
日本では最近子育て混乱家庭、子ども虐待が増加し
ています。虐待予防の中で「周産期からの虐待予
防」はとても重要であり、妊婦アンケート等から
気になる妊婦に早期から関わるようになっています。
また第2子以降の妊娠・出産時に兄や姉が心の混乱
を起こすことはよく知られています。この混乱は母
親の混乱となり、出産・育児に対して不安を抱くこ
とになると考えられます。また出産後の育児混乱は
虐待につながることも多いと言われ、出産後より良
い育児を行うためには、妊娠中の家族を支援するこ
とが必要だと考えます。
今回は妊娠中の母親の不安に対応し、出産後に産ん
でよかったと思えるような支援ができた症例を経験
したので報告します。

症例は両親、小学3年生 A 君、小学1年生 B ちゃ
んの4人家族です。母親が第3子を妊娠した時に、
突然 A 君が母親のおなかをたたき「こいつのせい
でぼくは幸せじゃない」と叫んだために母親が驚
いて妊娠5ヶ月の時に相談に来ました。母親は相談
当初、とても混乱をしており、今後の妊娠継続に不
安を持っていました。A 君の心を整理するために、
エコーを見せながら関わっていくことを提案しまし
た。エコー観察は全部で3回。観察時間は約10分、
家庭で何度も見ることができるように毎回 DVD に
録画しました。

演  題
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第3子妊娠で混乱を起こしていた母親が、
産んで良かったと思えるように…

発　表　者 澤田　由紀子 高知県　四万十町役場　健康福祉課

第3子妊娠で混乱を起こしていた 
母親が産んでよかったと 

           思えるように･･･ 

高知県：四万十町役場健康福祉課 
澤田由紀子 

症例 

• 小学3年生男児A、小学1年生女児B、両親の
4人家族。 
 

• 母親が第3子を妊娠し、家族に報告したところ
A君が「こいつのせいでぼくは幸せじゃない」と

母親のおなかをたたいたことに驚き相談に来
た。 

はじめに 
• 日本では最近子育て混乱家庭、子ども虐待
が増加しており、虐待者の約80%は実父母で
ある。 

• また第2子以降の妊娠・出産時に兄や姉が心
の混乱を起こすことはよく知られている。この
混乱は母親の混乱となり、出産・育児に対し
て不安を抱くことになる。また出産後の育児
混乱は虐待につながることもある。出産後よ
り良い育児を行うためには、混乱を起こして
いる妊娠中の家族を支援することが必要と考
える。 

初回面接（妊娠5か月） 
• 母親のみ 
• 母親は妊娠したことはとてもうれしかったが、A君
の反応に混乱を起こしていた。 

• このまま妊娠を継続していくことに不安を感じて
いた。 
 

面接後 
• 妊娠中にA君が心の混乱を出すことができて良
かったと母親に説明し、出産までに何度か胎児
エコーを見ながらA君の心の整理をしていくこと
を提案した。 
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初めての A 君と胎児との出会いは、胎児が6か月
の時でした。しかし、A 君は画像を全く見ること
なく、床に寝転んだり、母親の寝ているベッドの下
に潜り込んだりしていました。妹の B ちゃんは興
味津々で、画像を見ながらたくさんの質問をしてき
ました。

2回目の出会いは胎児7か月の時です。初回と違い
床に寝そべったり、ベッドの下に潜り込んだりする
ことはなくなりました。少し胎児に興味を持ちまし
たが、すぐに「帰る」と話しました。しかし、帰

る時には母親にべったりとなっており、あまえるこ
とが下手な A 君があまえを出すことができるよう
になっていました。母親にもできるだけあまえが出
せるような環境を作ることを提案しました。

3回目の出会いは胎児が8か月の時でした。明らか
に今までの反応とは違い、B ちゃんと一緒に胎児の
動きに声を上げて喜んだり、質問をしてきたりして
きました。少しずつ胎児の存在を受け入れ、赤ちゃ
んが産まれることへの心の準備ができているようで
した。

