
な児（その相手は入隊している）も含まれる。  

E）子どもの安全を手助けすること  

F）親子の移動を手助けすること  

G）脚な小児科的なケアを手助けすること  

6．多胎児家庭ではそれぞれの児が健全に個性を持って育っていく経過を促すとともに、多胎児   

の間の健全な関係を励まし支援していくというユニークでやりがいのある課題を持っている。   

多胎児出産を取り巻く環境はその後の子どもの発達にも影響してくる。   

こうしたことに対して、多胎児を出産しようとする家族と多胎児を養育中の家族には以下の   

必要がある。   

A）多胎児が個性的に発達するような最適な親業の実践活動についての情報とガイダンスを  

入手できること。多胎児の発達上、社会ノこ、理学庁ケ、医学的課題の中には社会化、アイデ  

ンティティの確立、コミュニケーション、言語獲得のプロセスが含まれる。   

B）学校環境における多胎児に符有なニーズ将に教室を一緒にするか別／々にするかに関す  

る情報を人手できること。   

C）発達の遅れや問題行動が見られた方の多胎児に対する適切な検査とその評価、および学  

校教育ヘアクセスできること。  

7．ふたごやそれ以上の多胎児は神話や伝説、メディアの搾取の対象であり、多胎児を個性のな   

いステレオタイプとして描写している。  

こうしたことに対して、特に専門的な健康サービスや家庭へのサービス提供者に対するトレ   

ーニングにおいて、公的な教育はより一層、多胎児に対する神話を払拭し、多胎児に対する  

真実と発達の様子を広めていく必要がある。  

8．ふたごやそれ以上の多胎児は、自分たちの生物学的な性質についての世間の無知や、多胎児   

の特別なニーズに順応しない柔軟でない考え方のために差別を受けている。  

こうしたことに対して、ふたごやそれ以上の多胎児には以下の必要がある。  

A）ふたご出産についての情報と教育  

B）保健医療、教育、カウンセリング、柔軟な政策。つまり多胎児に固有の発達基準、個性  

がでてくる過程、多胎児の相互の関係性の問題を扱ったもの。例えば、以下の内容を許  

可し育成するもの。  

1．医学的に弱い多胎児を同じ病院で治療すること  

2．新生児期に多胎児を保育器やベビーベッドで一緒に寝かせることで胎児期に一緒に  

いたことの恩恵を広げること  

3．多胎児相互の関係を医学的、発達学的、教育学的に丁寧に評価し治療すること  

4．学校における多胎児のクラス分けについて、毎年検討して、一緒にするか別々にす  

るかどうかをそれぞれの多胎児ペアのニーズごとに考えること  

5．多胎児ペアの一児（以上）が死亡したときには、特別なグリーフカウンセリング（訳  

者注：喪失を体験した人への精神的援助）をすること  
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6．成人に達した多胎児の特別なニーズに本気で取り組んだカウンセリングサービスを  

