
   

【最終報告書】 

チーム① 妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究チーム 
「こどもといる生活」を共に支えあう子育て力・地域力の創出 

 
永光信一郎 1, *)、廣瀬伸一 1)、井上貴仁 1)、野村優子 1)、藤田貴子 1)、有馬久富 2)、宮本新吾 3)、 

太田栄治 4)、宮城由美子 5)、佐久間良子 5)、小柳康子 5)、長谷川珠代 5)、松本祐佳里 5)、 
藤原悠香 5) 、古賀綾 5)、田代恵莉 5)、 

1)小児科学、2)衛生・公衆衛生学、3)産婦人科学、4)総合周産期母子医療センター、5)看護学科、 
*）チーム責任者 

 
 

要   旨 
妊産婦と子育て期の母親の孤立を防止するために、地域・家庭の子育て力を強化し、妊娠から子

育て期までの切れ目のない支援をすることで共に支えあう地域を創出することが課題である。そのた

め切就学前の「こどもといる生活」を支えるため妊娠・出産・産褥期、子育て期を通しての健康支援

を行い、地域力の向上を図ることを目的とした。妊産婦・新生児を取り巻く家族に対して子育てをイ

メージでき、なおかつ孤立しないためにママやパパ同士のつながりや祖父母・地域の支援を行い福岡

市における子育て支援につながる糸口を提供してきた。妊娠・産褥期の支援として、プレママ・パパ

スクールや祖父母学級を開催し、育児期の支援としては小児科かかりつけ医の役割や、健康障害時に

おけるホームケア等、また就労する親が多いことから、家庭とのつながりが大きい保育士から子育て

期の保護者に対して支援ができる様に、緊急時や健康障害時の対応についてシミュレーション教育を

行った。 
 
Ⅰ．緒 言 
福岡市の特徴の一つに晩婚化、共働き世帯・

夫婦のみ世帯を中心に核家族世帯の増加があ

る。妊産婦と子育て期の母親の孤立を防止する

ために、地域・家庭の子育て力を強化し、妊娠

から子育て期までの切れ目のない支援をするこ

とで共に支えあう地域を創出することが課題で

ある。そこで地域・家庭の子育て力を強化し、

妊産婦・育児期の母親の孤立を防ぎ、就学前の

「こどもといる生活」を支える事を目指し、地

域でこどもが健康で安全に生活できるためのプ

ログラム開発として以下を計画した。 
1．妊娠・出産・産褥期における健康支援 
2．子育て期における健康支援 
3．次世代の親となる大学生への子育て支援 
 
Ⅱ．方 法 

1．妊娠・出産・産褥期における健康支援計画 
孫育て・子育て支援、プレママ・パパスクー 

ルを実施、研究事業として「ハイリスク児を出

産した産婦の抑うつ・不安傾向、育児困難、赤

ちゃんの気持ちに関する探索研究」を行った。 
1)孫育て・子育て支援 
 福岡大学総合周産期母子医療センター産科部

門との協働による母親学級の講座である。毎月

第 4 土曜日に開催し、年 10 回程度の開催であ

る。対象は、福岡大学病院受診中のハイリスク

妊産婦と家族、福岡市城南区保健福祉センター

の協力による地域の妊産婦である。看護学科棟

の母性小児看護学実習室にて「今時の子育て」

「食べてみよう離乳食」「家庭に潜む危険」「お

風呂に入れてみよう体験」を 2 時間コースで実

施した。大学における新生児や未熟児のモデル

を用いて実際に沐浴を行い、妊娠週数における



   

胎児の大きさをモデルで確認し、例年 100 名近

くが参加した。2020 年 4 月からは新型コロナ

ウイルス感染拡大予防のため開催を自粛した。                                                                           

 
2)プレママ・パパスクール 
 産後の子育てイメージを具体化し、子育て不

安の減少とママ・パパ役割を予測可能にする支

援をするため年に 2 回企画実施した。2019 年

の開催では、6 月にTVQ 九州と 11 月にケーブ

ルテレビ J:COM で開催状況が放映された。 
①赤ちゃん先生とママグループセッション 
妊娠したときの思い、妊娠中の経過や分娩の   

流れ、出産後の 1 日の過ごし方や子育ての実際

や工夫、困ったときの対処法や気持ちの持ち

方、夫や家族の支援などの実体験の話を聴いた

り、実際の赤ちゃんを抱っこしたりあやしたり

などの体験を行い子育てのイメージができてい

た。 

 
②ファザーリングジャパンのパパとのグループ

セッション 
福岡市城南区保健福祉センターとの共同開催

で参加者のパパとファザーリングジャパントレ

ーナーのパパたちと「父親が育児にかかわるこ

と」などグループで交流しながら、パパ友のす

すめなどの紹介を行った。 

 
③「小児科かかりつけ医」を見つけよう 
福岡大学医学部小児科医師を講師として「小

児科医を見つけよう」「ワクチン接種につい

て」「小児の感染症について」などについて講

話を行った。 

 
④ママとの交流 
 ママ同士でハンドマッサージをしながらお互

いの気持ちを表出するための時間を設けた。そ

の結果、育児に関する不安を話したり、連絡先を

交換したりする様子が見られ、妊産婦の孤立を

防ぐ一助となった。 

 