1回目の胎児とのであい（妊娠6か月） 

• 母親、A君、Bちゃんの3人で来院。現在の胎児の
様子を説明し、その後約10分エコーで胎児を観
察した。胎児のエコー画像はDVDに録画をし、い
つでも見られるようにしておいた。 

• Bちゃんは赤ちゃんが生まれることがとてもうれし

く前のめりになって画面を見ていた。また胎児の
動きに歓声を上げていた。 

• しかしA君は画面が見えないよう、ベッドの下に

潜り込んだり、床に寝転がりまったく画面を見る
気配がなかった。 

3回目の胎児とのであい（妊娠8か月） 

• 母親、A君、Bちゃん、父親で来院。 
• 胎児は大きくなり、一つの画面で全身像を見
ることはできなくなっていた。A君は今までとは

全く違い、興味を持って画像を見るようになっ
ていた。Bちゃんと「これは手だよね」、「あっ動
いた」等会話をしていた。 

• 赤ちゃんの成長が楽しみである様子がうかが
われた。 
 

2回目の胎児とのであい（妊娠7か月） 

• 1回目と同じく母親、A君、Bちゃんの3人で来
院。胎児エコー観察を行う。 

• A君は母親にべったりとなっており、あまえを
出せるようになってきていた。 

• しかし、胎児の様子はちらっと見るだけで、す
ぐに帰りたがり十分な観察を行うことはなかっ
た。 

• 前回のようにベッドの下にもぐったり、床に寝
そべるようなことはなかった。 

母親への説明 

• 自分を表現することが苦手なA君に少し母親

へのあまえが出てきた。そのあまえをできる
だけ受け止めるように。 

• A君が興味を持った時には、A君の妊娠・出
産・小さいころの話をするように。 

• 赤ちゃんが産まれたらなかなかゆっくりした時
間がとれないので、産まれるまでのA君との
時間を大切にするように。 

母親への説明 

• 前回よりずっと落ち着いてきているように見え
る。 

• どんどんA君のあまえたい気持ちを受け止め
てあげるように。 

小学校でのいのちの学習 

 この間A君の小学校で毎年行っているいのち
の学習を1時間行った。 
 
•各月齢の胎児人形を抱っこする 
•聴診器で心音を聴く 
•出産模擬体験をする。  
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またこの間 A 君の小学校で毎年行っているいのち
の学習で、出産模擬体験を行いました。その体験を
きっかけに A 君が家庭で自分を妊娠中のこと、自
分を出産した時のことなどを母親に聞き始めました。
母親はそれがうれしくて A 君にいろんな話をした
そうです。A 君と B ちゃんは自分が一番親から愛
されているとけんかをしたこともあったそうです。

母親は不安の中で出産を迎えました。家族みんなで
の立会分娩を望んでいましたが、A 君に対しては
期待していませんでした。しかし、出産当日 A 君

は自ら分娩室に入り母親の手を握り応援をしました。
母親は第3子が産まれたことよりも、A 君が自分を
応援してくれたことがうれしくて涙が出てきたそう
です。出産後も第3子をとてもかわいがり、積極的
に育児にかかわってくれるようになりました。母親
は第3子を産んだからこそ、家族が幸せになれたと
感じると話してくれました。

また出産後に話してくれたのですが、初回相談時母
親は「今いる子どもが不幸になるならば、この子
はあきらめよう。長男を不幸にしてまで子どもを産
む必要はない」と考え、人工妊娠中絶を考えてい
たそうです。結果的には人工妊娠中絶も防止できた
ことになりました。

虐待予防の観点から、母親が妊娠中に混乱を起こし
た場合、出産にむけて周囲の支援があれば、家族み
んなで幸せな出産を迎えることができるようになる
と考えられます。妊娠中の家族の混乱を解決して出
産・育児ができるように支援することが大切だと考
えます。