すること  

9．多胎の乳児、小児そして成人が研究対象として参加することは、疾患やパーソナリティの遺   

伝率、および人間の発達における遺伝と環境の相対的な影響力を科学的に理解する上で重要   

な貢献を果たしてきた。多胎妊娠の最適な管理と多胎児の個性的な発達パターンについては   

比較的少ししか知られていない。   

こうしたことに対して、科学者は以下の調査研究をすることを奨励されなければならない。  

A）多胎妊娠の最適な管理に関すること   

B）多胎児相互の閲係を尊蛋した医学的な、発達上の、教育節なアセスメントや治療   

C）多胎出産そのものの影響を受けている発達の過程、例えばアイデンティティの確立、社  

会化そして言語拷得の基準に関すること   

D）すべての年齢の多胎児およびペアの仲間を亡くした多胎児の健全な心理的発達の状態と  

適切な治療的介入に関すること   

E）生存した児に対する符尉なグリーフカウンセリングに園すること   

多胎児・多胎児家庭に対する「ふたご・多胎児の権利の宣言とニーズの声明」と言う形で多胎児  

家庭支援に関わる組織が様々な事案を検討し、その成果を公表しておくことには多胎育児に関する  

あらゆる課題を明確にし、常に意識する上でも非常に意義があると思われる。1995年版から2007  

年版にかけて追加された項目は特にこの10年間で多胎児家庭支援の上で認識が新たになった点であ  

る。また、ベンチマークであるから内容的にはやや総論的であり、先進国に特化したものかもしれ  

ない。しかし、国を超えて共通する多胎児家庭に特有な根本的な問題が浮かび上がっている。さらに、  

日本ではほとんど注目されてこなかった問題、未だ手つかずの問題が海外では標準的な支援内容と  

して理解され、積極的に取り込まれていることが分かる。   

この「ふたご・多胎児の権利の宣言とニーズの声明」を正しく理解するためには多胎児・多胎児  

家庭さらには多胎研究というものに関してかなり広範な知識が必要になる。つまり、狭い意味での  

多胎の育児や臨床だけでなく、多胎児の生物学的な特徴、多胎児が広く人類遺伝学の研究対象とな  

っていることについての知識、ざらにはその歴史的な背景などである。現実場面での支揺に直結す  

るかどうかということではなく、基本的には海外の全国組織のリーダー達がこのような広範な背景  

要因を共有し、これらをミッションとして多胎育児支援に取り組んでいるということを知っておくこ  

とが重要である。  

3．海外の多胎育児支援組織（各論）……諸外国の事例について   

この報告書では、先述のCOMBOに加入している全国組織のうち英語で組織情報が入手できたも  

のに限定して検討する。英語情報が入手できなかったのは、フランスJumeauxetPlus、ノルウェー  

NorwegianOrganization、スウェーデンSwedishTwinSocietyである。   

これ以外の国で全国レベルの多胎育児支援が存在するかをCOMBO事務局に確認したが、思い当  

たらないということであった。従って、以下に示すものが世界中の多胎育児支援組織の概要と考え  

ても大きな間違えはないと思われる。  
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1）北米地域  

（1）NOMOTC6）（TheNationalOrganizationofMothersofTwinsClubs，Inc．）アメリカ  

概要：アメリカ全土を対象に450以上のローカルな多胎育児サークル（25，000人以上の全年齢層の  

多胎の親）をつなぐネットワークであり、1960年に設立した。NOMOTCは会費、寄付、助成金で  

成り立つ非営利団体である。NOMOTCは教育Education、研究Research、支援Support（会員  

Membership）の3部門から成立している。組織の目的は全米中にいるボランティアのネットワーク  

によって達成されている。  

ミッション：教育・研究・ネットワークづくりを通じて多胎児家庭を支援する。地域の多胎育児サ  

ークル、保健医療サービスの提供者、研究者、教育者と協働し、最高水準の統合、敬意、専門性を  

もって多胎児の両親の支援に努力し、多胎児家庭に固有の特色に対する一般的な関心を喚起していく。  

教育：組織の活字教材・資料を執筆、出版する。Notebookという隔月の正式な会報が出版されてお  

り、最新の研究、専門家の執筆、書籍照会、多胎育児サークルの情報、その他にも多胎関連の情報  

が満載されている。学童期の多胎、スーパーツイン、死別の問題などに関する様々な小冊子やパン  

フレットも印刷している。  

研究：NOMOTCは医学・心理学関連の研究に協力・参加している。これらは多胎児や多胎児家庭に  

関する専門の研究者によって実施される。また、組織独自の調査、特に多胎児・多胎児家庭に関連  

しトピックになっている事項の調査も実施している。ISTSの組織会員でありCOMBOの一員である。  

支援：多胎児家庭の相互支援の概念を推進している。地域での集会や全国規模の集会を通じて自助  

あるいは情緒的サポートを提供している。会員部門ではサポートサービスプログラムを運営し、特  

別なニーズのある家庭を個別に支援する。この中には、ハンディキャップを持つ児の家庭、育児困  

難な子どもを持つ家庭、三つ子以上、シングルマザー（離婚、配偶者との死別、未婚）のサポート  

などが含まれる。   

原則として、多胎育児サークルのネットワークであるが個人の入会も認めている。この中には教  

育者、保健医療の専門家、多胎児のデイケアの提供者、多胎育児サークルがない地域の親などが含  

まれる。   

会員になると、ネット掲示板の利用、妊娠出産育児に関する様々な情報とヒントを盛り込んだ小  

冊子YouI・MuItiplesand侮uを入手できる。TwinstoQuintsというNOMOTOCが作成・出版してい  

る多胎育児の手引書がある。  

多胎育児サークル・個人としてNOMOT⊂会員になるメリット：教育用教材が入手できる。研究に参  

加し、多胎育児サークルと研究者の関係を築くことができる。身近な多胎育児サークルの紹介、特  

別なニーズに対する支援プログラムの提供。多胎関連グッズの会員割引。税制上の優遇を受けられ  

る。年次総会への出席。国内・州全域との広範なネットワークを通じた情報交換。国際組織との関  

係を持てる。ボランティアの提供を受けることができる。多胎育児サークルがホームページを持っ  

ていればNOMOTCホームページとリンクを張ることでオンラインで会員を増やすことも可能である。  

その他：NOMOTCでは2009年4月を「全国民に多胎について意識してもらう月」として、アメリ  

カ全土でさまざまな啓発活動やイベントを開催する予定である。その取り組みは、ホームページ上  

でも積極的に公開されている。  
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（2）MBC7）（MultipleBirthsCanada）カナダ  

