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      青少年の育成に関する有識者懇談会（第２回） 

 

１．日  時  平成１４年５月１７日（金）１６：００～１８：０３ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者         

 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     落合 恵美子 国際日本文化研究センター助教授 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

     福川 裕一  千葉大学工学部デザイン工学科教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

     吉田 敬子  九州大学医学部付属病院精神科講師 

４．議  題 

（１）開会 

（２）青少年の育成の在り方について（乳幼児期） 

  ＜発表者＞ 

    １）網野委員 

    ２）吉田委員 

    ３）杉山委員 

  （３）その他 
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  （４）閉会 

５．配付資料 

（会議資料） 

  資料１ 網野委員説明資料 

  資料２ 吉田委員説明資料 

  資料３ 杉山委員説明資料 

（参考資料） 

  青少年の育成に関する有識者懇談会（第１回）議事概要 
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                             午後 ４時００分開会 

○樋口座長代理 それでは、定刻になりましたので、ただいまから青少年の育成に関する

有識者懇談会第２回の会合を開催いたします。 

 本日、本田座長が所用で遅れていらっしゃるということですので、その間、私が司会を

進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日は松下副大臣にご出席いただいております。また、前回に引き続きまして、

文部科学省の池坊政務官にご同席いただいております。 

 なお、松下副大臣は所用のため途中で退席なさるということでございますので、まずご

挨拶いただけますでしょうか。 

○松下副大臣 副大臣の松下忠洋でございます。きょうは本当にありがとうございます。

青少年の育成に関する懇談会の第２回目でございますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。官房長官も政務で走り回っておりまして、私もまたこの挨拶のあとすぐ退席させても

らいますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、幅広い青少年の育成に関する課題のうち乳幼児期の育成の在り方に焦点を当て

た議論を行うということで、３名の先生方にご発表いただくこととなっております。乳幼

児期の子育ては青少年の健やかな成長のために大切な課題でございます。「三つ子の魂百

まで」とも教わりました。社会において支援していくことが大変重要でございます。皆さ

ん方には活発なご議論をお願い申し上げるところでございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○樋口座長代理 ありがとうございました。 

 それでは、本日初めて出席される委員がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。 

 中村委員、よろしくお願いいたします。 

 福川委員、よろしくお願いいたします。 

 北村委員、よろしくお願いいたします。 

 前回、ほかの委員につきましては自己紹介を含めた青少年の育成についてご発言をお願

いしたところでございますが、同じように、２～３分で結構でございますので、お話いた

だきたいと思います。 

 それでは、中村委員からお願いいたします。 

○中村委員 武蔵工業大学から参りました中村と申します。よろしくお願いいたします。 
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 私の現在の専門は情報と社会という非常に漠然としたものなのですけれども、さまざま

な新しいコミュニケーション手段の登場によって人々の行動はどのように変わるかという

ことを考える中で、特に青少年がその中でどのように変容していくのかというところに興

味がございます。中でも、例えば新しいメディアが出てきたからといって、携帯電話と青

少年、あるいは、インターネットと青少年という、単体のメディアと青少年の間の関係を

考えるというよりは、青少年の生活全体の中でそれぞれのメディアがどのように位置付け

られ、再配置されていくのかというような、情報エコロジーとでも言うような観点から考

えていけたらというふうに考えております。 

 気持ちばかりで、実証的なデータについてはオーソドックスな取り方が中心になってし

まうのですけれども、少しずつ考えていきたいと思っているところです。よろしくお願い

いたします。 

○樋口座長代理 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、福川委員、お願いいたします。 

○福川委員 今、ご紹介いただきました福川と申します。千葉大学工学部のデザイン工学

科で都市計画を教えております。 

 都市の方では都市再生というのが大変大きなテーマとして浮上しておりますが、現在は

専ら経済の活性化ということに力点があって、規制緩和方策とか融資とかいろいろな形で

都市の開発を活性化することに主眼が置かれておりますけれども、よく考えてみますと、2

1 世紀の我々はあまり立派な都市やまちをつくってこなかった。立派なという意味は、ま

さに青少年その他がよく育つという意味ですけれども、そういうまちをつくってこなかっ

たということでありまして、本当の意味での都市再生がこれから必要とされるのだと思い

ます。 

 そういう中で、大人だけではなくて、青少年、子どものことを考えた都市づくりが必要

になると思います。と同時に、子どもにとって、あるいは、青少年にとってよい都市とい

うだけではなくて、彼らがよい都市をつくように働きかけるという視点も大事だと思いま

すし、さらに彼らが現実の都市の中で感性を磨いたり、あるいは、社会のシステムについ

て学習したりして、将来、大人になってよい都市をつくっていく、そういう視点も重要だ

と思います。つまり、よい都市と青少年というのは絶えず応答関係にあるんだと思ってお

ります。 

 そういう視点から少しでも皆さんのご議論にお役に立つ発言ができればと思っておりま
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すので、よろしくお願いいたします。 

○樋口座長代理 ありがとうございました。 

 続きまして、北村委員、お願いいたします。 

○北村委員 読売新聞の北村と申します。ただいまは調査研究本部というところの主任研

究員という肩書なんですが、昨年まで長いこと現場で取材、デスクをやっておりまして、

特に働くお母さんの立場に大変関心があります。最近、少子・高齢化ということが言われ

ているんですけれども、働くお母さんたちにとって、あるいは、働こうという女の人にと

って、子どもを持つというのがとてもすてきなことというよりは、人生の不安材料みたい

になっているところがありまして、これはいかがなものかという気持ちが強いんです。お

母さんが不安だったら、それはカップルが不安だったらという意味でもありますが、それ

が決して子どもにいいとは思えない。 

 そういったところからも、子どもの問題というのは母親、父親、家庭全体の問題、特に

これから少子・高齢化で女の人が職場に出ることが必然と考えられるならば、働くお母さ

んの子ども関係というのは、子どもにとって大きな要素だという気持ちを持っております。

そんなことで、女の人の働き方の面から見た子どものよき育成とは何かということを勉強

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○樋口座長代理 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、その前に配布資料について、事務局か

らご確認をお願いいたします。 

○椋野参事官 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 資料１、２、３と、きょうレポートいただく委員からの資料をお手元に配布させていた

だいております。網野委員の資料については、資料１－１、１－２、１－３、１－４の４

種類ございます。それから、吉田委員の資料は、資料２という形でございます。それから、

杉山委員の資料は資料３－１、３－２、３－３、３－４の４種類でございます。 

 そのあとに、前回の議事概要を参考に配布させていただいております。議事録について

は各委員に確認していただいているところでございます。 

 その次に、当面の懇談会の日程についてという資料を１枚入れさせていただいておりま

す。第６回まで、座長とレポートをお願いする委員の日程を優先して調整させていただき

ました。 

 最後に、「『学級崩壊』の学級の割合について」という広田委員からご提供の資料が１
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枚入っております。前回、「学級崩壊」の学級の割合についてとその定義が少し議論にな

りまして、広田委員から正確なものをということでご提供がありました。東京以外の他府

県調査では０．何パーセントというような数値、東京都だと少し高くて 1.5、 1.7％とい

うような数値。それから、定義は少しずつ違いますけれども、どういう定義で調査をした

かというようなものが書いてございます。 

 以上でございますが、お手元にそろっておりますでしょうか。 

○樋口座長代理 ありがとうございました。 

 広田委員、どうもありがとうございます。今後もどしどし資料を提供していただきたい

と思います。 

 前回の第１回懇談会において、当面、年齢期ごとの青少年の育成の在り方について議論

していくという了解を得ているかと思います。そこで本日は乳幼児期をテーマに議論して

まいりたいと思います。このテーマに関連したご発表を網野委員、吉田委員、杉山委員の

３名の方にお願いしたいと思っております。 

 まず網野委員から、「乳幼児期における実の親、社会的親による子育て」ということで

ご発表をお願いいたします。 

○網野委員 私は、「乳幼児期における実の親、社会的親による子育て」というテーマで

申し上げたいと思います。お手元の資料１－１から１－４を参考にしていただきたいと思

いますが、最初のレジュメの中で、青少年育成ということで乳幼児期をどのように受けと

めるかという点で、Ⅲの２、心豊かに育つ環境：三つの安全基地の形成ということから簡

単に触れたいと思います。 

 私は長年にわたりまして子どもの発達と福祉ということを心理学的、福祉学的にかかわ

ってまいりました。ここに挙げた三つの安全基地と言いますのは、ヒトが種としてのヒト

として生まれて人間として育つというプロセスで、最も重要な人間として育つ環境の基本

は何かということでまとめさせていただいております。特にきょう触れますのは、この中

の第一の安全基地をどのように形成できるのかということです。安全基地というのは、ヒ

トが人間となる上で欠かせない重要な人物ということになります。ここでは、概ねこの３

つの段階に分けて、基地と、形成の要件、基本的心理を挙げています。 

 今後続くこの懇談会の中では、第二の安全基地、あるいは第三の安全基地でかかわる要

素も多いかと思いますが、きょうは第一の安全基地に焦点をあてたお話ですので、これで

言いますと、概ね１歳のころまでに安全基地が形成されることが一つの要素となるかと思
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います。具体的には限られた特定の人物、１人あるいは複数、２～３人ぐらいの人ですが、

