子を見てもらい安心されていた。寝返りなどもう少し様子  携をはかる必要あり。  

9カ月  口                                親との関係、近隣ト  ない、離乳食など育児そのものに対  をみても大丈夫だということを伝えた。→次、お会いしたときはで  離乳食の進め方については、子ども家庭支援セ  
15                                                男・男   ラフルなどで、ストレ  し細かく気にかかっている。   きるようになっていた。その他「赤ちやんの安全対策」、「離乳食  

スを抱えめまい、吐  の進め方」などには物品の紹介や子ども家庭支援センターの個  
き気の症状がある。  別離乳食相談を提案した。→サークル参加のために運転の締  

習に夫が付き合い、サークル会場まで来れるようになった由。   
ふたごとその兄の昼   本人の頑張りすぎがストレスになっ  寝かしつけやその他の育児状況について話しをよく聞く。→母親  母親本人の愚痴などがたまる状況がある。→今  

2歳1カ月  ている。ふたごの一人が怪我をして  本人は言葉では愚痴を言っているが子ども達の様子から上手に  後も連絡をとり、必要時対応する。  
16  

負担を感じている。  
兄5歳   

口  
園の送迎と大変な状況。   まわリママのサービスの紹介。   

ー
・
ム
ム
ー
 
 
 