小学校でのいのちの学習の様子 
四万十町ではいのちの学習に「カンガルーのポッケ」と名前をつけています。 

  この学習の中でA君は生まれた後すぐにぐっ
たりとして動かなくなった。 

 
→ 実際の出産時A君は生ま 
れてすぐにぐっすり寝て動かな 
くなったそうだ。母親がその話 
しをするとA君は自分の出産の 
話を興味を持って聞くようにな 
った。 

小学校でのいのちの学習 

結果 

• 母親は家族みんなでの立会分娩を望んでい
たが、A君に対しては期待していなかった。し
かし出産当日A君は自ら分娩室に入り母親を

応援した。出産後も家族全員が積極的に育
児に参加するようになった。 

• 母親は第3子を産んだからこそ、家族が幸せ
になれたと感じると話している。 
 

結果 

• 出産後に話してくれたのだが初回相談時母
親は「今いる子どもが不幸になるならば、この
子はあきらめよう。長男を不幸にしてまで子ど
もを産む必要はない」と考え、人工妊娠中絶
を考えていたそうだ。 

• 結果的には人工妊娠中絶も防止できたことに
なった。 

結論 
• 母親が妊娠中に混乱を起こした場合、出産に
むけて周囲の支援があれば、家族みんなで幸
せな出産を迎えることができるようになると考
える。 

• 胎児に触れたA君は、乳幼児期に退行し、新生
児期から作られている親子間愛着関係をより
豊かにしようとする反応がおこり、あまえたの
だと考えられる。またこのようなかかわりを行う
時、家族みんなで体験を共有することで、両親
と子どもの愛着関係はより強化されると思われ
る。 

• この体験によりA君の将来の虐待も予防できた
と考えられる。 
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また今回胎児に触れた A 君は、乳幼児期に退行し、
新生児期から作られている親子間愛着関係をより豊
かにしようとする反応がおこり、あまえたのだと考
えられます。またこのようなかかわりを行う時、家

族みんなで体験を共有することで、両親と子どもの
愛着関係はより強化されると考えられます。この体
験により A 君の将来の虐待も予防できたと考えます。

【はじめに】私は、平成17年度から学校医をして
いる2校の父兄に対して、生活習慣に関するアン
ケート調査を行ってきた。近年、便秘の児童が増え
る傾向にあることに気づき、便秘の裏にある生活習
慣の調査を試みた。

【方法】にかほ市立小出小学校・院内小学校の平成
23年度在籍児童239名の父兄に対して行ったアン
ケート調査を用い、毎日排便のある児童（便秘な
し）、毎日排便のない児童（便秘あり）に分け、再集
計した。アンケート回収率は、86.6% で、このうち
便秘に対する有効回答率は91.3% であった。
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便秘児童の背景にある生活習慣について
－平成23年度生活習慣アンケート結果より－

発　表　者 和田　智子 秋田県　にかほ市国民健康保険小出診療所

便秘児童の背景にある生活習慣について 
ー平成23年度生活習慣アンケート結果よりー 

秋田県にかほ市国民健康保険小出診療所 
和田 智子 

方法 

• 平成23年度 にかほ市立小出・院内小学校に  
在籍する児童239名の父兄に対して行った生活

習慣アンケート調査を、毎日排便のある児童（便
秘なし）、毎日排便のない児童（便秘あり）に分け
て再集計 

• アンケート実施時期：平成23年10月下旬から1週
間で回収 

• アンケート回収率：８６．６％（207名） 
• 有効回答率：９１．３％（189名） 

はじめに 
• 平成17年度からにかほ市

立小出・院内小学校在籍
児童父兄に対し生活習慣
アンケートを実施。 

• 近年、便秘児童が増加す
る傾向を認め、便秘児童の
背景に共通の生活習慣が
存在するかどうかを調査す
ることを目的とした。 
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