⑤福岡市からの情報提供 
 福岡市城南保健センターの保健師から福岡市

子育てサービスに関連する情報提供を行った。 
 



   

3)子育て中のパパ・ママのためのイラストブック

作成 
2021 年は、新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から 1)及び 2)の計画を見直し、実施した

内容を織り交ぜたイラストブックを作成してい

る。小児科医師、保健師、助産師、看護師、子育

て中のママ・パパが執筆し、妊娠期の健康支援、

産褥期の育児不安への支援、退院後に抱えやす

い育児不安に着目した内容(発症しやすい病気、

小児科医の選び方、緊急時の対応)となっている。

また子育て中のママやパパからのメッセージや

福岡市の子育て関係の情報提供も掲載する。こ

のイラストブックは、福岡市保健センターや小

児科外来、産婦人科外来などに配付予定である。 
 
2．子育て期における健康支援 
保育士及び保護者を対象とした支援を実施、 

研究事業として「保育士のこどもへの救急対応

の経験と自らの課題解決に関連する要因」を行

った。 
1)保育士等を対象とした研修会 
①「保育士さんの勉強会」 

2017 年に「保育士さんの勉強会」として北

九州市及び福岡市の保育士を対象に、保育の現

場で困っている健康障害や医療・保健に関する

内容について研修会を実施した。また福岡大学

研究ブランディングチーム③の講師による「子

どものコーディネーショントレーニング」を開

催した。 

②「福岡市保育士アレルギー研修会」 
2018 年からは福岡市こども未来局と連携

し、福岡市保育園等職員に対する食物アレルギ

ーに関する研修会を実施した。食物アレルギー

児への対応について、小児科医、看護師の立場

から講義を行った。エピペン®を使った演習を

行うなど、緊急時の対応について学ぶ機会とな

った。例年 300 名前後の参加であったが、2020
年以降、新型コロナウイルス感染拡大予防のた

め、来場者数を半数に制限して開催した。 
③「福岡市健康安全研修会」 

2018 年から福岡市こども未来局子育て支援

部指導監査課との共同開催として、保育所職員

等を対象にした「健康安全研修会」【基礎編】

【実践編】を企画した。【基礎編】は福岡市内

の地域型保育園、公立及び私立認可保育所等の

保育士及び看護師が例年 300 名前後であった

が、2020 年より新型コロナウイルス感染拡大

予防のため、来場者数を半数に制限しての開催

であった。研修内容は「保育所等における死

亡・障害事故と危機管理」「保育所等における

体調不良のこどもの手当て」で福岡大学医学部

看護学科教員が講演を行った。 
【実践編】は、【基礎編】受講者の中から希

望先着者 40 名を募り、「実践編」と「ふり返り

研修」の 2 回実施した。テーマは「けいれん発

生時における手当てと連携」として小児科医に

よる講義と Simjunior を用いてのシミュレーシ

ョン研修、シミュレーターを用いての乳幼児の

異物除去と心肺蘇生法、ふり返りでは実践編再

トレーニングを実施した。2018～2019 年の実

践編は 159 名、振り返りは 66 名が参加した。 



   

2020 年からは、新型コロナウイルス感染予

防のため、園内研修を想定した DVD を作成

し、【基礎編】終了後の希望者に配付した。

DVD の内容は第 1 章 保育園・幼稚園におけ

るけいれん対応、第 2 章 園内研修の進め方、

第 3 章 緊急時対応の体制作り、第 4 章シミュ

レーション研修の実際で構成し、DVD と活用

ガイドを作成した。今後、DVD の園内活用状

況や保育士等の緊急時対応力向上に寄与したか

等について評価を行う予定である。 
2)保護者を対象とした支援 

2018 年には、第 21 回子育て応援フェスティ

バル(主催：子づれ DE CHA・CHA・CHA！編

集部)で広報活動を兼ね「子育て相談ママ・パパ

応援隊」ブースを設け子育て相談を実施した。 
また 2017 年から 2020 年 3 月まで保育園に

通う保護者を対象に家庭におけるホームケアに

ついて講演を行った。 
 
3．次世代の親となる大学生への子育て支援 
 孫育て・子育て支援開催時に、学生ボランテ

ィアを募り、沐浴指導や、プレママ・パパに一

緒に参加したが、コロナ禍による自粛により継

続できていない。2021 年に高校生以上を対象

に子育てに関する意識調査を実施し、子育て体

験教室の参加については消極的であった。

 