それは愛着（アタッチメント）の対象となる人、具体的にはほとんど実の母親、時に父親、

あるいは最も身近で人間的な相互作用を営む人が、普通、基地となることが多いわけです。 

 要件としては、愛着（アタッチメント）の形成ということになりますが、やや専門的な

部分が含まれますので、あとのお話との関連で少し触れたいと思います。これがヒトが人

間として育っていく上で人生の最初のかなり重要なポイントになるかと思います。そこで

形成されていく基本的心理としては、生涯にわたる他者に対するあるいは自分に対する基

本的信頼と愛が、第一の安全基地を形成することによって培われると受けとめております。

これを前提として以下申し上げたいと思います。 

 レジュメの最初の「乳幼児期の子育てと子育ち」というところですが、お手元に資料１

－２として、昨年出した私ども上智大学の「社会福祉研究」という紀要の抜き刷りを用意

いたしました。そのタイトルは「母性神話と保育」ということです。乳幼児期において母

親たる存在についてさまざまに議論されていますが、その論点の一つは、母性神話という

ことへの受けとめ方に関してであります。母性神話とは何か、資料１－２の 11 ページの下

から次のページにかけて母性神話を意味しているものを表現しております。 

 11 ページの下に、①として、母親は子育ての能力や愛情を本能的に有しているという思

いに関するもの。もう１つは、母親は家庭で子育てに専心するもの、父親は子育てにかか

わることなく仕事に専心するもの、あるいは専心すべきというような趣旨、あるいは、価

値観であります。これがいつごろ社会的に影響を及ぼすようになったかということについ

ては、この論文ではあとで触れておりますけれども、科学的根拠という点で言えばかなり

以前から疑わしきものというふうに受けとめられておりました。私も母性と保育というこ

とを通じて四半世紀近くかかわってまいりましたが、このことに関してはまさに神話だと

いう受けとめ方をしている一人であります。 

 最近また母性神話論争が起きましたのは、12 ページの下から次にかけていろいろ触れて

おりますが、平成 10 年版厚生白書の中で政府刊行物としては異色の趣旨が含まれておりま

した。13 ページの上にあるような内容、つまり、母性神話あるいは三歳児神話に関しては

科学的根拠は薄いということを指摘してありますが、これに対してさまざまな議論が起こ

りました。例えば専門家の中でも特に医師の方々は三歳児神話として葬り去るということ

への疑問を呈している方が何人もおられます。一般的には社会通念あるいは価値観、パラ

ダイムとしてはかなり根強い内容があるかと思います。以下になぜ母性神話が成立したか、
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その背景、推移に触れておりますが、もし時間がありましたら、興味のある方は読んでい

ただければ幸いです。 

 重要なポイントは、14 ページの下の方の母性的養育（maternal Care）の受けとめ方に

あります。先ほどアタッチメントという言葉を申しました。臨床心理学あるいは発達心理

学、精神医学の趣旨で言いますと、ジョン・ボウルビーという著名な学者がアタッチメン

ト理論を形成したんですが、先ほど触れた第一の安全基地というのはこのアタッチメント

理論とも関係しております。人はアタッチメントの対象を形成していく。それは誰か。ボ

ウルビーの理論をはじめそれはあたかも前提のごとく実の母親という考え方がかなり強く

示されました。 

 子どもにとって人間としての基礎を形成する最初の人間関係が大切なのはマターナルな

ケアであって、それはイコール必ずしも実の母親ではないということであるかと思います。

幸いにして実のお母さんこそ一番愛着の形成、そして、第一の安全基地を形成する要件を、

生物的にも、心理的にも、社会的にも持っていますが、それが必ずしもすべて正しいとは

言えない。私は子どもの福祉に長く携わっておりまして、母親以外の人が赤ちゃんの時期

あるいは幼少期にかかわることによって、いかに心理的関係を築くことができたかという

例を幾つも見ております。さらに、現代型児童虐待と呼ばれている背景にあります、母性

への社会的プレッシャーは抜きにできない重要な課題かと思っております。 

 15 ページの２に母性的養育環境としての心理的親と書きましたが、この趣旨を私は大切

にしたいと思っております。「母性的養育というのは、実の母親が最も適切に提供しやす

い条件を備えている。しかし、以上の経過からみるように、ここでいう母性とは実の母親

を含んではいるが、しかし実の母親のみをいうのではない。母性的養育を提供する人物、

子どもの立場からみて、母性的養育を提供してくれていると甘受することのできる人物で

ある。」と書きました。具体的にはそれが私にとっても最も大切な人、自分を信頼し、愛

し、見守ってくれる存在と受けとめてくれる心理的親が、人生の最初の時期に子どもは求

めているということが言えるのではないかと思います。 

 16 ページに入りまして、Ⅲの上の「子どもにとっての親、それは生物的親、実の親に限

らない」というところで、この趣旨をまとめたつもりです。社会的親、つまり実の親とと

もに子どもの育ちにかかわるたくさんの大人たち、そのような人の影響を受けて子どもは

自然に育っていく。むしろ実の親だけによって育てられるということであれば、ある意味

ではそれは不可能であるし、時には不自然である場合もあるということです。子どもにと
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って実の親、さらには幾人もの本当にふさわしい心理的親を提供できる環境というのは、

特に乳幼児期にとって欠かせないことかと思います。さらに、もしこのような環境が母性

のみを余りにも重視する社会が進めば進むほど、親も大変ですが、子どもも大変で、たく

さんの多様なモデリングの対象となる人たちが限られること、これはその人の人生にも影

響を与えると思います。 

 子どもたちにとっては、多様なモデリングの対象となる親以外の人も必要不可欠だとい

うことは踏まえる必要があるのではないかと思います。その場合、現代の課題としては、

先ほど北村委員も触れられましたが、母親が働いていること、あるいは、母親が専業主婦

であるということの対比、対峙が強すぎるのではないかと思います。母性神話は専業主婦

をよしとする、あるいは、一つの現代家族の象徴として重視してきた面があります。恐ら

くほかの委員の先生方もその点については共通の部分があるかと思いますが、専業主婦が

よいとか悪い、あるいは、母親が働くことがよい、悪いということよりも、現代の状況を

見ますと、専業主婦によってもたらされている問題、あるいは、家庭環境、子育ての課題

の方にもっと目を向けるべきではないかと考えている一人であります。 

 そこで、資料１－１のレジュメに戻っていただきたいと思います。Ⅲの人間として育つ

基礎というところに、単相的育児の克服というのを挙げました。「複相的育児」、「単相

的育児」というのは私が従来から使わせていただいている言葉ですが、多世代家族や多様

な階層関係、近隣関係の中で、両親、特に母親に限らない拡大的で多面的な育児を複相的

育児と表現しております。もう１つ、縮小した階層関係、希薄化した近隣関係、次第に強

まる核家族化の中でもたらされる両親、特に母親による限定的で一面的な育児を単相的育

児と称しています。 

 資料１－４を見ていただきたいと思います。図Ｖ－１と図Ｖ－２で示しておりますが、

具体的に言いますと、複相的な育児における家族関係の数、単相的な育児における家族関

係の数をやや極端な形で、おじいちゃんおばあちゃん、おじちゃんおばちゃんなどという

人たちも含まれていた状況で、仮に家族が 10 人とした場合、家族関係の数は 45 と極めて

多様なダイナミックスが展開されます。それから、下の単相的な育児、例えば夫婦に子ど

も１人と見た場合は級数的に減っていくわけでして、３という数です。しかも、夫と妻が

横に実線として結ばれている、これが薄くなればなるほど妻の子どもとのかかわりの実線

が太くならざるを得ない。母子関係の比重の強さというのは、現在の乳幼児、青少年の関

連で見たときに、先ほど申し上げたような全体的な子育て環境として、必然的に知られざ
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るうちに問題や課題となっている部分が多いのではないかと思います。 

 母親こそすべてという思い込みからくるもう一つの考え方が保育是非論であります。特

に０歳からの保育はよろしくないという考え方は世界的にもずうっとありました。これに

ついては、資料１－２の 18 ページ以下に詳しく触れております。その関連で、いろいろ目

移りさせてしまいまして申しわけありませんが、資料１－３は「保育が子どもの発達に及

ぼす影響に関する研究」という、パネル用の資料で昨年度の厚生科学研究を示したものを

コピーしたものです。これは専門家だけではなく一般の方にも理解していただけるように

ということで表現しております。 

 重要なポイントとしては、Ⅲの結果の２に概要として触れたところです。母性神話、三

歳児神話を超えようということです。一般的に子どもにとってよくないという母親の就労

への考え方、「乳幼児期から子どもを離して働くなんてとんでもない」という受けとめ方

は決して少なくありません。私は子どもにとってよくないということはどういうことなの

だろうかということを、20 年以上かけて３回にわたり国際比較を含めて、今回も国際比較

を含めておりますけれども、このことを調べてきました。ここにありますように、科学的

に詳しく研究をやっていくとマイナスの影響ありとする結果は非常に少ないということで

あります。でも、３歳までは母親が育てるべきという通念は、働くことと家庭にいること

をどこかで必ず対立させてしまう。子どもは母親の膝元でということと、それ以外のこと

を対峙させてしまう。母性神話、三歳児神話とか、保育是非論はとっくに超えるべきです

が、まだかなりこだわりがあるということです。 

 何が大事か。次に書いてありますように、親、特に母親とのアタッチメントも大切だし、

さまざまな社会的親とのアタッチメントも大切ではないかということです。中でも、保育

を受けている子どもたちにとっては保育者とのアタッチメントも非常に大切です。ちょっ

と専門的になって恐縮ですが、最近のアタッチメント研究は、アタッチメントの対象イコ

ール実の母親ということへの見直しが進んでおります。それは子どもにとってどうかとい

うことです。子どもとのかかわりを見ていくほど母親のアタッチメント、保育者へのアタ

ッチメントの質が問われていることになるかと思います。 

 最近、国立精神神経研究所からこの４月にお茶の水女子大に移られました菅原ますみ先

生の報告がマスコミでもいろいろ取り上げられておりますが、母親が働いている家庭の子

どもとそうでない家庭では、むしろ働いている母親の家庭の方が問題行動は少ないと。こ

れは 11 年継続して、今、13 年目にかかっておりますが、そのことなども挙げられており
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ます。私たち自身の実証的研究でもマイナスであるということがストレートに出てくる研