概要：MultipleBirthCanada（MBC）の前身はParentsofMultipleBirthsAssociation（POMBA）で  

あり、1978年に設立された。1983年に政府によりPOMBACanadaとして法人となり、再編され  

2001年にMBCとなった。今日に至るまでカナダにおいて全国的に多胎児家庭や個人を支援する唯  

一の組織となっている。2008年に30周年を迎えている。  

ミッションと活動：カナダにおける多胎児あるいは多胎児家庭の生活の質（QOL）を改善すること  

である。国内外で多胎の問題に個人的あるいは専門的に関心のある個人、家族、支部、組織に対し  

て支援、教育、研究を提供し賛同者を増やすことを通じて目標達成を目指す。献身的なボランティ  

アチームの役割が大きく、その主たる活動は以下の通りである。①支援ネットワークと入手可能な  

サービスの改善。②教育的で情報量の多い出版物の作成：年4回の機関誌、ニュースレター、小冊  

子、パンフレット、ファクトシート。③多胎児家庭と専門家（医師、看護職、教育者、研究者など）  

の関係強化・促進：こうすることで専門職が多胎児家庭固有のニーズに気がついているのだと言う  

ことを知らせていく。④国内外の会議や調査研究、健康増進運動などに関連する会議に代表者を送  

り、多胎育児の問題に意識を向けざせる。そして、研究者、官庁、その他専門家に多胎児家庭のニ  

ーズや問題に対する考慮を促す。⑤国内関連機関とのネットワーク構築。⑥国外関連機関とのネッ  

トワーク構築：例えば前述したCOMBOの「ふたご・多胎児の権利の宣言とニーズの声明」の立案  

に参加。⑦多胎児家庭を支援する専門家に最良で最新のケアが提供されるよう助言する。⑧国内の  

地方・全国メディアに多胎児家庭の問題が正確に伝わるように助言する。⑨サービス、支援を高め  

るために官庁とともに活動する。⑩出版物やWebサイト、年次総会などを通じて情報と研究成果を  

共有する。  

将来構想：2003年には助成金を受けて3カ年の将来構想計画を実施している。こうした活動を通じ  

て組織の専門性が一段と増し、また関連諸機関との関係もより一層統合されてきたという。その成  

果はホームページ上からも報告書として簡単に入手可能である。現在、2006～2009年度の新戦略  

計画を遂行中である。計画の中には、Webサイトの充実（内容とともに多言語化）、出版物の更新、  

多胎の問題に関する啓発活動、専門家や各支部のためのHandbookの作成、オンラインでのボラン  

ティアトレーニングプログラムの開発などがあげられている。   

カナダは広大の領土を持つ国であるが、MBCではその全地域を対象にした活動を展開している。  

全国を13地域に分けそれぞれに加盟支部（地方の多胎育児サークル）を配置する戦略をとっている  

が、現状では地域偏在が激しく、支部が存在しない地域もまだまだ多く残っている。自分の地域に  

支部が無い場合はその設立を積極的に支援している。  

ボランティア：MBCでもボランティアの存在が非常に大きな位置を占めている。多数のボランティ  

ア集団が様々なレベルで組織の運営に関与している。また、情報管理、出版関係、資金調達、ネッ  

トワークのコーディネーター、Webサイトの専門家など指導的な立場になりえるボランティアを具  

体的な仕事の負担などを提示して求めている。また、その地位や責任に関しても多様な提示を行い、  

ボランティア自体のニーズに応えている。  

その他：MBCの特徴として公表されている学術顧問の充実（専門領域の幅広さ）があげられる。こ  

の中には、カナダ以外の多胎児支援組織の代表も含まれる。MBCでは、2005年以降毎年5月28日  

を「国民に多胎児を知ってもらう日」として、さまざまなイベントを企画している。この日は  

Dionneの五つ子の誕生日である。  
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2）欧州  

（l）FinnishMultipleBirthsAssociation8）フィンランド  

概要：ホームページ情報が現地語なので英語の簡略版をもとに作成。フィンランドには30年来ロー  

カルな多胎育児サークルが存在したが、1995年にこれらの全ての多胎育児サークルを維持する組織  

として誕生した。組織本部は主要郡市からの接続がよいフィンランド中央に位置する。  

日的：①多胎児家庭にも単胎児家庭と同等の立場を与える。②多胎妊娠や多胎についての一般的知  

識、ふたご・三つ子の育児に関する知識を増やす。③多胎に関する事柄のエキスパートとして活動  

する。④ローカル組織の活動を支援する。⑤多胎児家庭を支援する。  

活動の考え方：①多胎児家庭の社会保障に関する事柄を政治家や行政に働きかける。②政治家や行  

政に提言を行う。③多胎に関する人材輩出やメディアにおいてエキスパートとして活動する。④子  

どもを持つ家庭についての問題に協力していく。⑤フィンランドの多胎に関する冊子や雑誌を出版  

する。⑥家庭や専門家に電話で助言する。⑦ローカルな組織に情報提供、ガイダンス、トレーニン  

グを行う。  

活動資源と活動資金：①スタッフはフルタイム常勤2～3人。50人のボランティア。②資源は70％  

が公的資金（スロットマシン協会の売上基金がフィンランド健康福祉組織に入る一便用目的は多胎  

に限らない）、Tシャツや冊子の売上、ローカル組織の会費。  

地方の多胎育児サークル：14のローカル組織に総数2，100の多胎児家庭が所属する。活動は組織に  

よって異なるが、①家庭での集まり、②ピアサポート（注：詳細不明）、③情報冊子の貸し出し、④  

月例会、⑤専門家による講義、（む小規模な多胎妊婦教室、などである。これらはボランティアで運  

営され、資金は主として会費などである。  

フィンランドの社会保障：収入格差は税金でなく社会扶助で均衡に向ける。共働きが一般的なので、  

育児は二人で行うことが原則である。他国と同様多胎児家庭では単胎児家庭よりも財政的に苦しく  

ストレスが大きい。当局が多胎児家庭のニーズを理解するまでにはすべきことがいくつもある。多  

胎児家庭でも単胎児家庭と「同じ」社会サービスを利用している。疾病や障がいの保障は子どもの  

数による点では恵まれている。しかし、未就労の親に支払われる手当は単胎児家庭と比べれば多胎  

児家庭では手薄になる。ふたご家庭であっても2倍にはならない。   

妊娠補助金は、単胎で140ユーロ、ふたごで420ユーロ、三つ子で840ユーロである。金額的に  

は不十分ではあるが、多胎児家庭の持つストレスを幾分かは軽減している。補助金をマタニティー  

バッグ（高品質の衣類や布団などが入っている）に交換することができる。   

FinnishMultipleBirthsAssociationではより多胎児家庭に見合った社会保障の獲得を目指してい  

る。別の目標は、家事援助の面でもより保障を得やすいようにすることである。  

（2）Tamba9）（TwinsandMultipleBirthsAssociation）イギリス  

概要：英国全土の慈善団体であり多胎育児家庭に情報と相互支援ネットワークを提供する。最初は  

ツインズクラブの組織（TwinsClubsAssociation：TCA）として1978年に設立され、1985年にふた  

ごと多胎の組織TwinsandMultipleBirthsAssociation（TAMBA）となる。この年に慈善事業として  

の地位が固から許可される。1998年以降は更なる事業の展開を目指してTambaのロゴを用いている。  

2008年は設立30周年となる。   

Tambaでは地方のふたごの会や専門家の支援グループを通じて多胎児家庭を個別に支援している。  
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また、多胎児家庭のニーズに一般社会からも専門家からも注目してもらうように働きかけている。  

全英の160サークル、6，000家庭が加入している（2007年）。英国本土12地域、海外（マルタ島）  

に区分している。   

79％の助産師がTambaに参加することを勧めている（2006年データ）。  

目的と戦略：①ふたご、三つ子、それ以上の多胎の頼を励まし支援する、②ふたご、三つ子、それ  

以上の多胎の誕生や社会的な影野、そして特別なニーズについて一般市民や専門家の意識を高める、  

③様々な法令組織においても多胎出産・育児のニーズに対する理解をより深めていく、④多胎児家  

庭のニーズに関する教育と研究を推進する、⑤ふたご、三つ子、それ以上の多胎に関する情報や出  

版物を提供する、⑥全国や地域の支援ネットワークを確立し推進していく、⑦世界中にある多胎育  

児支援組織と連携する、⑧以上の目的を達成するための様々な資源を提供・発展させていく。   

以上の目的を達成するために以下の7つの主要な戦略を用いる。①資金調達、②会員資格、③組  

織ブランドと意識の向上、④情報伝達の一体化、⑤トレーニングとインフラ整備、⑥Twinlineと特  

別なニーズに対する支援サービス、⑦国のペアレンティング計画において画期的な事業展開をする  

こと、である。  

活動：目的達成のための活動としては、Twinline（電話相談）、出版物と研究参加、年4回の会報、  

Webサイトの充実、キャンペーンの実施、特別なニーズに応じた支援グループ、名誉顧問（健康と  

教育に関する専門家）による委員会、イベント企画、TwinsClub・MBF・COMBO・ISTSなど関連  

諸機関との連携などをあげている。  

会員資格：多胎妊婦を含めてふたご・三つ子・それ以上のすべての両親に開かれている。祖父母、  

成人したふたご、多胎に関する専門家も歓迎している。  

①会員の特典：年4回の季刊誌Twins，Tliplets＆Moreの購読、2008年版ベビーカーガイド（およ  

そ50種類のカタログ）、100社以上からのディスカウント商品の提供、イベントへの招待、健康や教  

育の専門家チームからの情報の提供、様々なファクトシートの提供とその背景情報の入手、英国最  

大のメンバー専用掲示板が利用できる。  

④会員の種類：年会費は36ポンドないし自動引き落としの場合は月額2．25ポンド。新規に、シルバ  

ー会員（3年一括で78ポンド）とゴールド会員（5年一括で120ポンド）を設けた。およその目安  

として2008年12月現在1ポンド130円。更新料は1年会員で28ポンド（自動引き落としであれば  

月額2．25ポンド）、シルバー会員で70ポンド、ゴールド会員で112ポンド。生活保護家庭や特別な  

ニーズ（たとえば、障がい、失業など）がある家庭に対しては証明書を添えれば年額12ポンド。  

出版物：大きく分けて3つのレベルになる。TwinsTripletsandMoreMagazineは年3回発行の季刊  

誌である。多胎に特化した生の情報を提供している。リーフレットとしては妊娠斯から思春期まで  

の多胎児特有のケアと管理をカ′ミーするパンフレット、ちらし、冊子類がある。両親と専門家の両  

方のニーズにこたえられるように内容は定期的に更新され拡張される。これらはTambaの健康と教  

育グループのメンバーによって執筆されたものである。  

組織：最もローカルなレベルでは、イギリス全土を通じてTwinsClub（多胎育児サークル）のネッ  

トワークが地方での多胎児家庭の支援やアドバイス、情報提供をしている。それぞれのクラブは自  

立したものであり、それぞれの組織のメンバーのニーズと希望に応じて運営されている。両親のた  

めの定例会では講演が催されたり、日中のミーティングでは子どもたちが兄弟姉妹や他の多胎児と  

一緒になる機会に恵まれる。社会的なイベントは多くのクラブの活動の中でもすべての家族にとっ  
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て重要な位置を占める。多胎に関する図書、リーフレット、新聞切抜きなどの図書館や、古着や用  

