
産後女性に対する産後運動ケアプログラム実例報告及び有用性の検討－２年間にわたる札幌市市民カレッジ講座における実践事例より－

１．はじめに

１−１　研究の背景

産後女性は、休息を取るまもなく育児遂行活動

に入る（大鷲 , 2008）。また腱鞘炎や腰痛・肩こ
りといった慢性疲労症候群とも類似するようなマ

イナートラブル（寅嶋 , 2012）も同時に抱えなが
らの育児生活に入るケースが多いため、スポーツ

医学分野からみると軽度の運動リハビリテーショ

ンが必要となるようなレベル（Hemmings, 2000、
Brukner, 2010）であったとしても、そのメンテナ
ンスをサポートするような公的機関は皆無に等し

い（図１）（寅嶋 , 2012）。
このように産前の無償実施及び頻繁とも表現で

きる妊婦検診から一転、大半の健康管理をほぼ自

助努力に頼らざるを得ない産後のライフステージ

のあり方（図１）に一石を投じるべく、筆者は産

後の運動ケアプログラムの考案を試み、約７年間

にわたり実践を積み重ねてきた（寅嶋 , 2012、寅

嶋ら , 2012）。ここではできる限り産後の生活状況
に大きく適合させた形で、母子共に参加が可能で

かつ赤ちゃんがそばから離れない状況でも行うこ

とができる運動形態を実践することに配慮をし、

多くの産後の女性に対する産後運動ケアプログラ

ム（寅嶋 , 2012、寅嶋ら , 2012）の提供を継続し
てきた。このプログラム遂行においては、身体状

況がマイナス→プラスの方向へ大きく改善した事

例が数多く見られた。そしてここから明確となっ

たのは、健康運動処方（池上 , 1984、森 , 2003、
佐藤 , 2008、唐津 , 2012）が産後女性のマイナー
トラブル解消に貢献する可能性が示唆されたこと

である。さらに参加者のほぼ全員に近い方々が、

このプログラムの取り組みにおいて身体変化と共

に精神衛生の良好な方向への変化を主観的に感じ

る傾向が強かった。そして様々なメンタルヘルス

（Ryan, 2000、Garrett, 2010）の改善が見られたこ
とも特徴的であった。これらの流れを基盤とし、

今回の研究では産後運動ケアプログラムの有用性

をさらに検討すべく、実践例を元に報告を行う。

１−２　本研究の目的

１－１で示した背景をふまえ、今回は以下の二

点を目的として、検討を加えていく。

目的１：寅嶋（2012）の報告と産前産後の精神面

における状況が、今回の研究対象者にも

同様の傾向が観察されるのか、について
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分析を行う。

目的２：目的１を踏まえ、産後運動ケアプログラ

ムの５週間にわたる継続実践は、産後女

性の身体・精神状況にいかなる影響を及

ぼすのか？　さらに実際の産後運動ケア

プログラムの継続展開が機能性をもち、

かつ社会的に汎用性が期待できるのかに

ついて検討を試みる。

ここでの身体面での変化（指標）については、

臨床スポーツ医学で報告されているコンディショ

ニング検査項目（伊藤ら , 2006、山本 , 2008）に
習い、対象者に実施することで５週間にわたる変

化の有無を確認する。そしてここでの結果が産運

動ケアの有用性を支持できる裏付け要素となるの

か考察を加える。精神面での変化は、アンケート

調査により、多角度からの表出表現の抽出を行

い、身体面との連関性を分析する。

２．産後運動ケアプログラムの実践

２−１　対象者・期間

対象者は、札幌市における市民カレッジ講座の

中の「母のための骨盤ケア講座（産後２ヶ月～

９ヶ月以内の母子限定）」に参加された札幌市内

在住の20 ～ 40代の女性である。講座は2012年７

月～８月、及び2013年５月～６月の５週間（週に

一度実施で５週）で実施された。一回の講座実施

時間はおよそ２時間である。　

対象者には、研究の目的・意義・方法・期間・

研究協力者の自由意思の尊重、匿名性の厳守、

データーの管理などについて講座開始前のオリエ

ンテーションにて説明し、倫理的配慮を行った。

２−２　産後運動ケアプログラムの概要

産後運動ケアプログラムに関しては、基本的な

健康運動処方・健康運動指導における報告を基

盤（井上 , 2000、森 , 2003、Yaggi, 2006、菊池ら , 
2007、John, 2009、唐津 , 2012）とし、そこからこ
れまで筆者が７年間実践を継続してきたプログラ