究はありませんでした。 

総括的に言いますと、母性神話、三歳児神話を超えて、もっと大切なことを環境として

考えるべきではないかということになります。大事なことは、どの子どもにとってもケア

の質が大切である。堂々巡りしても結論はこのようなある意味では優等生的なことになっ

てしまいますが、これが意外と重視されていないことが考えられます。そこで、私は子育

ての社会化とか子育て支援を、親に代わってとかいうことではなくて、親と一緒に社会が

子どもを育てていくことのへの関心、それから、そのことにエネルギーを傾けることので

きる社会、よく「子育てにやさしい社会」と言われますが、その本当の意味はそれではな

いかと思います。 

 資料１－２の 22 ページできょう申し上げたいことはほぼ伝えられるかと思いますが、３

行目からのところに私なりの結論を出しました。「今や、子育ての社会化は子育て支援と

いう観点を超えて、より積極的に子育てへの参画という観点を包含する必要がある。母性

神話と保育との関係に見られる自助か公助かの対峙、対立の時期はもう既に終わっている。

今求められていることは、このような不毛な論争を超えて、自助、公助、そして共助の均

衡のとれた子育て環境を整備することである。とりわけ、今、社会連帯としての共助が求

められる。子どもを生み育てることは、人類の最も高い価値を持った営みである。われわ

れの社会を引き継ぎ、次代を担う子どもたちを育てることは、社会的にきわめて高い価値

のあることではないだろうか。その価値ある営みという最も重い責任を担って子どもを生

み育てている実の親たちに感謝し、そこにすべての人々、とりわけ成人が参画し、社会的

親としての自覚と責任を持つことが求められているように思われる」というふうに私は考

えております。 

 最後に、資料１－１のレジュメのⅡ、子育て、その私的営みと社会的営みで触れており

ますように、既に 1940 年代後半に日本は児童福祉法の第１条と第２条で、保護者、親が子

どもを育てるということとともに、社会的な子育ての育成責任、公的な子育て、育成の責

任を明示しております。当時はかなり先駆的なもので、国際的にも非常に評価される内容

でした。理念はこんなにすばらしかったんですが、実際にはなかなか進まなかった。よう

やく少子社会という中で子どもを生み育てることへの関心は本当に深まってきたと思いま

す。児童福祉法のすばらしい理念を持っている社会ですので、これをいかに実践するかと

いう課題に直接取り組む時代を迎えているのではないかと思います。 
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 以上で終わります。 

○樋口座長代理 座長がいらっしゃいましたので、ここでバトンタッチをしたいと思いま

す。 

○本田座長 遅くなりまして申しわけございません。ただいままでのところは樋口先生に

司会をお願い申し上げました。そして、網野先生のご発表を承ったところのようでござい

ます。 

  網野先生のご発表がお済みになりましたので、ただいまのご発表に関して確認しておき

たいということがございましたら、今ここでお出しいただきたいと思います。ディスカッ

ションは全部のご発表が終わってからにいたしますけれども、今ここで網野先生に伺って

おきたい、確かめておきたいと、そういう意味での質問事項がございましたら、お出しく

ださいませ。いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。それでは、次の方のご発表に移りたいと思います。 

 吉田委員からは「母親と乳幼児の精神医学的問題」ということでご発表くださる予定に

なっております。吉田先生、どうぞよろしく。 

○吉田委員 私は、網野先生に続きまして、乳幼児・児童精神医学の立場から、特に子育

てに医学的研究、臨床が、地域の保健所、現在は保健福祉センターとも言いますが、そこ

の助産婦さん、保健婦さん、そして保育所、小児科医、産婦人科医、あるいは母親自身、

家族、いわゆる児童精神医学、周産期精神医学という、私たちの非常に狭い精神医学がど

のように子育てに還元できているかというところを焦点として、きょうのお話を進めたい

と思います。 

 私はスライドあるいは資料がないとお話が進まない人間の一人ですので、パワーポイン

トを使います。レジュメの資料２の１ページに私の論点を幾つかまとめておりますが、そ

の次のページからはパワーポイントの写しを一覧にしております。私のお話の間はメモを

とらないでもいいようにと思いまして、用意をしてきました。それでは早速始めさせてい

ただきます。 

 私の題は「母親と乳幼児の精神医学的問題」、周産母子センターという言葉が妊娠、出

産にまつわってありますが、周産というのは周産期、専門用語では乳幼児精神医学の前に

周産期精神医学という言葉が現在出ています。これは私が医師になってこの 10 年ぐらいで

知った言葉で、医学部の講義のときには全くありませんでした。このことがどのように家

族の心の健康と育児に関連しているかということについて述べさせていただきます。 
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 この絵はパブロ・ピカソの絵ですが、赤ちゃんを抱いているナース、これはナースなの

かもしれませんが、全く目線が合っていなくて遠くの方を見ている。本当はこれはヒマシ

油なのかもしれませんが、私はアルコールに見立てまして、アルコールを飲んでいるお母

さんが、マザー・ベビーズのアイコンタクトのないままにぼうっと見ているということで、

モチーフとして、偉大な作家に申しわけないんですけれども、私はこのレクチャーでよく

使わせていただいています。 

 レジュメの２番目にある産後うつ病のことについて説明したいというのがきょうの私の

モチベーションの中で最も高いものであります。なぜかと申しますと、「産後の肥立ちが

悪い」とか「育児不安の母親」という言葉が昔からありますが、私たちが想像している以

上に産後うつ病、臨床診断にカテゴライズされる治療あるいはケアの対象となる疾患が多

いということを心にとめていただきたいと思います。 

 産後うつ病の前に、うつ病というのはどのようなことかと申しますと、うつ病とは人生

のさまざまな時期に起こる心の病です。これはストレスとか神経症とかノイローゼとは全

く違います。うつ病というのは気分の障害、気分が落ち込むことが一番に起こることです。

２番目の興味、いつもはいろいろな新聞が読めていた、あるいは、出かけて何かの趣味が

持てて交流もできていたという人が、（1)か（2)が顕著になるということがうつ病の確定

診断の二大症状です。どちらかがなければ、（3)以下があってもうつ病と言わないことに

医学診断ではなっております。 

 このようなことが起こりますと、だんだん食欲がなくなりまして、気分が落ち込んで、

その結果体重減少が起こります。それから、夜眠れないというようなことが起こりまして、

言葉や動作がゆっくりになります。疲れやすく、気力が減退する。（7）はかなり特徴的な

んですが、過剰な罪責感、自分が悪いからこういうことが起こったんだという理論的に説

明がつくものではなくて、過去のあのときの言動が今の私の悪さにかかわっていて、それ

は自分が悪かったからこういうことが起こっているとか、全く関係ない、あるいは、希薄

な因果関係でも自分がどうしても悪く思ってしまうというようなこととか、自分は価値が

ないというようなことを考えます。それから、思考力や集中力が悪くなる。こういうこと

が進みますと、希死念慮とか自殺企図、中には自殺される方もいますが、死というものが

何度も頭をよぎる。 

 これがうつ病でありまして、中核症状は（1）か（2）がないといけないこと。あと（3）

から（9）の中の４つか５つがあり、しかも１日や２日ではだめです。私たちも１日や２日
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はこういうことがありますが、病気とクリニカルにアイデンティティに入るためには２週

間以上こういうことが毎日ほとんど続くというのがいわゆるうつ病です。有病率は一般人

口の５％から３％前後と言われております。人生のさまざまな時期に起こるんですが、医

学部の場合は高発年齢、高発時期ということを言います。うつ病の最初の危険域のピーク

は思春期、青年期に起こります。それから、中高年になりかかるときに起こります。それ

から、初老期うつ病がありますが、女性の中でうつ病が最も起こる時期は出産後でありま

す。これがきょうの私の一番のポイントです。出産後、しかも、産後の１カ月以内にほと

んど起こってしまいます。これを産後うつ病と申します。 

 産後うつ病になるとどういうことになるのかと言いますと、家事と育児に支障が起こり

ます。先ほどお示ししましたように、うつ病の症状だけが２週間以上続いても臨床的には

うつ病と診断できない仕組みになっております。先ほど申しましたように、うつ病の症状

がたくさんあったときには、臨床的に著しい苦痛、または、自分ではあまり感じていなく

ても、社会的、職業的、あるいは、他の重要な領域で人間としての機能の障害を引き起こ

している。だから、ケアや治療が必要となるというふうに医学では考えるわけです。 

 それで、産後うつ病に戻しますが、日常の中での母親の機能の障害は何か。まさに家事

と育児のことなのであります。１人目の赤ちゃんの育児の最中にほかの家事を手抜きをし

たり、配ったり、算段してできなくなるというようなことが起こってきて、自分はたくさ

んするときに何もできないとか、家事をしていたら育児ができず、育児にずうっとかかわ

っていると家事の機能が落ち、後にどちらもできなくなるということに陥ります。 

 産後うつ病が重要なのは２番目に書いてある理由に尽きると思います。これは出産後の

母親の何人に１人が、今申し上げた臨床的なうつ病になっているかと申しますと、驚くほ

と頻度は高いんです。お答えを申しますと、10 人に１人か２人は産後うつ病なのです。し

かも、産後うつ病というのは出産後１週間から１カ月ぐらいの間に発症し、数カ月、臨床

症状が続きます。自然に経過する場合を含めてこういうことが言えます。それから、ほか

のうつ病と違いまして、このうつ病の主たる人間は出産後間もない母親で、自信がない、

夫に申しわけないとかいろんなことが起こります。赤ちゃんがかわいいという実感が湧か

なかったり、自分の赤ちゃんに対してときどき敵意を感じたりします。 

 うつ病はこんなに多いのか、そんなに周りにいるのかと思われるかもしれませんが、次

に多少ラッキーなことを申し上げます。大多数の産後うつ病は軽い、つまり、 100 人、出

産後の母親がいますと、10 人は臨床うつ病です。しかしながら、そのうちの８人ぐらいは
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大変軽い。軽いと、産後の肥立ちが悪いと見逃されていたり、育児ノイローゼと間違って