具のセールスもあるが、一番重要なのはそれぞれのクラブではいきなり多胎児家庭になって戸惑っ  

ている家族に対する対処の仕方と必要な知識や経験を共有する機会を提供することである。   

これよりやや広域の地域レベルの組織として、Tambaでは地域（日本で言う00地方に相当する  

レベル）ベースでの支援を提供している。イギリスには合計13の地域があり、それぞれにある組織  

が独自に運営されており地域代表者を議長としている。代表者は各ローカルなツインズクラブおよ  

びTambaとの間の橋渡しになる。   

全国規模の集まりが毎春開催され、発表プログラムと多胎児の両親と専門家の関心事をテーマに  

したワークショップが行われる。Tambaの健康と教育グループによる勉強会もまた開催される。こ  

れらはイギリス全土を通じて毎年異なる場所で開催ざれ、秋の年次総会でその年の活動が決定する。   

さらに国際規模では、COMBOのメンバーとして世界各国の組織との間に関係を持っている。また、  

国際双生児研究会議のメンバーとして、他国で行われている多胎の研究にも定期的に触れる機会を  

持つ。  

TambaTwinline（ツインライン）：これは1991年に全国で初めて多胎児の掛こ対する傾聴と情報サ  

ービスを目的に立ち上げたホットラインである。平日の午後7時から11時、週末の午前10時から午  

後11時まで運営されており、傾聴技術の網羅的なトレーニングコースを受講したボランティアの多  

胎の両親が対応する。   

両親や専門家に対する支援もある。多胎児家庭の中にはより特別なサポートを必要とする家庭が  

含まれている。  

特別なニーズを持った家庭に対する支援：5つの支援グループがある。①スーパーツイングループ  

（三つ子以上の両親）、②特別なニーズグループ（ハンディキャップや特別なニーズのある多胎児の  

いる家庭）、③片親家庭のグループ（様々な理由で片親になっている人への育児サポート）、④不妊  

支援グループ（不妊治療を考えていたり、現に受けている両線、あるいは不妊治療による多胎妊娠・  

多胎出産の家族のための支援）、⑤児と死別した家族の支援グループ、である。こうした家庭では多  

胎児家庭の中でも社会的な孤立が現実的な問題であり、それぞれのグループではニュースレターを  

発行し、あるいは同じような境遇のほかのメンバーとかかわりをもてるように交流会やミーティン  

グが開かれる。例えば、児と死別した家族の支援グループでは、毎年追悼式が開催され、リクエス  

トに応じて「思い出の本」が保存される。あるいは、義子として多胎児を育てている家庭の名簿が  

あり、新たに登録される家庭に支援と情報を擢供する。  

専門家への情報提供：Tambaは主として多胎児家庭の支援組織であるが専門家に対する情報提供や  

トレーニングも行っている。また、名誉コンサルタントとして様々な分野の学識者チームを有して  

おり、彼らを通じて個別のニーズへの対応、専門機関の紹介などを行う。   

さまざまな情報シート（A4で両面1枚）を提供している。多くは会員のみ入手可能であるが、公  

開されている多胎ファクトシート、助産師用、保健師用、教師用、母乳育児の多胎児ガイドライン  

も有用である。   

年間を通じて、カンファレンスや研修会を運営している。また、次に述べるMBF（Multiple  

BirthsFoundation）と密接に連携している。Tambaが多胎児家庭への情報提供を主としているのに  

対してMBFは専門家への情報提供と教育を主としている。   

TambaはISTS組織会員でありCOMBOメンバーである。こうした情報提供もさらにレベルの高い  
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支援を目指す専門家に対しては有用である。  

専門家に対する支援：「健康と教育グループ」が多胎の親と専門家の連携を支援する。このグループ  

はケアの専門家（健康や社会ケア、教育の専門家であり、多くは多胎児の親でもある）から構成さ  

れており、多くのサービスをTambaとそのメンバーあるいは公的、個人の専門家に多くのサービス  

を提供することを目的としている。   

具体的な目的は、①多胎児家庭のニーズを評価する、②多胎児のケアに関する情報を両親に提供  

する、③両親に専門的な助言とコンサルタント会社のサービスを提供する、④研究者の支援をする、  

⑤両親、ボランティア、専門家のトレーニングとニーズを同定する、⑥トレーニングを受けた講演者、  

適切な文献、視聴覚教材を含むトレーニングコースを多胎児の親と専門家に提供する、⑦関連組織  

との関係を推進する、⑧会報、集会、研究日を通じてメンバーで考え方や情報の共有を可能にする、  

などが挙げられる。  

共同研究：共同研究として、例えばBirmingham大学と共同でイギリス最大規模の多胎の研究  

「Tamba遺伝率研究」を開始する予定である。この共同研究ではTambaは多胎出産、ふたごの発達、  

子どもの健康における科学的研究を活発にすることを目的としている。Tambaの家族にとっても興  

味深いことであり、次世代の多胎出産にも責献すると考えている。希望があればフィードバックと  

して個別に発育の様子を知らせてくれるなど、参加意欲を高めるために様々な工夫がなされている。  

また、商品がもらえたり、卵性診断を受けられたり、あるいは研究項目を提案することなどができる。  

資金：寄付は1回ないし月額で受け付け、最低2ポンド以上で、100，50，20ポンド、その他から選  

ぶ。オンラインの募金システムもある。  

通信販売：以下に応じて各種商品販売をしている。妊娠・出産、乳幼児の育児、専門家・研究向け、  

特別なサポート、一般向け、多胎の子ども向けの書籍、冊子、リーフレット、カーステッカーなど。  

また、各種会員資格を購入すると年4回の抽選でバンパースのおむつが3カ月分当たる。  

ネット上の伝言板：会員は書き込みができ、非会員でも閲覧は自由。現在までにおよそ4，000人以  

上の登録者から、38万件以上の伝言がある。   

妊娠・出産、乳幼児、学童、三つ子以上、多胎育児サークル、特別なニーズ、片親、不妊、父親  

といったフォーラムが用意されている。  

メディアへのサービス：多胎児家庭を探しているメディアへの情報提供サービスを行っている。メ  

ーリングリスト、ネット掲示板などを通じての呼びかけを行っている。  

最近のキャンペーン：現在Tambaでは二つの全国キャンペーンを行っている。一つは、多胎児を同  

じ学校に行かせてほしいというものである（AFairI）ealforSchooIs）。現在の英国のシステムでは、  

小学校を選ぶ段階で希望をするので二人が同じ学校に行けるとは限らないのである。そのため、通  

学（当然、多くは同じ時刻に授業を開始するので両方には同伴しにくい）の不便だけでなく、社会  

性の発達、情緒の問題、教育面で悪い影轡があると訴えている。   

もう一つは、GiveourBabiesTheBestStartLifeというキャンペーンである。これは妊娠に対する  

政府の助成が妊婦の数当たりであることに抗議し、子どもの数当たりにしてほしいと要望するもの  

である。  

（3）MBFIO）（MultipleBirthsFoundation）イギリス  

概要：MBFはロンドン西部のQueenCharlotte’s＆Chelsea病院を基盤とする独立した慈善事業であ  
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る。専門家や多胎児家庭の重要な資源として、関連する専門家の教育を通じて多胎児家庭に対する  

ケアと支援を改善していくことを目的としている。   

多胎出産に関する世界的なエキスパートであり、Tambaの設立メンバーでもある小児科医故  

ElizabethBryanによって1988年に設立された組織である。世界初の多胎専門クリニックを目指した  

ことが設立の動機となっている。国際的にもユニークな活動として、イギリス内外で関心を持たれ  

ており、組織は多胎児のケア、発達、特別な問題に関する国際的な権威となっている。特に医療面・  

専門家向けの活動が充実している。  

資金：この組織は慈善事業であり収入は、助成金・寄付・資金調達活動（出版事業など）に頼って  

いる。  

MBFが必要ときれる背景：イギリスでは毎年9，000組以上の多胎児が出産する。医療の進歩、とり  

わけ不妊治療と未熟児のケアの成果によりその数が増加している。たいていの人には多胎育児がい  

かに厳しいものであるか想像もつかない。多胎児を持つ両親では、しばしば困難対処能力が劇的に  

低下していると言う現実がある。その結果として、正確なケアと支援に対する必要性はこれまでに  

なく高まっており、多胎児家庭やこの分野で働く専門家に対して助言、情報そして支援を提供する  

ことが目的となる。  

多胎児家庭が経験する様々な問題：①母親は出生前のケアとモニタリングを余分に必要とする、②  

しばしば単胎児よりも早産、低出生体重であるためより脆弱である、③二人以上の新生児の世話を  

することは半端ではない作業であり子どもをケアする支援が必要である、④多胎児は言語発達の遅  

れや行動上の問題、過度の競争意識や依存心を体験しやすい可能性がある、などである。  

活動内容：MBFから受けられる手助けをいくつかあげてみる。①多胎妊娠している両親あるいはそ  

の祖父母に対する定期的な産前教室。保健医療などの専門家も参加できる。ローカルtwinclubに関  

する質問、出版物の販売。ただし、参加費がかかる。②社会的サービス。（注：イギリスでも多胎児  

家庭がルーチンに受けることのできる国家的な無料援助はない。）保健師に相談しローカルな社会サ  

ービスやボランティア団体の情報を得ることが重要である。③保育学校の学生のよい実践訓練の場  

所として多胎児支援の場を提供する。多胎児家庭にとっても助かる。④HOME－START：トレーニン  

グを受けたボランティアによる自宅での支援の貸付を提供する。慈善事業は地域ごとに管理運営さ  

れている。⑤TwinsClubsなど同じ地域に住む多胎児家庭からの助言。⑥さまざまな育児教室。   

それ以外にも、有料のサポートや多胎育児グッズ販売の紹介を行っている。地域の多胎育児サー  

クルに関してはTambaへのアクセスを勧めている。   

MBFでは出版事業をかなり積極的に行っている。多胎児家庭の問題を扱った教育やトレーニング  

を受けた専門家は非常に少ないと言える。  

多胎育児ガイドライン：MBFでは世界で初めて多胎児家庭のケアに関する活字によるガイドライン  

GuidelinesforProfessionals：MultiplePregnancy（専門家のためのガイドライン：多胎妊娠、1997  

年）11）を作成した。これは60ページ弱の小冊子で、読者対象は保健医療、教育、社会福祉の専門家  

や学生、ジャーナリストであり、この中には保育士、小児科医、不妊治療チーム、産科医、新生児  

科医、助産師、新生児看護師、超害波検査技師、家庭医、保健師、ソーシャルワーカー、臨床心理  

士、カウンセラー、教師などが含まれる。ガイドラインは「多胎妊娠」の他、「多胎の生物学・統計」  

「多胎児との死別」「特別なニーズを要する多胎児」「多胎児の最初の5年間とその後」と5種類ある。  

このガイドラインは2005年にはMBF代表のJaneDentonによってTwinsandmore”1．Some  
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Currentthinkingonmultiplebirths12）およびTwinsandmore－r2・Practicalaspectsofparentingin  