Ⅲ．研究結果 
1．事業実施状況 

事業名 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 
孫育て・子育て

支援 84 名／9 回 134 名／10 回 93 名／12 回 開催自粛 開催自粛 

プレママ・パパ

スクール 3 名／1 回 48 名／2 回 42 名／2 回 開催自粛 開催自粛 

保育士さんの

勉強会 236 名／4 回 244 名／4 回 368 名／7 回 30 名／1 回 開催自粛 

福岡市健康安

全研修会 
 基礎編 299 名 

実践編 75 名 
ふり返り 38 名 

基礎編 294 名 
実践編 84 名 
ふり返り 30 名 

基礎編 140 名 
DVD 88 施設 

基礎編 155 名 
DVD 74 施設 

福岡市アレル

ギー研修会 
  308 名／1 回 132 名／1 回 136 名／1 回 

パパもママも

勉強中 66 名／1 回 92 名／2 回 54 名／1 回 開催自粛 開催自粛 

  参加人数／開催回数 
 

2．研究事業 
1)「ハイリスク児を出産した産婦の抑うつ・不

安傾向、育児困難、赤ちゃんの気持ちに関する

探索研究」 
2019 年 4 月～2020 年 3 月までに福岡大学総

合周産期母子センター新生児部門に入院中の新

生児を出産した 29～42 歳の母親を対象に出産

後早期から 1 ヶ月健診までの 4 回面接調査を実

施した。結果EPDS(エジンバラ産後うつ病質問

票)得点は、産褥早期または 1 週間後が高く、以



   