小児科や助産婦さんや保健婦さん、あるいは、ご家族に思われていることがある。これは

重症、軽症の意味からいきますと、ある意味でラッキーなんですが、反対から見るとこれ

らの母親が見逃されているということになるわけです。もう１つ、重症の場合。 100 人の

母親のうち 10 人が産後うつ病だとしますと、その 10 人のうち１人か２人。つまり、全体

の 100 人でいくと１人ぐらいが本当にうつ病治療薬を飲まないといけないぐらいの重症と

いうことになるんですが、その場合は精神科で治療しましょうということになります。 

 乳幼児・周産期精神医学がどのように地域、コミュニティの子育て支援になるのかとい

うと、うつ病が多いということ、それから、産後の肥立ちや育児不安と間違って伝えられ

ないような啓蒙活動が要るということ。しかも、うつ病自体は軽いんですが、私たちに認

識がないと見逃されてしまうかもしれないということ。うつ病は治りますから、早期発見、

早期介入の一番のターゲットの精神医学的疾患であります。それが見逃されているうちに

ずるずると、そのうち直るかもしれないけれども、日にちがかかるというふうになってき

て、超早期の母子関係に影響が出ないかということであります。 

 では、どうしたら見つけられるかということになるわけですが、これにはお答えがあり

ます。産後うつ病を比較的簡単にマスでスクリーニングするための質問票が英国で 1987 年

に作成されました。今お見せしているものがそうですが、たった 10 項目しかありません。

１週間ぐらいの気持ちを振り返って、１日だけおつけになればいいと。10 項目で各項目が

３点満点で、合計 30 点になっております。例えば１番、笑うことができるし、物事のおも

しろい面もわかる。２番、物事を楽しみにして待つことができる。先ほど言った中核症状

の抑うつ気分や興味や楽しみの喪失がある人は３点満点の３点とか２点のところに○がつ

くわけです。 

 このうつ病スクリーニング票は、先ほど申し上げたうつ病の診断基準に照らし合わせて

つくったものであります。３番、罪責感と申し上げましたが、不必要に自分を責める。４

番、理由もないのに不安になったり、心配する。５番、恐怖におそわれる。６番、するこ

とがたくさんあるときに対処できない。先ほど機能不全の形は育児と家事ができないこと

だと言いましたが、こういうことが起こります。７番、うつ病の症状の一つである不眠。

幸せでなくて眠りにくいということにお母さんは○をつけることがあります。８番、悲し

くなったり惨めになる、これは気分の障害です。９番、それがもっと高じると泣けてくる。

10 番は症状の最後に申し上げた自殺念慮、自殺企図。自分自身を傷つけるのではないかと
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いう考えが浮かんできます。 

 この 10 項目 30 点満点のスクリーニングで、西欧諸国は 13 点以上あるとうつ病として考

えるということになっています。ところが、日本の母親にこれを適用しましたところ、産

後うつ病は西欧も日本も全く頻度は変わりません、10～15％ありました。しかしながら、

同じうつ病のお母さんで、私たちが面接診断をして確定したお母さんに対して、このスク

リーニングをつけていただくと、区分点が９点に下げないと日本の母親のうつ病はすくい

上げられなかったということです。どういうことかというと、同じように臨床症状があっ

ても、母親自身の自分の気持ちに対する自覚が非常に薄いこと、ほかにもいろいろ理由が

あるんですが、それが一つの理由です。 

 これを立証することは大変難しいんですが、臨床的に遭遇する事例はたくさんあります。

例えば西欧の母親は「私は非常に気分が落ち込んでいる。いろんなことができない。だか

ら私はヘルプが必要だ」と言うんですね。ところが、日本の母親は産後うつ病のときにど

のように訴えるかというと、疲れやすい、身体症状から出てきまして、その次に子育て不

安を言います。ですから、育児不安と間違うわけです。例えば自分の赤ちゃんは体重がう

まく増加していないのではないか、母乳が足りてないのではないかという母乳の不安に置

き換わっていたり、あるいは、発達が少し悪いんじゃないかと心配ですといって、小児科

医を何度も訪れて検査をするというようなことがございます。 

 これは、産後うつ病の母親を見いだす方法として、エジンバラ産後うつ病スケールを使

えば、かなりの部分すくい上げられるということであります。記入時間数分で早期発見の

手がかりができるということであります。この地図を見ていただきたいんですか、このド

ットは英国の地図の中にマザーベビーユニットという精神科ユニットが幾つあるかを示し

たものです。特に集中しているのはロンドンですが、次の写真を見ていただきたいと思い

ます。広大な敷地に幾つかのユニットがありますが、これはすべて精神科病棟です。一見、

小児科病棟の個室かと思われるかもしれませんが、精神科病棟の母子ユニットです。ここ

に重症うつ病の母親が入院していまして、赤ちゃんが同時に入院します。赤ちゃんはどこ

も悪くありません。 

 出産後の母親が子育てができない、育児ができない、かつ、抗うつ剤などうつ病治療薬

が必要、自殺念慮もあるから精神科医師による治療が必要というときに、丸々太った赤ち

ゃんがお母さんと一緒に入院して、ここにあるシンクとコットとかで母親は育児をするわ

けです。この概念は、網野先生が言われたように英国というのは母子アタッチメントの研
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究が盛んでございまして、産後うつ病と言えども母性自身は、うつ病の部分はありますが、

子どもを持ったりする気持ちは強い。だから、母親が重症のうつ病で治療している３～４

カ月を子どもと引き離さないために、このような母子同時ユニットの入院施設をつくった

わけです。 

 西欧には里帰り分娩もありませんし、いろいろなことで横社会ですので、これは社会ニ

ーズにも応じているものでもあるわけです。これは赤ちゃんとお母さんが一緒にくつろい

でいるように見えますが、すべて入院患者と赤ちゃんです。ここにいらっしゃる縞模様の

女性はナースです。このようにして精神科、母子、産後直後の母親がベイビーと一緒に入

院する、母親と子どもだけのためのユニットができています。最近はこれに、家族ユニッ

トと言いまして、かなりよくなった退院直前の母親のパートナー、夫が一緒に入院して日

常生活のスタンバイをするというものです。 

 私が第１回目に申し上げましたように、子育てでつまずく場合は、あらかじめどんな母

親あるいは女性がつまずきやすいのか、病気になりやすいのかという、予防精神医学の観

点からこのスライドを出しました。結果だけを持ってきましたが、いろいろな研究から、

この妊娠・出産の以前にうつ病になったことがあった女性は危険率が３倍になります。つ

まり、全く普通のノーマルコントロールの女性ならば 10％の割合で産後うつ病にあたるだ

ろうというところが、３割の確率、かなり高い確率で発症する。発症率が３割というのは

遺伝病でもない限り、臨床診断の精神科の領域ではあるものではございません。それで、

ソーシャルサポートが少ない人もうつ病になりやすい。夫や家族との関係や、周囲と孤立

した生活をしている人がなりやすい、家族の病気や死などが妊娠中と出産直後ぐらいまで

の最近の１年間にライフイベントとしてあった場合はうつ病になりやすいというデータが、

どの研究者からもほぼ一致して出ており、私たちの研究もそうでした。 

 例を１つ挙げます。先ほど日本は里帰り分娩がある意味で日本の文化を背負っているこ

と、そういう意味で英国にはおばあちゃまおじいちゃまがいない、赤ちゃんを見る人がい

ないからマザーベビーユニットのようなものができているんだと申し上げましたが、里帰

り分娩をサポートという意味から見ることができます。赤い棒は里帰り分娩ができなくて、

お母さんやお父さんが若夫婦のアパートにくることもできない、つまり逆里帰り分娩もな

いグループの母親は産後うつ病スクリーニング票の得点が高いんです。しかも、出産直後

から出産後６カ月たっても高い。里帰りをしようが、あるいは、自分たちのお母さんが来

てくれようが、何かとサポートの交流があるところは、どのような形であればＥＰＤＳの
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点が低いということが出ております。 

 このような産後うつ病に予防的に関与するということで、私たちは九州大学医学部付属

病院で母子メンタルヘルスクリニックというのを設けております。これは産婦人科のスタ

ッフがジョイントするということであります。産婦人科と精神科のスタッフが合同で行う

ハイリスク妊婦に対する精神医学的関与を、妊娠中の助産婦、産婦人科の場面から始めよ

うということであります。産後うつ病のハイリスクはサポートがないこと、ライフイベン

トがあること、うつ病の既往歴やカウンセリング歴があったということがありましたので、

初めからあらかじめわかっているリスクの高い妊婦がいるわけですから、その妊婦さんた

ちを一緒に支え、出産直後から１カ月ぐらいの間はクローズモニターで、産後うつ病質問

票を使い、たった３分で幾つかの早期ケアの対象となる母親がわかるということです。 

 産後うつ病質問票というのは産後うつ病を拾い上げるためだったんですが、臨床例を多

く使ってみますと、うつ病ではないけれども、得点をたくさん上げるお母さんがいます。

精神科診断をうつ病のスクリーニングの９点以上の母親にしたときに、精神科的にうつ病

でないと私たちが診断したお母さん、つまり、病気ではないと診断したお母さんの中にス

クリーニング点数を高くつけている人がいる。これが正真正銘の育児不安なのであります。

ですから、どちらも拾い上げられるということで、とりあえずマススクリーニングで簡単

な質問票を使ってみようということで、福岡市全市で今は使っております。それから、教

育も大事なので、福岡市の母子手帳の１ページにはこのことを書いてあります。 

 育児をサポートするために、同時に配っているものにボンディング質問票というのがあ

ります。これは１から 10 まで簡単につくっている質問票ですが、３番目の自分の子どもに

対して腹立たしくなるとか、怒りがこみ上げるというようなところに○をつけていると、

そこのところをサポーターである小児科医師や保健婦、助産婦、あるいは、自己検診をす

れば家族がつけてみることができるということです。産後うつ病のお母さんは大変高くは

なりますが、産後うつ病以外の、うつ病ではないけれども、虐待の予備軍のような母親に

も使えるということで、研究者仲間ではうつ病スクリーニング票とドッキングさせて、何

カ所か使っているところが世界的にあります。 

 私の論点からは母親の心の健康が大事なんですが、それは、その次にこの母親たちから

育てられた乳幼児がどういうふうになっているかという研究にも言及するからであります。

産後うつ病の母親を見い出し、ケアをする意義というのは、母親だけの問題ではない。乳

幼児の情緒の発達とか知的発達に影響しているというデータが既に出ております。それか
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ら、先ほど申しましたように、同じスクリーニング票を使って、うつ病以外の育児不安の