theearlyyears13）という臨床実践の手引きとなっている。より最新なものとしてElizabethBryanの  

企画編集によるBestPracticeGuidelineが発表されている14）。ともすると経験則に依存しがちな育児  

支援に、根拠に基づいた支援を行うという考え方を取り入れたことは画期的であり、非常に重要で  

ある。  

Twins⊂Iini⊂：MBFが提供する資源の中で最大の特徴は、イギリス内に3カ所あるTwinsClinicだと  

思う。ここでは特にtwinship（ふたごである こと）によって引き起こされる問題のケアを行っている。  

例えば、極端なライバル心、ことばの遅れ、アイデンティティ確立の困難、多胎の兄や姉の問題行  

動など、これまでにも紹介してきた、多胎に特化した心理行動上の問題である。また、クリニック  

では卵性に関する問題も扱っている。カウンセラーや精神分析家が心理的なケアを必要とする両親  

や年長のふたごのサポートをする。これは設立者が小児科医であることが大きく関わっていると思う。   

日本でも明らかになっているが、出生後多胎児家庭が頻繁に利用するにもかかわらず、多胎のこ  

とに精通した小児科医は、産科医とは異なり、非常に少凱、。特に、小児精神医学は非常に人材の  

少ない領域であるから、これに多胎という条件が加わると適切な診察は非常に難しいと思われる。  

メディアへの対応：MBFではHFEA（HumanFertilisationandEmbryologyAuthority：英国ヒトの受  

精および胚研究認可局）が専門機関主導の国家戦略として不妊治療による多胎出産の減少を呼び掛  

けたことを歓迎していると発表している。多胎育児の喜び以上に、母児のリスクはばとんど知られ  

ていない。特に、児との死別、脳性まひをはじめとする発達障がいは多く、専門家からも一般市民  

からも過小評価されるとともに忘れ去られている。HFEAをはじめとする専門組織との協働を歓迎す  

る。   

OneataTimecampaign（注：2006年にHFEAが出したOneChildataTime：一度に一人の子ど  

もを、というレポートを文字らている）とWebサイトを通じて専門職、不妊治療患者そして一般市  

民に多胎育児の現状を情報提供したいと声明を出している。  

その他：医療機関に連結しているので卵性診断に対する考え方はしっかりとしており、卵性診断の  

（かなり割安の）サービスを行っている（1組80ポンドで判定まで1カ月くらい）。  

3）オセアニア  

（1）AMBA15）（AustralianMultipleBirthsAssociation）オーストラリア   

2009年1月現在、サイト情報が更新中であるので最新情報が入手できないが2年前の情報をもと  

に解説する。  

概要：1974年に設立された任意の寄付で維持される組織である。目的は、多胎児家庭に情報、実際  

の援助と支援を提供することである。多胎児家庭の特別なニーズに対する関心を高め、利用可能な  

社会資源を改善している。非営利、非政治的、無宗派の組織であり関連する関心を持つ他の組織と  

協働している。出産前・出産後、就学前、小中学校児童を持つ多胎児家庭に支援と情報を提供する。  

情報提供の方法：定期的に開くローカルな集会とニュースレター、定期的な全国的ニュースレター、  

スーパーツイン・特別なニーズを持つ家庭・死別経験者のためのニュースレター、図書サービス、  

ビデオ、出産前の教育プログラム、海外の文学、AMBAの出版サービスなどを活用している。  

支援の方法：①電話相談、②家庭訪問・病院訪問、③討議グループ、④社会活動・社会事業、⑤交  

流会、⑥死別の悲しみについての相談、⑦特別なニーズをもつ家庭、スーパーツインをもつ家庭の  
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名滞作成などを行っている。   

多胎育児に関連するグッズとして、①衣類のバザー、②ベビーカーや折りたたみ式乳母車の貸し  

出し、③機材の商品交換などを扱っている。   

オーストラリア全土のローカルグループと平行して活動する国家評議会や州委員会を通じて目的  

達成を推進している。そのためには、（D行政との連携、（∋地域組織との連携、③研究の主導と推進、  

④国際交流による情報交挟、⑤関連する国内外の書籍の作成と出版、（◎教育プログラムと宣伝を通  

じての地域への周知、（∋全国レベルの会議と州レベルのセミナー開催など様々な活動を行っている。  

AMBAのメンバーは様々な州レベルや全国レベルの研究プロジェクトにも参加している。これらは  

多胎に関連する様々な問題に対する知識を改善するようにデザインされた研究である。   

また、オーストラリアツインレジストリー、消費者健康フォーラム、母性学会、豪州不妊学会な  

どの組織と提携している。ISTSとCOMBOの設立メンバーにもなっている。  

（2）NZMBA16）（NewZealandMultipleBirthAssociation）ニュージーランド  

概要：インターネット上で詳細な組織理念と会則を公開している。ニュージーランドでは現在毎年、  

ふたご700組以上、三つ子15組以上、四つ子が平均1組程度生まれている。2009年現在全国およ  

そ50の多胎育児サークルがNZMBAに加盟している。特に、地域別に支部を設けていない。  

組織の目的：①多胎育児に関係する個人に対する情事臥アドバイスの提供。②既存の多胎育児サー  

クルへの情報媒体となり、将来的な多胎育児サークルへの情報提供。③全国的な調査やプロジェク  

トの企画と推進。④各多胎育児サークルが行うプロジェクトの支援。⑤国内の多胎育児サークルや  

海外組織との連絡役となる。⑥組織の目的と活動の宣伝と広告。⑦利益、政治、宗教からの中立し  

た組織。⑧組織の直接・間接的な利益になることに対するアクションを起こす。⑨組織の宣伝にな  

る新聞、季刊誌、書籍、冊子などの活字媒体の印刷出版。  

会員：①当事者個人会員、②多胎育児サークル組織会員（提携組織となる）、③上記以外で多胎育児  

に関心のある会員、④特別会員。   

年会費制で未納の場合は会員資格の停止となる。組織会員はNZMBAの適格事務所に連絡を入れ、  

情報伝達をスムーズにするとよい。   

以上の他、執行部、監査などに関する詳細な取り決めがあるが、多胎支援に特化したことではな  

いので省略する。  

説明責任：①すべての多胎育児サークルは現在のNZM】弘の組織体制を見本とすることを勧める。  

あるいは、これを基本として適宜修正するとよい。②すべてのサークルは収入支出を明確にするこ  

とを勧める。  

広告：①多胎育児の特徴と両親の役割、文化的多様性、母乳育児に対するWHOの原則を広告する  

ことを促進している。（∋免責条項を含める。  

資金：①資金提供、助成金、募金活動、寄付、遺産の寄付など可能な限りの方法で資金を集める。  

②組織の固有性を推進するよう努力する。   

以上の他に、監査、役員選挙など細かな会則が公表されている。  

多胎育児サークルの作り方：以上の他にNZMBAでは、この組織に所属する地域の多胎育児サーク  

ルについて発足・運営上の詳細な（A4で9ページ程度）ガイドライン（というよりはむしろノウハ  

ウの手引書と言ってもよい）を作成している。  
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ここでは項目だけを紹介する。①委員会を作る、②サークルの公表、③入会希望者との初回の連  