後低下傾向を示しており、退院後 1～2 週間の

母親支援の必要性が示唆された。またNICU 収

容児の異常、哺乳状態や医療者の説明によって

不安や心配が増す傾向も伺われた。そのため母

親の退院後は産科と連携して母親の精神状態を

含めた NICU での支援の強化が課題であった。 
2)「保育士の子どもへの救急対応の経験と自ら

の課題解決に関連する要因」 
2018 年と 2019 年に実施した福岡市健康安全

研修会【実践編】に参加した 159 名に対して、

無記名自記式質問し調査を実施した。結果看護

師が配置されている施設は、保育士の緊急対応

への準備性が高い可能性が考えられた。保育士

にとって業務での遭遇頻度の高さが、「対応で

きる」の回答に影響している可能性があった。

てんかん、けいれん、救急蘇生、異物除去の理

解が不十分なことが保育士の課題である可能性

が示唆された。 
 

Ⅳ．考 察 
妊娠・出産・産褥期・育児期における健康支

援として、地域・家庭の子育て力を強化するた

めの事業を展開してきた。妊娠期の母親が子育

てをイメージし様々な支援を活用していくこと

が必要と考える。フィンランドの子育て支援の

ネウボラは夫婦を対象に産前産後におこなわ

れ、赤ちゃんを迎え入れた際に生じる生活の変

化や戸惑いに備えるトレーニングを実施するな

ど、家族全体をケアする発想であり、それは育

児不安や虐待といった問題に対する「予防重

視」の施策といえる。今回の研究事業において

ハイリスク児を出産した母親は、退院後の支援

を求めていることが明らかになったことから、

本事業による孫育てやプレママ・パパスクール

やイラストブックは、妊産婦と子育て期の母親

の孤立を防ぎ、家族全体の子育て力強化につな

がったといえる。今後は、出産後の関わりとし

て、産後ケア事業などとの連携を図り今回の事

業計画を発展させていくことが必要と考える。 
また育児期の支援として、就労する母親が多

く、低年齢児より保育園で過ごすこどもが増加

している。そのため直接保護者への支援だけで

はなく、保育士を対象に実施した健康支援は、

長時間保育所で生活するこども自身も守り、ま

た保育士を通して保護者へ日常的に関わり育児

支援を行うことで、子育て力の強化として間接

的支援につながると考えられる。 
 
Ⅴ．今後の事業成果の活用・展望 
妊娠・出産・産褥期・育児期に展開した健康

支援に関する知的財産・教材などを用いて、福

岡大学医学部と福岡市との連携をさらに発展的

に継続していく。 
 
Ⅵ．結 論 
 今回実践したプログラムは、地域・家庭の子

育て力を強化し、妊産婦・育児期の母親の孤立

を防ぎ、地域でこどもが健康で安全に生活でき

るための一助となったと考える。しかし、次世

代の親となる大学生への支援については、実践

に至っておらず、ニーズ調査や分析を行い、企

画検討していきたい。 
 
Ⅶ．研究発表 
1．論文 
1）松本祐佳里他；保育士の子どもへの救急対

応の経験と自らの課題解決に関連する要因、小

児保健研究投稿中 
2）佐久間良子他；ハイリスク児を出産した産

婦の抑うつ・不安傾向、育児困難、赤ちゃんの

気持ちに関する探索研究、母性衛生学会誌投稿

予定 
 

2．学会発表 
1)宮城由美子；子どもの緊急時における保育所

等保育士・看護師の対応の現状：第 25 回

日本保育保健学会(2019 年 5 月・神戸) 
2)松本祐佳里；保育所等の保育士・看護師に対

する緊急時の対応技術習得のための段階的

研修の効果：第 66 回日本小児保健協会学



   

術集会(2019 年 6 月・東京)  
3)佐久間良子；「子どもといる生活支援」として

大学の施設を活用し地域に開かれた体験型

両親・祖父母学級の実践報告：第 60 回日

本母性衛生学会学術集会(2019 年 10 月・東

京) 
4)古賀 綾；地域と大学の連携・協働による

「初産婦夫婦への妊娠期からの子育て支

援」実践報告：第 60 回日本母性衛生学会

学術集会(2019 年 10 月・東京) 
5)Yoshiko Sakuma；Implementation and 

evaluation of a parent preparation 
support program for primiparous 
couples：23rd East Asian Forum of 
Nursing(2020 年 1 月・タイ) 

6)塚原ひとみ；ダイバーシティ―型研究ネッ 
  トワークの構築「地域・福岡市・大学との

連携：こどもといる生活を支える」日本看

護研究学会第 25 回九州・沖縄地方会学術

集会(2020 年 10 月福岡 web 開催) 
7)松本祐佳里；保育施設に起こったヒヤリハッ

ト・事故事例の分析：第 67 回日本小児保

健協会学術集会(2020 年 11 月久留米 web
開催) 

8)松本祐佳里；「保育中に体調不良や傷害が発生

した場合の対応研修」後の対応への自信と

研修時期との関連の検討：第 67 回日本小

児保健協会学術集会(2020 年 11 月久留米

web 開催) 
9)藤原悠香；保育施設における急変・事

故時の対応と経験年数との関連：第

27 回日本保育保健学会 (2021 年 5
月岐阜 Web 開催 ) 

 

Ⅷ．研修・講演・実技指導等 
1．「小児科医を見つけよう」 
2017 年 福岡大学小児科 井上貴仁 
2018 年 福岡大学小児科 瀬戸上貴資 
2019 年 福岡大学小児科 後藤綾子 
2．「保育所等における死亡・障害事故と危機管

理」 
2017～2021 年度 
福岡大学医学部看護学科 小柳康子 

3．「保育所等における体調不良のこどもの手当

て」 

2017～2021 年度 
 福岡大学医学部看護学科 宮城由美子 
4．「保育所・幼稚園におけるけいれん対応」 
2018 年 福岡大学小児科 藤田貴子 
2019 年 福岡大学小児科 林 仁美 
5．シミュレーション研修①Simjunior によるけ

いれん対応 
2018 年～2019 年 
福岡大学病院  

小児救急認定看護師 藤田めぐみ 
福岡大学医学部看護学科 松本祐佳里 
6．シミュレーション研修②異物除去・心肺蘇生 
2018 年 福岡大学小児科 

太田栄治・野村優子 
井原由紀子・太原鉄平 

2019 年 福岡大学小児科 
   新居見俊和・古賀信彦     

元永裕生・笹岡大記 
7．「福岡市アレルギー研修会」 
2019 年 福岡大学小児科 久保田 慧 
2020 年 福岡大学小児科 後藤綾子 
2021 年 福岡大学小児科 永山悠悟 
8．「保育士さんの勉強会」 
2017 年～2019 年  

福岡大学医学部看護学科 宮城由美子 
福岡大学スポーツ科学部 泉原 嘉郎 
福岡こどもとメディア理事、 

筑紫女学園大学 准教授 原 陽一郎 

9．「パパもママも勉強中」 
2017 年～2019 年 
 福岡大学医学部看護学科 宮城由美子 
 
Ⅸ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
 