母親も拾い上げ、対応できるということであります。 

  それから、先ほどの子どもに対するボンディング質問票を使うと、赤ちゃんにいらだっ

ている母親をケアすることもできるわけで、乳幼児虐待の予防にもなるのではないかとい

うことを考え、この中の一部ですが、若すぎる十代の妊娠も、妊産婦さんのメンタルヘル

スクリニックである程度面接ができますので、この方たちを妊娠、出産を通じて、産後１

年ぐらいまでモニターしているんですけれども、そうするとよいと。しかも、全員が精神

科の門をくぐる必要は全くないわけですから、地域でできると。幾つかの合理的な解決方

法を福岡市では行政レベルでしております。 

 これで最後ですが、そういうことで、出産後の母親のケアというのは母子と家族へのサ

ポートにつながる。しかも、私たちは精神医学的にこういうところから寄与していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいまの吉田委員のご発表に対して、確かめたいこと、ご質問がございましたら、ど

うぞお出しくださいませ。 

 はい、どうぞ。 

○玄田委員 確認なんですが、産後うつ病を発症した場合、一般的にどのくらいの期間ま

で継続するのか、軽度の場合と重度の場合があると思うんですが、どのぐらいの結果が得

られているんですか。 

○吉田委員 治療法と重症度によりますが、平均、医学的なインテンシブなケアの薬物療

法を使う期間は数カ月です。産後６カ月ぐらいまで追っていくと、臨床症状はかなり軽く

なり、お薬は減らしてもよろしいでしょうと。軽症になるとお薬は要らないわけですから、

何とか家事と育児が両立できるというところまでいくわけで、それは症状の程度によりま

す。しかしながら、やはり数カ月は見ていこうということで、６カ月までは見ていってい

ます。 

 それから、臨床レベル、あるいは、多角的、客観的レベルは、もういいじゃないという

ふうになるのが６カ月ぐらいなんですが、母親自身が元の自分に戻ったようだ、気がつい

たら助言とかコメントとかサポートもあまり要らないわ、何とか自分で自然に赤ちゃんと

接してできているわという自覚的な回復は 12 カ月ぐらい、つまり出産後の１年をクローズ
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モニターの時期とするとなっています。これは私の研究でもそうなっていましたし、英国

の研究、諸外国の研究でも自覚症状の改善の時期は大体そのようになっていると思います。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ほかにおありになりますか、どうぞ。 

○後藤委員 先ほどイギリスの母子が一緒に住む母子ユニットというのがありましたけれ

ども、吉田先生から見られて、そういう母子ユニットでない形で、母子と離して治療する

方がいいという考えもあると思うんですが、どちらが今、科学的により合理性があるとな

っているんでしょうか。 

○吉田委員 精神科の出産後の母親の場合でしょうか。産婦人科や小児科でよく言われて

いる母子同室、出産直後すぐはどうなのかという問題もありますが。 

○後藤委員 先ほど見せていただいた産後うつ病の重症の女性に対する治療として、母子

同室ユニットという形の方がいいのか、離した形の方が、回復という面では役に立つのか

という質問です。 

○吉田委員 回復には、うつ病自体の回復というのがあるんですが、うつ病になっている

母親はさまざまな角度から自分を考えるわけですね。こちらもさまざまな角度から何をも

って回復かということを言っています。このメリットは、うつ病の治療ゆえに母子が離さ

れたという罪責感、初期の母子分離による罪責感、うつ病にならなかったらよかったのに

というようなところを埋めるためにというのがまず１つです。 

 しかしながら、違う面もあります。それは逆に言えば、うつ病の母親が治療されながら

子育てがどのぐらいできるかを常に評価され、できるところからサポートしていくという

ことですから、早く回復して赤ちゃんのためにもいつも一緒にいましょうねというプレッ

シャーが、精神的、肉体的にもかかるということですね。それは、母親がどのように母子

分離あるいは母子同室を受けとめるかということにもかかって大変難しいことです。 

 ただし、母子同室にして管理面から危惧されていたことは、精神病棟の母親たる者が正

常な赤ちゃんをあやめないだろうかということです。そういうことについて、母子同室精

神科ユニットは非常に危惧されたんですが、答えはノーです。一般人口あるいは母親がほ

かのところから子育てに対する障害を起したり子どもを傷つける度合いとは全く有意差が

ない。むしろケアをされているので、そういう意味では安全だというデータが出ておりま

す。 

○本田座長 ありがとうございます。 
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 まだおありになるかもしれませんが、時間の関係もございますから、後ほどの質疑応答

に回したいと思います。 

 それでは、３人目のレポーターの杉山委員、「育児中の母親の現状と子育て支援の在り

方」というテーマでご発表をお願いいたします。 

○杉山委員 杉山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料３－１をごらんいただきたいと思います。私は、主に仕事をしている場所が育児雑

誌と言われているものでして、そのあたりから最近のお母さんを見て感じることなどをレ

ポートにしてまとめてみました。それが１番にありまして、２番目に、「子育て支援」の

現場では、最近、市民の側から子育て支援をやっていこうというようなさまざまな活動が

出てきておりまして、そういったことをレポートしたり、応援するような形でさまざまな

イベントにかかわってまいりましたので、そこから見て思っていることなどをまとめて、

３番のまとめというふうに構成いたしました。 

 それから、資料３－２の「多様化する子育て情報源」というのは、内閣府から送ってい

ただいた国民生活白書の中にたまたまいい資料がありましたので資料にいたしました。育

児雑誌というのはどういうものかということを詳しく書いてくださってあります。書いて

あるように出生率はどんどん減っていくにもかかわらず、育児雑誌は発行部数が６倍近く

に増えているということで、1985 年ぐらいからグングンと発行部数を伸ばしています。今

ですと、ベネッセコーポレーションというところから出ております月刊誌『たまごクラ

ブ』というのが妊娠雑誌にあたりまして、『ひよこクラブ』が０歳から１歳ぐらいまでの

お子さん向けで、『こっこクラブ』というのは１歳半から３歳ぐらいの乳幼児期の、一番

しつけに手間取ると言われるようなお子さんのお母さんが主に読者ターゲットとなる雑誌

です。私はそちらの方で記事を書かせていただいたり、地域密着型の子育てのガイド本を

書いたりということを仕事としているわけです。 

 資料３－１に戻りまして、今のお母さんたちを見ていて思いますのは、核家族が増えて

きたということで、周囲に子育てのモデルを見つけにくくなった。これは少子化で子育て

中のお友だちと出会う機会がなくなってきたということがあります。一方で、もともと家

事能力が低い。もちろん家事が得意という方もいらっしゃいますが、全般的に苦手です。

というのは、今のお母さんたちは勉強優先で、「お手伝いはいいから勉強しなさい」と自

分の母親から言われながら大きくなってきた部分がありまして、お料理とかお掃除、洗濯

などの十分な経験がないまま結婚して、母親になったというところがあります。 
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 そういう状況の中に突然赤ちゃんが出てきたというわけで、生まれて初めての自分の力

ではどうすることもできない存在との遭遇ということになります。仕事であれば残業をし

て、時間を切り詰めて頑張ってやればできたし、周囲にも「やるな！」と評価されて達成

感を得られるようなことがあったわけですが、子どもは無理して頑張ったらいい子になる

かというとそういうわけではありません。どうして泣くのかわからないし、コミュニケー

ションもとれないしという中で、周りにだれも援助者がいない状態で子育てをしなければ

ならない。その上に、家事能力が低いときたもので、「離乳食も手づくりしなきゃいけな

い」と思いこんで、自分で自分を追いつめて悩んでおられる。 

 これは有名な話なので皆さんも聞いたことがあるかと思うんですが、おむつのコマーシ

ャルでおしっこのかわりにブルーの液体を流すので、それを見て赤ちゃんのおしっこはブ

ルーだと思っていたお母さんが「うちの子のおしっこはブルーじゃないんですけれども」

とおむつメーカーに問い合わせの電話を真剣にしたといったお話もあるわけです。そうい

った中で、おじいちゃんおばあちゃんから何かを言われるということよりも、活字に書い

てあることの方が信憑性があるということで、育児雑誌をバンバン購入して、「うちの子

に合う事例はどこにあるかしら」と探して、「あ、これだわ」というふうに一つ一つあて

はめながら、マニュアル育児と言われるものをやるという状況があります。 

 これもよく出る資料なんですけれども、資料３－３の①、子育てに自信を持てなくなる

専業主婦が７割と資料がございます。共働きの主婦の方も 46.7％がちょっと不安になった

り、自信がなくなったり。専業主婦の方ですと、70％の方が自信がなくなるというふうに

お答えになっていらっしゃるわけです。専業主婦のお母さんのお話に移りますと、心のど

こかに本当は働き続けたかったのにというような気持ちを抱えながら、出産などを機に家

庭に入られるということが、読者のお母さんたち、お目にかかるお母さんたちの中にも多

いようにお見受けいたします。 

 それの根拠となるデータが資料３－３の②です。女性の潜在的な労働力率ということで、

上から２番目の平成 12 年の労働力率は相変わらずのＭ字型なんですけれども、潜在的な労

働力率を見るとＭ字になっていなくて、むしろ台形なわけです。「本当は働き続けたかっ

たんだけれども、小さいうちはお母さんはうちにいた方がいいかもね」というようなこと

で、周囲の希望や自分の判断でおやめになられるという方がまだ多いのではないかと思っ

ております。 

 ③の女性が職業を持つことについてというデータを見ると、平成 12 年は、「子どもがで
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きてもずっと職業を続ける方がよい」とお答えになっている人が 34.4％いて、「子どもが