絡、④サークルの活動、⑤活用できる資源・情報源、⑥NZMBAとの連取、⑦責任、⑧規則、⑨活  

動資金、⑲提供するサービス、⑪定期購読、⑱一般的な原則。   

このようにして、多胎育児サークル自体を支援している。  

4．諸外国の全国組織から示唆きれること   

以上、諸外国の全国的な多胎児家庭支援組織を概観してきた。また、これ以外にもより課題を特  

化した組織も存在する。例えば、MultipleBirthBereavementSupport（多胎児と死別した家族への  

サポート）は世界中に存在する。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどを中心とする国際組織で  

あるCenterforLossinMultipleBirth（CLIMB），Incなどが代表的なものである。   

文化的背景、慈善事業・寄付募金、保健医療制度、ボランティアなどに対する考え方に違いがあ  

るので、海外組織の活動をそのままの形で日本に取り入れることはできないかもしれない。しかし、  

それ以上に参考になる部分が多い。各国の組織を概観した結果を整理すると次のようになる。  

（1）行政的な組織ではない   

海外においても多胎児家庭の支援は国家的な行政組織の一部に組み込まれているものではない。  

全国組織は登録の慈善団体である。従って、原則としては自発的な組織であって、必要に応じて行  

政と連携している。待っていれば国（あるいは行政）が理解して（気づいて）支援をしてくれると  

言う受身の発想は見られず、積極的に働きかけるというのが基本姿勢である。  

（2）組織的・戦略的・網羅的な活動   

運営資金は助成金、寄付金、あるいは会費等にとどまらず、出版事業、調査研究による助成など  

を通じて積極的に獲得している。特に、会更別こ関しては全ての組織で徴収している。また、目標達  

成のために明確な戦略を打ち立てている0今回は紹介しなかったが、多くの組織ではAnnualReport  

（年報）を作成し、冊子休と同時にサイト上でも公表している。これは別の見方をすれば、組織の専  

門性が高いと言うことである。ローカルな組織レベルでは多胎児家庭同士の経験談や役立つ情報の  

交換レベルにとどまるが、それだけで終わっていない。ローカル、地域、全国と役割が異なり、ま  

た階層が上がるに従って、その機能がより専門的になっている。   

日本の場合には、ローカルな多胎育児サークルの誕生と消滅が比較的短期間で繰り返される傾向  

にあるが、そうしたことを防ぐものとして地域レベルでの（言い換えれば、ローカル組織を束ねる、  

サポートする）組織が存在している。イギリスのような国土の狭い国だけでなく、アメリカ、カナダ、  

オーストラリアのように広大な国であっても全国を視野に入れて組織形成を行っている。もちろん、  

国によっては支部組織の基盤が脆弱であったり、多胎育児サークル自体が存在しない地域もある。  

しかし、最初から全国を視野に入れて、誰でも最低限の支援を受けることができる機会を提供して  

いくという目標が見えている。  

（3）研究の推進   

研究と言うのはなかなか一般社会ではその必要性が伝わりにくいが、保健医療政策、支援活動を  

推進していく際の理論的な基盤・根拠となる。今回紹介した全ての海外組織で研究活動を積極的に  
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推進したり、また専門的な研究活動に協力したりしている。一定の研究成果あるいは科学的な根拠  

がないと、例えば親子保健政策や子育て支援政策全体における多胎児家庭支援の優先順位が見極め  

られないし、適切に支援活動が進まない。また、政策や事業に反映されることも難しい。「ふたご・  

多胎児の権利の宣言とニーズの声明」でも紹介したように、多胎児そのものが人類遺伝学研究の情  

報提供者として貴重な存在であるから、研究者と多胎支援組織がお互いの発展のために協力をして  

いくことは長期的には非常に有効だと言える。また、多胎に固有なニーズに関して、研究者と当事  

者ではしばしば認識のずれが起こる。この点を埋めるための当事者参加型の研究が有効である。  

（4）文章化きれたガイドライン、リーフレットやファクトシートの作成   

研究の推進とも関係するが、支援活動に当たっては行き当たりばったりの活動ではなくきちんと  

したマニュアルを作成し、一定の目標レベルを維持する努力をしている。大半の組織で、一般家庭  

向けのリーフレット、定期的な会報、育児支援者向けのマニュアル、より専門家向けの専門書と、  

対象や目的に応じて異なる内容の出版物を提供している。また、最新の統計情報や研究成果をファ  

クトシートとして簡潔にまとめている。書籍体だと改定が大変だし、最新情報を定期的に示すには  

フットワークの良いファクトシートやリーフレットが便利である。活動内容を具体的な形で文章化  

し記録を残すことは、活動内容を振り返る場合に重要であり、新たに活動を進めようと考えている  

組織にも参考になる。  

（5）関連する専門組織とのネットワーク   

産科婦人科、生殖医学、子どもの健康などに関する幅広い学術団体や関連組織とネットワークを  

構築することで、これらの組織においても多胎に関連する諸問題への理解を促している。そして、  

学術団体や関連組織も国レベルの多胎支援組織に対し、多胎児家庭に関わる方針やプログラム、あ  

るいは提言を行う際に意見を求めたり、また逆に情報提供をしている。  

（6）幅広い年齢層の子どもを持つ家庭を対象にしている   

海外の組織では概ね思春期あたりまでの家庭をサポートしている。また、ガイドラインにもこの  

年齢層までの対応が記されている。これは、多胎育児に固有な問題が単に乳幼児だけでなく、学童  

期・思春期になっても存在するからに他ならない。これは専門家でないと意外と見落としがちな点  

である。一般に、多胎児と言うだけなら疾患あるいはハンディキャップとみなされるものではない。  

従って、育児が困難な一定の期間（主として乳幼児期）を乗り越えてしまうと、通常は多胎育児サ  

ークルに属することの必要性を感じなくなる場合がある。これは、支援に当たる側でも同じで、多  

胎児教室の対象を3歳くらいまでの子を持つ親で十分と考えている場合が多い。また、学校でも多  

胎児ということに配慮した取り組みをすることはほとんどない。子ども自体も次第に成長していく  

から、多胎に固有の問題であるのか小児の一般的な問題であるのかの区別がつきにくくなってくる。  

そのために、学童斯以降の小児を持つ家庭に対するサポートは手滞になりがちである。海外では例  

外なく学童期の多胎児に関する様々な問題を優先事項の一つとして取り上げている。  

（7）特別なニーズを持つ家庭にも対応している   

多胎児家庭というだけでも全体的には少数派である。その中でも特別なニーズを有する家庭が多  
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数ある。特に、ハンディキャップを持つ子ども、一児以上との死別は、現実には相当数に上っている。  