できたら職業をやめて、再び職業を持つ方がよい」と考えている人が 39.8％。「働く」と

いうことを頭のどこかに入れて育児をやっていると、ほとんどのお母さんはそういうこと

なんだろうと思っていただいていいんじゃないかなと思っております。 

また、多様化の時代ですから、周囲の女友達が全員お母さんというわけではなくて、あ

る人はバリバリの独身志向で働き続けるという生き方を選ぶ人もいたり、ＤＩＮＫＳで優

雅な暮らしの人もいたりという中で、お母さんであることが女の勲章ではなくなっている

という状況があって、「私だけどうしてお母さんなんだろう」という気持ちを抱えながら

子育てをしている。 

その一方で、助産士さんとか保健士さんたちは何かというと「あなたはお母さんなんだ

から」と言う。高齢者の方たちもおじいちゃんおばあちゃんと呼ばれるのはあまりよくな

いから、○○さんというふうに呼びましょうと言われている中で、なぜか女性は子どもを

生むと「お母さん」と呼ばれてしまって、○○さんと呼んでもらえなかったりするという

状況があります。ついこの間までは私は「○○君」と言われながら一生懸命仕事をしてい

たのに、出産と同時に「お母さん」になっちゃう、そんな簡単にお母さんにはなれないと

思うんだけれども、というような葛藤の中で育児に追い詰められていく。 

 そういう気持ちをほぐしてあげながら、育児も楽しくやって、日々の暮らしも楽しくや

っていけるのかということでつくりましたのが、資料３－４の小冊子です。これは育児用

品のメーカーさんと一緒に６年前から、乳幼児期の０歳から３歳ぐらいの子どもを持って

いるお母さん 7,000 人ぐらいに郵送で送らせていただいているコミュニティ誌で、年４回

発行させていただいているものです。「『ら・く～る』は子育ても自分自身の時間も楽し

みたいお母さんを応援します」というキャッチフレーズをつけました。ら・く～る会員と

いう無料で入ることのできる会員組織のお母さんのところに私どもが取材にまいりまして

お話を聞いてというふうに作っているのですが、表紙では、この人は今はお母さんなんだ

けれども、かつては仕事をしていた一人の女性であるし、これからもまた仕事をしようと

する一人の大人の女性であるというところからアプローチをしたいということで、その人

の生き方が見えてくるような記事にしております。これは大変好評で「ら・く～るママ」

に出たいというお母さんたちがとても多い状況です。 

 それから、４ページを開いていただきたいと思います。大日向雅美先生という母性神話

のことでよくお話をしてくださる先生なんですけれども、昨年の 10 月に大日向先生をお招
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きいたしまして、ら・く～るのイベントを行いました。そのお話を記事にしました。イベ

ントは参加者は赤ちゃんを育てているお母さんたちがほとんどで、赤ちゃん連れも多かっ

たんですが、100 人ぐらいの託児スペースとスタッフを用意しました。大日向先生はよく

４つの“ない”が、子育てのつらさになるとおっしゃっておられます。「一人の時間がほ

とんどない」、「話し相手がいない」、「社会との接点を持てない」、「先が見えない」

ということで、この４つが専業主婦のお母さんたちにとって最もつらいことであるとおっ

しゃっておられます。これは先生のお話でして、私が今言いたいのは、お母さんたちが大

日向先生のお話を聞いて皆さん泣いちゃったということです。「先生は
．．．

わかって下さった

んですね」というお気持ちだったんだと思います。このイベントには厚生労働省の方も何

人か来てくださったんですけれども、これにはちょっと驚いておられました。その後、こ

ういった形でコミュニティ誌に送りましたところ、これまた大反響でした。 

 一部読ませていただくと、「大日向先生のお話を読んで涙が溢れてきました。幸い、私

は主人、両親にたくさん助けられて、先日２歳になった息子を育ててきましたが、子育て

がつらいと思うとき、自分のストレスを子どもにぶつけて手をあげてしまったことも随分

ありました。でも、息子もどんどん成長して、温かい食事を『おいしいね』と一緒に仲良

く食べることができます。自分たちも親として成長することはすごく時間がかかるけれど

も、つらい時期は必ず終わるから、悩んでいるお母さんたちが一人でも多く救われること

を願います」。あるいは、「自分は働く母親で、一人になる時間はあるけれども、家事、

育児をし、外で仕事をするので、毎日多忙です。一歩間違えれば私も新聞沙汰を起こすか

もしれない予備軍であるし、それを保育園や仕事が助けてくれているのだと改めて思わせ

ていただきました」というようなことを思いながら、毎日懸命に育児をしているというこ

とをまずお伝えしたいと思います。 

 もう１つ、共働きのお母さんたちですが、後者の方がおっしゃったように、時間が全く

なく、一方で母性神話がいまだに根強く残っておりますので、子どもを預けることに対す

る罪悪感をどこかで感じながらやっている。しかも、最近のお母さんたちは総合職の方も

多いので、昇進とか昇格などで遅れることに対する焦り感というものも、かつてに比べれ

ば多くなっております。資料３－３の⑤を見ていただくとわかるんですけれども、仕事と

家庭の両立の悩み・ストレス（既婚女性）の場合、「たくさん感じている」「少し感じて

いる」を足すと 69.3％で、70％近い方が両立で悩んでいらっしゃる。次に、生活時間につ

いての悩み・ストレスに関しても、「たくさんある」「少しある」で 59.1％。こういった
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ものを抱えながら日々時間に追われながらやっているという状況があります。 

 もう１つ、⑥と⑦を見ていただきたいと思います。30～34 歳、35～39 歳の男性、女性と

も、充実感を感じるのは家族団らんのときであると答えていますが、45～49 歳、50～54 歳

の男性を見ますと、仕事に打ち込んでいるときの方が充実感を感じておられるわけです。

ここで言いたいのは、30 代の職場の上司は 45～54 歳ぐらいの方で、こういう人たちが

「早く家に帰って子どもとお風呂に入りたい」といったときに、「子どもの世話なんか女

房にやらせておけばいいんだよ」ということを当然のごとく言うんじゃないだろうかとい

うことですね。一方、育休で復帰して、家庭団らんをやりたいけれども、仕事も続けたい

という女性たちに向かって、「育休で会社に迷惑をかけた分、これからはバリバリ働いて

もらうよ」ということを言われてしまうのではないだろうかと。この意識のギャップを心

配しております。 

 ⑦も同様でして、「主に母親が育児にかかわるのがよい」とお答えになっていらっしゃ

るのは、40～49 歳、50～59 歳ぐらいの男性になるとぐぐんと伸びてくる。世代間のギャッ

プは大きいんじゃないかと思っております。こういった状況実感している女性たちは「仕

事をやめるも地獄、続けるも地獄」というふうにおっしゃいます。会社をやめて専業主婦

になるのも地獄だし、会社に勤め続けながら子育てをするのも地獄というようなことを言

いながら、出産に向かう。だから向かわない人も多い、こういったところが少子化につな

がっているんじゃないかと思っております。 

 次に子育て支援の現状ですけれども、昨年ぐらいから急速に市民による子育て支援、

「地域で子育てをしよう」とか、「子育ての社会化」を提唱する声が高くなってまいりま

した。特に女性たちを中心に子育て支援を市民でやっていこうという活動が活発になって

まいりました。私はそういった活動が盛んになってくるのはとても喜ばしいことだと思っ

て、子育て支援のＮＰＯの設立と運営のマニュアルをつくったり、取材に行ったりという

ことで応援しているわけですが、そこで気になったことが２つありまして、それを挙げさ

せていただきました。 

 １つは、中高年の、自身の子育てがひと段落した女性たちが「誰にでもできる子育て支

援」ということで、子育てサロンをやったり、お子さんを預かったりといったことで、若

いお母さんたちの支援をなさっています。この場で、「最近の若いお母さんは」とか「私

の若いころは」というふうにおっしゃられることが多い。先ほどの⑦の「子どもが３歳ま

での子育て意識」を見ていただくとわかりますように、女性の中で子育てに「主に母親が
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関わるのがよい」と答えていらっしゃる 50～59 歳の方は 56.6％いらっしゃいます。ここ

でも女性の中でも世代間の意識のギャップがとても多く出ております。若いお母さんたち

は両親が協力してかかわるのがよいと考えていると、「最近の若いお母さんはちょっと勘

違いしてるんじゃないかしら」というようなことをおっしゃりながら子育て支援をする中

高年の女性が出てこないとも限らないんじゃないかというところがあります。 

 一方、自分たちが子育てでとても悩んだので、今度は自分たちが支援の担い手になるこ

とで、次にくる若いお母さんたちをバックアップしていこうというふうな動きも活発にな

ってきています。そういったときに保育士とか専門家の方々からご指摘を受けるのが、わ

が子そっちのけの子育て支援というか、自分の自己実現をその場でやりたいと思っていら

っしゃるような部分がときどき見受けられるということです。先輩ママの助言は確かに心

強いけれども、間違った情報を育児で悩むお母さんたちに提供してしまうという状況もな

いとは限らない。 

 今は黎明期なので、長い目で見ながら、「だから市民は、ＮＰＯはだめなんだ」ではな

くて、どういうサポートが必要になっていくかということを行政や専門家の皆さんと考え

ていきたいなと思っているんですが、ひとつ気になることがあります。それは「なぜ女・

子どもしかその場にはいないのか」ということなんですね。そこに男性がふっと入ること

によって全く違ったカラーになっていく。それがまちづくり、特に市民の場合でしたら、

子育て支援というよりも、このまちを子どもだけではなく高齢者とかいろんな世代の人た

ちが楽しく過ごせるまちになるという視点が入り込んでくるんじゃないだろうかと思って

おります。 

 ちょっと急ぎますが、保育ニーズの多様化にこたえる動きがある。特に働くお母さんた

ち向けの子育て支援というときにすぐ出るのが保育ニーズの多様化なんですけれども、か

つては保育園だけだったものがさまざまな預け先が増えてくる。これは歓迎したいことな

んですけれども、一方で、長時間保育が果たしていいのか、女性が男並みに働くことが本

当に子どもの育ちにいいのかということは、仕事と家庭の両立について考えていかなけれ

ばならないのではないかと思っております。働く親であっても、子どもとゆったりと過ご

したいですし、地域コミュニティの中で専業で育児中というお母さんたちと出会う場とか、

地域のお年寄りと出会う場というのは確保されなければならないと私は思っております。

そういう意味でも、働く親のための子育て支援というのは絶対外さないで考えていかなけ

ればならないのではないかと思っております。 
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 最後にまとめとして、子どものための子育て支援をというふうに書きました。私たち市

民が親とか専門家とか関係なく、一般的な知識として、乳児期・幼児期・学童期・思春期

の子どもというのはどういうものなのかということを、もう一度きちんと押え直しておく

必要があるんじゃないだろうか。市民ですから多くの知識は必要ないので、基本の基だけ

まず親が知る、地域の人たちも知っていて、その子と接するということが大事ではないか。 

これは例として挙げたんですけれども、子どもの睡眠について危機感を持たれた小児科

の先生たちが今運動を始めております。生活のリズムの基礎をつくるもので、「早寝早起

きというのは大事なんだよ」と言うんだけれども、最近のお母さんたちの中では「そうな

んですか、先生」と言う方もおいでになります。例えば父親とのスキンシップが大事だか

ら、子どもを起しておいて、帰ってきてからお風呂に入れてあげましょうというようなお

話があったりすると、父親の帰宅時間が 10 時以降になると、10 時以降まで赤ちゃんを起

して待っている。そういうおかしな現象が起きたりするんですね。子どもはこういう生活

のリズムの中で生きていくものなんだよというところをまず押えて、赤ちゃんのリズムに

大人の側が合わせていかなければいけない部分もあるのではないかなと思っております。 

前回もお話したんですけれども、最終的には自分で判断して自分の責任で行動できる一

人前の大人になるために、周囲の大人は何ができるんだろうかということを考えながら、

育ちのサポートをしていくことが大切なのではないだろうか。 

 次に、子育ては乳幼児期だけでは終わりません。親が中心になりますので、親力を高め

る支援というのが必要なのではないかと思います。それには、親自身が「子どもって何だ

ろう」とか、「自分たちはどういう子育てがしたいんだろう」ということを夫婦で話し合

い実践していく、それを周囲が温かく見守り、ちょっと違ったらさりげなくサポートする、

そういう支援が必要なのではないかと思います。それから、専業主婦の母親には子育てだ

けではない、自分を見つけるための社会参画の機会を与える支援は欠かせないでしょうし、

働く親には十分に家庭で過ごせる時間の確保、地域参加できる機会を設けていくというこ

とが、ひいては子どものための子育て支援になるのではないかと思います。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいまの杉山委員のご発表に関して確認しておきたいことがございましたら、どうぞ

お出しくださいませ。いかがでございましょう。 

 よろしゅうございますか。 
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 それでは、この３人の方たちのご発表を踏まえて、乳幼児期の問題をさまざまな角度か

らディスカスしていただきたいと思います。問題を提起なさるときには、どのようなご発

表を踏まえてというふうに言っていただいた方が明瞭になるかと思います。もちろん全体

に対してでも結構でございますけれども、例えば網野発言を踏まえてとか、杉山発言を踏

まえてとかいう問題の出し方をしていただきますと、より明瞭にディスカッションができ

るかと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 いかがでございましょうか。どうぞ。 

○天野委員 子どもの遊び場づくりをやっています。今、いろいろ話を伺っていていろん

なことを考えさせられました。僕の中の疑問を最初にお話すると、ジェンダーの問題とい

うのがすべての問題の基幹にあると感じているんです。例えば三歳児神話も母性神話も、

男社会が経済構造の中で生み出してきたというような部分があると感じているんですが、

そのことが例えば専業主婦というようなことに追い込んでいるような実態があるような気

がしています。 

 例えば網野さんの報告の中では、男がどういう形で家庭の中に参加しているのかという

話の調査というか、子育てするのは女性だけではなくて、男がそこにどういうふうに参加

していくのかという調査があるのか知りたいところがあったんです。それからもう１つ、

今の専門化されてきた社会の中で、妊娠した段階から専門家によるコントロール、指示と

言ったらいいのかな、出産そのものが、分娩というのが医師の都合によって土日は外され

ているとか。つまり、生む人が主体とかいうような話ではなくて、専門家の都合の中で患

者は指示を受けるというようなところがあって、子育てをしている主体が入れ替わっちゃ

うということが起こっているんじゃないかと。これも多分ジェンダーだと思うんですね。

おとこ性とかおんな性というふうに僕は感じているんですが。 

 そういう点では、吉田さんのおっしゃっていることの中で、うつの患者と向かうときに、

専門家の指示によってどうこうするということばかりじゃなくて、どうやって自分性を取

り戻していくかと言ったらいいのかな、主体はあなたなんだと。子育てもそうだと僕は思

っているんだけれども、子育てを専門家に預けること。女性の社会進出というと聞こえが

いいところもいっぱいあるし、ある面では男はとっくに子育てを放棄して、社会人として

やっているというような意識を持っているわけですね。専業主婦になるかというところで、

働く女がいいのが、専業主婦がいいのかというところで、女の間で比較をされているとい

う状況があると思うんだけれども、実は男の問題は欠かせないわけですよね。 
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 言っていることが混乱してきました、すみません。育児は自分のものだと、自分たちの

ものだと、父親にとっても母親にとっても実はそうなんだと。育児というのは人の思いの

とおりにならないということを実感するにはまたとないチャンスだと。自分は自分の思い

のとおりに生活をつくることができないということを実感する上では最良の機会だと思っ

ているんです。子どもは全然思いのとおりにならないから、自分はこういう予定を組んで

いたけれども、子どもに合わせてみたら思いもよらないようなことが起こってきたとか、

引いてほしくない風邪をなぜこんなときに引いてくれちゃうのみたいな話とか。そういう

自分の思いのとおりにならない、自分の思いのとおりに自分の人生はつくれないというこ

とを実感するのはかなり重要なことだと思っているんです。 

 そのときに専門家に委ねるとか預けるということばかりではなくて、育児を通じてどう

やって社会化されていくかということが、視点の中ではすごい大事な気がしているんです。

子育て支援というのを杉山さんが最後におっしゃったけれども、子育てをしながら、その

人が親になっていくというか、親として自立していくこと。つまり、子育てをすることで

社会から隔離されるという状態がおかしいわけですよね。子どもを育てるというのは社会

的な行動なのに、子どもを持ったがゆえに社会から隔絶されていく、この構造が全くおか

しいと僕は感じるんです。子どもを育てるとなぜ社会から孤立するのか。 

 そうじゃなくて、子どもを育てる人間こそ最も社会化されていかなきゃいけない。つま

り、社会人を育てていくわけですね。それが今、勤めてお金をもらうと社会人と呼ばれる

けれども、子どもを育てることに専業すると社会から孤立して、専業主婦というふうに、

まるではんぱ者みたいに言われちゃったりして、僕は全く違うなと思っているんです。専

業主婦という言葉に対しては、専業企業人とか、専業仕事人とか、そういう言葉を使うべ

きで、社会人という言葉を使ってはいけない。社会人というのは関係性の中で生きていく

人のことを指すと僕は感じているので、そういうことも含めてジェンダーの問題を、この

中では大きな問題として拾っていけたらいいかなと感じて聞いていました。 

 すみません、ちょっと混乱しました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ジェンダーバイアスの問題が１つと、専門家によるコントロールという問題、この２つ

の問題提起から、かなり天野委員のご意見が加わったご発言だったかと思います。ジェン

ダーバイアスの問題に関して最初に１つ質問めいたことがございましたね。網野委員に対

して、そのような点からのデータがあるのかどうか。これはご質問と解してよろしいんで
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しょうか。 