また、三つ子以上の場合にはふたごとは違ったニーズが出てくる。多くの国で多胎出産の半数前後  

が不妊治療に関係している現在、不妊治療に当たってのカウンセリングや不妊治療後の多胎妊娠・  

出産・育児は非常に大きな課題である。片親での育児や養子親であることも固有の課題を生み出す。   

以上とは全く異なる問題に使用言語の問題（移住者の問題）がある。海外では、ホームページの  

多言語化を一つ の目標としている場合が見られる。海外の組織では、このような個別の問題に対す  

る取り組みや情報提供を積極的に行っている。  

（8）ホームページを利用した企業との積極的な連携・積極的な情報発信   

今回の情報源も大部分がサイト情報であることからも明らかなように海外組織では、インターネ  

ットをかなり戦略的に活用している。組織紹介、活動紹介、多胎に関する情報、出版情報、商品販  

売にとどまらずホームページ上にプロモーションビデオのUP、募金集め、協賛企業の宣伝、会員募  

集、ボランティア募集、イベント情報、関連組織との積極的なリンク貼りなどさまざまである。こ  

うした戦略は多胎支援組織に限った話ではないが、最初に述べたように待ちの姿勢はなく、積極的  

なマーケテイングを行っている。また、メディアに対する対応も必要に応じて積極的に行っている。  

（9）ボランティアの充実   

多胎育児支援に限った詣ではないが、慈善団体が組織活動を推進していく上でのマンパワーとし  

てボランティアの存在は欠かせない。海外の国で全国的な組織活動が進んでいる背景にはボランテ  

ィアの力が大きい。ボランティアは多胎育児の経験者に限ったものではなく、広く募集している。  

また、仕事内容も希望に応じて本人にあったものを担当する。ボランティア育成のプログラムも充  

実している。多胎育児に特化した知識や経験が必要である一方で、広くボランティア活動の中で多  

胎育児の特徴を知る、伝えるという立場も重要であろう。  

5．まとめ   

海外の多くの国では全国レベルで多胎児家庭の支援を行っていると同時に、組織間の国際交流も  

盛んに行われている。実際の活動内容や目的達成のための戦略は非常に示唆に富んでおり、多胎児  

家庭の支援を進めていく上でも学ぷべき点が多数ある。今後日本でも問題になると思われるテーマ  

もある。   

多くの海外の多胎育児支援組織の活動内容に共通して見られる特徴として、（1）行政的な組織で  

はない、（2）組織的・戦略的・全国網羅的な活動を目指している、（3）研究を積極的に推進してい  

る、（4）文章化されたガイドライン、リーフレットやファクトシートを作成している、（5）関連す  

る専門組織とのネットワークを広げている、（6）幅広い年齢層の子どもを持つ家庭を対象にしてい  

る、（7）特別なニーズを持つ家庭にも対応している、（8）ホームページを利用した企業との積極的  

な連携・積極的な情報発信、（9）ボランティアの充実、などが挙げられる。   

先進諸国の全国組織がISTSという国際学会のワーキンググループであるCOMBOという共通の場  

で情報交換することで、互いの立場を理解しあい、他国の活動に刺激を受けながらそれぞれの組織  

をステップアップさせていると言える。  
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第6章 3年間のまとめと今後の課題  

担当推進委員 志 村   意（金沢大学・いしかわ多胎ネット）   

多胎育児サポートネットワークは、2006年度から3年間にわたって「多胎育児支援ネットワーク  

構築事業」を独立行政法人福祉医療機関「長寿・子育て・障害者基金」の助成を得て行った。本章  

では、その3年間の活動をまとめると共に、なおも残された、あるいはさらに改善・発展させるべ  

き課題について述べたい。  

（1）活動のまとめ  

まず2006年度は、事業の中心を以下の3点に置いた。  

・地域ネットワークの構築と弓童化  

・多胎支援のニーズ調査  

・ピアサポーターおよびコーディネーターの養成プログラムの開発   

本事業においては地域ネットを「多胎児の妊娠・出産・育児を、市民グループ・行政・医療・研  

究者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」と定義しているが、事業開始前に  

すでに成立していた「いしかわ多胎ネット」と「ひょうど多胎ネット」、そして本事業期間中に立ち  

上がった「きふ多胎ネット」の三地域ネットへの支援を行った。具体的な事業としては、それぞれ  

の地域において地域へのエンパワーを意識した講演会を開催した。また、定期的に開催された本事  

業の推進のための諸会議（後述のピアサポート活動への準備等）および全国研修会を通じて、地域  

間の連携、経験の共有が促進されたと言えよう。   

また、各地域ネット所属の多胎育児サークルのメンバー（68名）に対する聞き取り調査の結果、  

妊娠期・育児期の両方にわたって多胎家庭に特徴的なストレスが再確認され、その軽減のための同  

じ経験を持つ多胎妊娠・出産・育児の経験者による支援への期待の高さが伺われた。   

これを受けて、本事業の「プログラム作成委員会」と「作業部会」の合同作業の中で、本事業が  

目指すピアサポートを、a）当事者が多胎児を妊娠しているとわかった時点から寄り添い、タイミ  

ング良ぐ情報提供する、b）基本的に「寄り添い」「傾聴」によって、当事者が持っている力を引き  

出す（エンパワーメント）ことに目標を置く活動を行う、C）医療、福祉、地域保健など、様々な  

分野の地域資源との橋渡しができる知識と社会性を持つこととした。  

次に2007年度は、一年日の活動を継承しつつ、その活動の柱を以下の2点に置いた。  

・ピアサポート活動のモデル事業の展開と検証  

・新たな地域ネットの立ち上げ支援  
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前年度にニーズ調査をもとに打ち立てたピアサポート活動の原則を、ピサポーターとピアサポー  

ト・コーディネーターを養成する研修プログラムに落とし込み、研修用の教科書とも呼ぶべき『ピ  

アサポート・ハンドブック』を作成した。これらによって、ピアサポーター（多胎妊娠・出産・育  

児の経験者）による寄り添いを中心としたアウトリーーチ型のピアサポート活動を実施するためのス  

キル東成（多胎の妊娠・出産・育児についての基本的知識の習得、寄り添いのための傾聴の訓練、  

社会資源についての基本的知識の習得等）が行われた。こうした研修を通じて養成したコーディネ  

ーターおよびサポーターを使って、いしかわ、ひようご、ぎふの各地域ネットを実施者として、ピ  

アサポート活動のモデル事業が実行された。また、このサポート活動を受容した当事者ならびにこ  

の活動を実施したサポーター自身に対するアンケート調査を実施し、ピアサポート活動の有効性の  

検証が行われた。その結果、当事者に対する高いエンパワー効果だけではなく、サポーターおよび  

地域ネット（ないしはサークル）に対するエンパワー効果も認められた。   

このような高い効果を有するピアサポート活動を実施する地域の担い手を全国に展開するため、  

2007年度においては、大阪、愛知、秋田、東京において地域多胎ネットの形成を視野に入れた立ち  

上げ支援活動を行った。これを通じてこれらの各地域のニーズの特徴が明らかになり、それぞれの  

地域のマンパワーに即した地域に根ざした具体的な活動（地域サークルのエンパワーと連携強化、  

ミニマムなピアサポート活動等）への展望が得られた。また、これらの経験を生かしたアプローチ  

や全国研修会を通じ、新たな地域ネットの可能性が広げられた。  

「多胎育児支援ネットワーク構築事業」の3年間のまとめと捉えられる2008年度の重点は、以下  

の3点である。  

・更なる地域ネットの拡充を目指した立ち上げ支援  

・自立した事業展開を行なった地域を除く地域でのピアサポート・モデル事業の実施  

・行政による多胎育児支援の実施の全国調査および海外事情の研究   

前年度を引きついだ地域ネットの立ち上げ支援においては、ブロック研修会（東北ブロック：秋田、  

四国ブロック：愛媛、近畿ブロック：大阪）を開催し、ピアサポート活動および地域ネットの役割  

についての研修を進めた。その結果、それぞれの地域のニーズに合致した地域ネットの形成のプロ  

セスが始まったと評価されよう。また、これらの活動の情報を全国に発信することによって、今後  

の展開につながる複数の地域ネットの萌芽を確認することもできた。   

いしかわ、ひょうご、ぎふの各地域ネットでは、それぞれ自立したピアサポート活動を含む多胎  

家庭への支援活動を行った。一方、本事業のモデル事業として東京地区（八王子近郊、武蔵野近郊、  

世田谷区）においてピアサポート活動が実施された。このモデル事業においては、ピアサポート活  

動の有効性が大都市部においても検証されると同時に、大都市部における組織活動の問題点が浮き  

彫りにされた。   

多胎家庭への育児支援の地域格差を解消するためにも、特に行政による支援活動の把握は重要で  

ある。こうした立場に立脚し、全国1．811の行政区を対象としたアンケート調査を行った。この結果  

についての分析はなおも慎重に行なわなければならないが、それぞれの地域の状況を把握すること  

は一律な支援の押し付けを避けるためにも大切である。また、併せて行った海外の支援団体につい  
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ての調査結果も含め、地域ネットとそれをつなぐ全国組織のあり方の検討の必要性が強く認識された。  