○天野委員 もしそういうものがあるようだったら教えていただけたらと思います。 

○本田座長 資料１－２の文献を拝見いたしますと、例えば女性のとか母性のかという研

究は非常にたくさんあるということがわかるのですが、ここにも既に１つ、研究を開始す

る、調査を開始するときに、ジェンダーバイアスがそこにかかっているのかもしれないと

いう見方を仮にすると、そうではないデータが最近たくさん出ているようでございました

ら、網野委員からご指示いただければと思いますけれども、いかがでございましょう。 

○網野委員 私が先ほど申し上げた視点は母性へのとらわれというか、そこから出ている

部分が多いので、父性はとか父親はとかいうのはここでは特に触れませんでした。ただ、

おっしゃられたジェンダーですね、セクシャリティーとは違ったジェンダーということで

言いますと、乳幼児期の子育て環境の多くのデータは、専業主婦であるかとか、共働きで

あるかというような女性の状況の、たった１つのファクターで何も決められないというこ

との重要性です。間接的に父親の点を言いますと、多くの実証的なデータが示しているこ

とは、専業主婦であろうと共稼ぎ家庭であろうと、もっと別の要素。具体的にはその家族

の関係がどうかとか、父親のかかわり方がどうかとかいうことが、同じぐらいウェートを

置いて考えなくてはいけないということを示しているものが多いですね。 

 家族のかかわり方という点で言えば、お２人の先生のご発表とも関連するでしょうが、

夫がどう支えるか、サポートするか。毎日お風呂に入れてあげるというようなかかわり方

もあるでしょう、特に乳幼児期は。しかし、ご苦労さんだねとか、大変だねとか、ありが

とうとか、そういうサポートが日本では確かに少ないのではないかというのはいろんなと

ころから見えてくるわけです。男性、父性の役割というのは、父親たる者こうであって、

父性はこうであってという部分とともに、家族の絆、夫婦、親子が均衡ある人間関係らし

い姿を持っているかどうか。むしろそれが基本にあると私は思っています。 

 子育ての歴史を逆上れば逆上るほど、生みの親は重視されなかったんですね。どちらか

というと上流階級ほど生みの親と育ての親は当然のように別だったわけです。母親のかか

わりが重視されるのは産業革命以降の近代家族の形成とか、現代家族であって、古い歴史

の方が父親の子どもへのかかわりは強かったとさえ言える部分があります。おっしゃるよ

うに父性の部分は試行錯誤の部分があるんですね。これは現代家族の次の段階での家族関

係、社会関係、子育て環境として、誰もが夫とか父親の参画が当然必要だとは言いますが、

そのかかわり方がいよいよ大事になっていると思います。 



 31 

○本田座長 ありがとうございます。 

 このあたりで落合委員、何かご発言ございませんか。 

○落合委員 今の関連ではないんですけれども、吉田委員のご報告のときにもうちょっと

質問があったんですが、できませんでしたので。産後うつ病と育児不安との違いというの

を強調していらっしゃいましたけれども、その違いがもうひとつよくわからなかったので

ご説明いただきたいんですね。科学的な定義と、一般人でもわかるような見分け方と言い

ますか、それを教えていただきたいと思います。 

○吉田委員 一般的な見分け方のまず第一は、産後うつ病の場合は、定義の一つにもなっ

ているんですが、家事や育児が非常に滞る、できないというよりは滞るんですね。どうし

て滞るかというと、気分がすぐれないというふうになります。同じように得点の高いお母

さんを見てましても、産後うつ病でない場合は、家事や育児自体はそれほど滞っていない

けれども、育児についてどんな支障が起こっているかというと、お母さんの気分というよ

りは、お母さんが非常に不安で心配。ちょっと難しいんですけどね。 

 端的に言うと、２人のお母さんが来られて、最初の産後うつ病のお母さんは、自分自身

では育児も家事も滞っているんですが、滞りすぎて、重症になればなるほど周りが心配し、

俗に言えば回っていないという状態になります。次に、私のところに来られた人で、同じ

ように育児に何かしら心配や不安があるとしても、そのお母さんたちはかなり精力的に自

分自身で質問をたくさんしたり、インターネットを調べたり、本を調べたりして、ある意

味でエネルギッシュに育児の支障に陥っている。もっと端的に言うと、産後うつ病のお母

さんは全体のエネルギーが下がっている。育児不安のお母さんは小児科医であろうと、育

児の専門家であろうと、本に対してであろうと、エネルギッシュに自分の不安を表現して

いるというところが違います。 

 もっと端的にいうと、うつ病のお母さんは口数がだんだん少なくなってくる。育児不安

のお母さんは何度も専門家に聞いて、こちらがうんざりというぐらいになってきたり、愚

痴の形でほかの人に漏らすというふうになるのが、あえて言えば典型的な違いです。前者

のうつ病の方は、なぜ私たちが拾い上げないといけないかというと、まず頻度が多いと言

いましたが、産後うつ病のお母さんは自分の気持ちに対する自覚症状がない。特に日本の

お母さんの場合は育児や家事ができない、夫に申しわけないというように、自分自身への

“ Am I happy ？”というのがないんですね。仮面うつ病という言葉が昔ありましたが、

何かに置き替えた形で間接的に自分の気持ちを訴えているというところがあります。 
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 天野委員のご発言にもかかわるんですが、男性の場合はよくわかりませんけれども、私

たちが見ている妊産婦さん、もう少し大きい子育て中の親を見てますと、自分自身に対す

る問いかけがなかなかできないんですね。特に自分自身の状況ではなくて、自分自身の気

持ち、アイデンティティに対してのものがない。人と比べてどうかということで言えば、

仕事か、母親専業かということで悩みますが、ほかの誰でもない自分自身の気持ちはどう

だというところがあまりないんですね。だから、こういうスクリーニングがある程度入口

になるけれども、このスクリーニングは保健士や助産士だけがするのではなくて、自己検

診にも使える。 

 もっと言えば、妊産婦と家族への一番の教育は、自分の気持ちに耳を傾けましょうとい

うことなんですよ。日本人の場合、特に感情や形容詞を言語化することがとても苦手だし、

それを他人とコミュニケーションするのはとても苦手なんです。具体的なことや情報はで

きるけれども、そういうところがとても苦手なので、共通項のものを持っていて、母親が

例えば何番かに○をつけたとしますね、そうすると、そこに対して「どういうことなんで

すか」と言って、自分からその気持ちのところを絞って答えるようにすると意外とうまく

できる。そうじゃなかったら、せっかく母親へのサポーターがあっても、「どうですか、

最近は」と言ったら、「別に。ちょっと疲れますけど、ほかには特にありません」という

ことで、たくさんの母親が見逃されてきた部分があるということです。 

 それから、出産の形態も自分で選べると一番いいんですね。英国の母親を見ていますと、

自分で選ぶんですが、自分自身について考える、自分の気持ちを問いただしてみるという

ことが苦手な日本のお母さんの場合は、こちらが「選んだらどうでしょうか」と言っても、

「お任せします」というのが結構多いんですね。だから、双方でいろんなことを考えなが

ら、予防というのは自己教育、自己啓発ですから、最後は自分と家族というところから出

発してほしいというのが私どもの活動の一つです。 

○本田座長 ございますか。時間がきておりますから、手短にお願い申し上げます。 

○落合委員 育児不安という言葉は幼児発達論とか家族研究の中でも使われてきたんです

けれども、吉田先生の観点からするとその言葉が曖昧に使われてきたということがあるん

だと思うんですよ。でも、社会を見ていた立場からしますと、レッテルは何にしても、そ

れについて研究をしてきて、それがどういう社会関係で起きるということについての蓄積

がありまして、例えば網野先生の論文の中の 17 ページに、牧野カツコ先生のご研究を引い

てありますよね。それは育児不安になる条件をきちっと出したものだと思うんですね。 
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 お２人の先生にお答えいただけたらと思いますのは、今までの育児不安研究ということ

で、社会研究の領域でやってきたことは、今おっしゃった産後うつ病の研究を含んでいた

ことになるんだろうかと、そういうあたりが伺いたいんです。 

○本田座長 いかがでございましょう。 

 メンタルな問題といわゆる精神疾患というのは、私どもにとっては非常に線の引きにく

い問題で、境界領域は限りなく広くございますよね。そのようなところで、今まで行われ

てきた研究は一体どういうスタンスで行われていたのかということに関して、網野先生あ

るいは吉田先生、何かおありでございましたら、一言ずつお願い申し上げます。 

○吉田委員 医学研究は比較的簡単なんですね、定義がありますから。しかしながら、包

括的にいうと、育児不安の研究をしたときに、育児不安とは何かというそれぞれ違った定

義、アイデア、コンセプトがありますから、その中に産後うつ病の一部が育児不安として、

アンケートに答えていたこともあると思いますし、ご自分自身がそう思っていたと、私は

そのように考えております。ですけれども、自分自身も気がついていない、そういう人た

ちも一部分ありますよというのがきょうのテーマだし、結構多いですよということであり

ます。 

 妊産婦は全体である意味で育児不安にかかわっているわけです。しかも、産後うつ病と

言えども軽度ですから、非常にボーダーのところはあると思いますし、医師の中でも全く

区別せずに使っている方もたくさんいらっしゃいますし、その区別自身はそれほど問題で

はないと思っています。要するに、見逃されるというところを見逃さないようにするとい

うのが私どもの一つのコンセプトであります。しかし、お母さんの気持ちはお母さんの気

持ちで、方法論としては、「あなたの育児不安は何ですか」と、気持ちをそのまま、アン

ケートじゃなくて、生の声をたくさんとると、幾つかのコンセプトの核が出てくるという

ふうに、クオリティティブ・スタディーではそういう方法論をとっております。 

○網野委員 専門的な分野でいうと大きく３つの段階が含まれているかなと。私自身はう

つ病的な部分は直接的にも臨床的にもかかわりませんが、そういう段階と、ノイローゼと

か神経不安というような部分での育児不安、もう１つは、困っちゃったのよとか。要する

に誰かが「わかる、わかる」と言ってくれたり、あるいは、サポートできる体制があれば、

そのとき育児不安だけれども、大丈夫とか。あるときまたなるけれども、大丈夫と。大き

く言えばこの３つの段階があると思うんです。 

 その後者の２つが調査とか研究の中では多く含まれていまして、最も広いのが、３番目
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に申し上げたことも全部、育児不安として包括する。ある意味では育児の不安定性と言っ

てもいいんでしょうが、それも含まれた対象とされている場合もあります。ですから、そ

の都度厳密に定義しなくてはいけないということかもしれません。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 じゃ、もうお１人だけにいたしましょう。 

○広田委員 簡単な質問を網野先生と吉田先生にしたいと思いますので、簡単にお答えい

ただければと思います。 

 網野先生にお聞きしたいのは、母性神話を乗り越えようという動きは、私の周りにもか

なり常識化している部分もあるんですけれども、保育学の教科書とか保育士養成の授業で

は、今どこら辺まできているのかということなんです。 

 それから、吉田先生には、産後うつ病というのは治すものなのか、治るものなのかとい

うこと、治らないことがあるのかということをお聞きしたいと思います。 

○網野委員 母性神話とか三歳児神話というときにはどうしても人間観、価値観がかかわ

りますね。科学的にどうのとか客観的にといっても、その人の受けとめ方がありますので。

教育学もそういう部分はあるかもしれませんが、保育学、福祉学の中では主観が重なった

部分があって、まだまだ両派と言っていいのではないでしょうか。例えばホスピタリズム

とマターナル・デプリベーションという違いすら、まだ混合している学者さんもおられま

すので、一番大事なことは母性イコール実の母親へのこだわりなんですね。むしろ子ども

の側から見てほしいということです。そこでどういう理論とか考え方が出るか。そういう

点ではテキストはかなり変化しつつあると思います。 

○吉田委員 産後うつ病は自然経過も含めて治るものです。しかしながら、自然経過には

本人の自覚もないままに苦しむ時期も長い。そして、医療サイドがしていることは、自己

治癒力あるいは自然経過で治るものをサポートしながら、本人の治る力をこちらから添え

て、できるだけ罹病期間や機能不全に陥った時間を短くするというのがケアと治療の目的

です。 

○広田委員 治らないことは……。 

○吉田委員 うつ病というのは気分の落ち込みのエピソードですから、一生同じ形で続く

ということはありません。うつ病の患者さんにはうつ病は治るというふうに治療側も言っ

ております。 

○本田座長 ありがとうございました。 
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 多分まだまだお話くださりたいお方がおいでになるだろうと思いますが、残念ながら時

間がきてしまいましたので、本日はここまでということにいたします。 

 次回は６月 13 日の午前 10 時から 12 時まででございまして、プログラムに従いまして、

学童期の問題を扱うことになっております。ご発表いただくのは、天野委員、もう１人、

ゲストでございますが、お茶の水女子大学の助教授の酒井朗さんにご発表いただきます。

もう一方、今交渉中の方がいらっしゃいまして、本日はまだお名前を申し上げることがで

きませんけれども、このお三方に学童期の問題を中心にご発表いただきまして、質疑応答

を重ねたいと思っております。 

 それから、ご案内がございましたけれども、このあとで簡単な懇親会を設けさせていた

だきましたので、お時間のご都合のつく方はどうぞご出席くださいますようにお誘い申し

上げます。ありがとうございました。 

                             午後  ６時０３分閉会 