（2）今後の課題   

3年間の助成期間において展開した「多胎育児支援ネットワーク構築事業」を総括・検証した結  

果われわれの眼前に示された今後の課題は、ア）ピアサポート活動の継続と改善・強化、イ）地域  

ネットの自立および立ち上げ支援と全国組織の強化、ウ）他の諸団体や社会資源との連携の強化の  

3点にまとめられると思われる。以下、それぞれの項目について簡単に述べたい。  

ア）ピアサポート活動の継続と改善・強化   

本事業の3年間の経験から、多胎家庭への支援においてはピアサポート活動が極めて有効である  

ことが検証された。しかし、ピアサポート活動を継続して実施するためになおも解決すべき課題は  

多い。   

先ず挙げられるのはコーディネーターおよびサポーターの質の維持・向上である。一通りの研修  

プログラムは構築され実施されているが、このプログラムの検証と改善が必要である。また、各地  

域にあってはピアサポーター養成講座を継続して行って十分なサポーターを確保すると共に、恒常  

的にケーススタディや研修会を行い、スキルアップを図り、さらにはピアサポート活動の原則（寄  

り添いを中心とした当事者のエンパワーを目指すピア一括動）を確認し続けることが必要である。  

また、スーパーバイス制度を整えるなどサポーター支援の体制も必要である。そのためにも、コー  

ディネーターのさらなる養成が急務である。  

イ）地域ネットの自立および、立ち上げ支援と全国組織の強化   

本事業の実施期間に既存の地域ネットの他いくつかの地域ネットが誕生しつつある。しかし、そ  

の数は全国的に見るならばなおも少ない。今後は、地域の特性をしっかりと把握した上で、その地  

域のニーズに即した活動と組織展開を支援していかなくてはならないだろう。そのためにも全国組  

織の強化は大きな課題となろう。全国にはなおも地域をベースとした活動をしているサークル等が  

存在しているであろうし、また多胎に関する地道な研究を行っている研究者もいると思われる。そ  

うしたグループや個人を掘り起こしながら地域ネットの立ち上げ支援を行いつつ、実効力のある全  

国組織をさらに展開していくことが必要である。また、各地域ネットにあっては、それぞれの活動  

を持続するために財政的な面も含め自立していくことが求められる。  

ウ）他の諸団体や社会資源との連携の強化   

本事業では主に多胎家庭への支援に特化した活動を遂行してきたが、そうした活動を通じて、他  

の育児支援活動や社会資源との連携の必要性を痛感するようになった。たとえば、各地域に展開す  

る子育て広場事業などのさまざまな子育て支援事業、障がいのあるお子さんを持つ父母の会やお子  

さんを亡くした父母の会、あるいは外国人支援団休、さらには虐待予防の活動をしている諸団体な  

どとの有機的な連携は、地域における子育て環境の改善、福祉の向上だけではなく、地域自体の活  

性化につながると思われる。また、当然ながら、行政や専門職、医療機関や教育機関との連携の強  

化も待たれる。継続した支援活動によりこれらの諸機関との信頼関係を醸成し、早期からの介入の  

橋渡しや逆に難しいケースのつなぎなど、より有効な協働を進めるべきである。  

－163－   



今後は、これらの課題を視座に収めつつ、当事者の視線に立ちつつも、行政、医療機関、教育・  

保育期間、研究者、育児・福祉支援諸団体等、さまざまなステイクホルダーを対等につなぐ地道な  

活動、とりわけ地域におけるピアサポート活動をはじめとした支援事業と各地域におけるネットの  

育成・弓封ヒを継続していきたい。  

ー164一   



165－   



本事業の20年度事業協力者は次のとおりである。（敬称略）  

◆ピアサポート活動準備委員会   

委 員 長 志村  恵：いしかわ多胎ネット・金沢大学   

研究協力者 大木 秀一：いしかわ多胎ネット・石川県立看護大学   

要  員 橘  煎：いしかわ多胎ネット・多胎児サークル風っ子KIDS  

玄田 朋恵：いしかわ多胎ネット・多胎児サークルピーナ、ソツ・キ、ソズ・クラブ  

大岸 弘子：ひょうご多胎ネ、ソト・保健師  

藤本 佳子：ひょうご多胎ネット・多胎児子育て支援グループマミー・いペアーズ  

天羽千恵子：ひょうご多胎ネット・多胎児子育て支援グループマミー・ペアーズ  

服部 律子：ぎふ多胎ネット・岐阜県立看護大学  

糸井川誠子：ぎふ多胎ネット・みど・ふあど  

田口 章子：ぎふ多胎ネット・みど・ふあど   

事 務 局 田中 輝子：多胎育児サポートネットワーク  

山中 典夫：多胎育児サポートネットワーク・ピネバル出版  

徳間 悦子：多胎育児サポートネットワーク  

東北ブロック研修会実行委員会  

小玉 雅子：ひなっこクラブ  

相田奈緒子：ひなっこクラブ  

佐々木かおり：ひなっこクラブ  

堀井亜由子：ひなっこクラブ  

石塚 美智：ひなっこクラブ  

佐々木智子：ひなっこクラブ  

中川まゆ子：ひなっこクラブ  

四国ブロック研修会実行委員会  

塩崎 珠美：ふたごクラブ  

岸田いずみ：ツインチェリーズ  

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  

近畿ブロック研修会実行委員会  

落合世洋子：おおさか多胎ネ、ソト設立準備委員会・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：おおさか多胎ネ、ソト設立準備委員会  

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、ソト設立準備委員会・そらまめKids  
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◆乗京におけるモデル事業「ピアサポート活動」  

佐藤喜美子：杏林大学  

太田ひろみ：杏林大学   

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   

明石 眞弓：特定非営利活動法人せたがや子育てネ、ソト   

市川 望美：特定非営利活動法人せたがや子育てネット   

杉浦 祐子：ツインマザースクラブ  

◆ピアサポート活動事業協力者   

佐々木裕子、山元 有佳、宮田万喜子、柿副 敦子、本多   

佐々木亜紀、竹内 淳子、上松 史得、横内まき子、渡辺   

村田 真美、大平 久恵、田村  燕、加藤 美香、中村  

井出 悦子、角尾ほなみ  
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◆「双子との生活～入浴・離乳食～」DVD制作協力者   

浅井 康博、横山 奈々、稗島 律子、長谷川香織、  

門野 住職、黒沢奈々子、三輪 貴子、小森 昭恵、   

吉川 規子、鈴木 涼子、洞戸 千恵、東村 一代、   

赤堀 由香、消波 理絵、青木三枝子、加藤 亜紀  

◆資料整理   

大間 敏美   

新海 裕子  

勝浦 美香  
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平成20年虔 独立行政法人福祉医療職爛助成「長寿・子育て・障害者」基金（一般分）  

「多胎育児支援地域ネットワーク構築事業」報告書  

多胎育児サポートネットワーク  

〒162－0818 東京都新宿区築地町17 秋巧ビル5階（有）ビネバル出版内  
電話03－3269－2514  FAXO3－526l－0025  
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