ムに基づき（寅嶋 , 2012）実践を施した。
今回は、週毎に講座テーマを設定し、そのテー

マと寅嶋ら（2012）が行った運動ケアプログラム

とを連動させた形で内容を精査した形のものを提

供した。各週のテーマは以下のとおりである。

・第１週目：産後の骨盤とは？＆ケアスキル実践！

・第２週目：産後のお腹は緩んでいる！＆お腹ケアを

・第３週目：育児動作をすべてケアタイムに変換！

・第４週目：産後に生じやすい腰痛や肩こりについて

・第５週目：まとめ～４週間の産後運動ケアを振

り返る

このように５週間にわたるテーマの中で共通事

項概要が以下のものである（寅嶋 , 2012）。
①各テーマにおける概要解説及び講座２時間の流

れの説明（７～８分程度）

②スタティック及びダイナミックストレッチング

動作によるウォーミングアップ実践（10 ～ 12

分程度）

③赤ちゃんを抱っこしたままでも実施可能なバラ

ンスボールでの有酸素性能力（全身の血行促進

運動及び持久力）向上運動の実践（12 ～ 18分

程度） 
④各テーマに関する、産後に特化した形態での運

動ケアの実施（20 ～ 25分程度）

⑤クーリングダウンストレッチング（10分前後）

⑥10分間休憩

⑦ペア（２人組）、４～５人組でのワークシート

を用いたディスカッション及び各ペア・グルー

プの発表（30分前後）

以下に①～⑦の概要に関し、図を用いて解説を

加える。

①に関しては、Murakami（1998）、山田（2008）、
渡部（2009）、大鷲（2008）、森ら（2012）、寅嶋

（2012）、寅嶋ら（2012）、の報告を参考に、そのテー

マに関する産後女性の多くの身体状況の概要解説

および講座全体の流れを説明した（図２参照）。

②・⑤・⑥に関しては桜井（2007）、谷本

（2008）、山本（2010）、 Kovacs（2011）、土屋（2012）
らの報告を基盤とし、血行促進を図ることで痛
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みやだるさの解消を狙った。また翌日に痛みや

疲労を残さない配慮から、毎回実施した。これ

らは健康運動処方の基本事項（井上 , 2000、森 , 
2003、Yaggi, 2006、菊池ら , 2007、John, 2009、唐津 , 
2012）でもあることから、毎週講座の開始～早い

段階で実践を試みた（図３）。

③では、松原ら（2005）、中野（2006）、Yaggi
（2006）、Verstegen（2006）、吉岡（2007）、寅嶋
（2012）らの報告を元に、赤ちゃんを抱っこした

ままでも遂行可能なバウンス運動を実施した。こ

れは身体中心部の軸を整えながら全身の血行促進

及び持久性能力の向上を狙うことが可能となる運

動要素である。

産後は育児に纏わる特定動作遂行によって、血

行不良に陥ることが多い。しかし、この体力がい

る産後の子育て作業でありながらも母となった自

身の身体を鍛えるというような時間帯を確保する

ことは、皆無に等しい（佐々木 , 1993、寅嶋 , 2012）。
よって、赤ちゃんと共に遂行可能なこの形態を、ま

ず第１週目で紹介し、体験をして頂いた（図４）。

④に関しては、週毎にテーマが異なるため、第

１週～４週目における各々の内容を以下に簡潔に

明記する。

●第１週目：産後に起こりがちな尿漏れを防ぐ骨

盤底筋・下腹部筋を強化する筋力トレーニン

グ（湯浅 , 2007、山田 , 2008、渡部 , 2009、土屋 , 
2012）実践、骨盤を安定的な位置へ導く骨盤

開閉運動（今井 , 2009、矢上 , 2011）といった、
骨盤周辺を支える筋肉へ的確にアプローチする

運動項目を提示した（図５）。

●第２週目：産後の腹部の緩みは産道を大きく確

保するために必然的に生じてしまう（佐々木 , 
1993、 Hildingsson, 2007、山田 , 2008、（27）、渡
部 , 2009）。その緩んだ腹部を強化・改善し、か
つ胸郭を引き上げながら骨盤を支えるための筋

肉を強化するような筋力トレーニングを、主に

バランスボールを用いて実践した。これは寅嶋

（2012）らが提唱したものを主軸とし、赤ちゃ

んを抱っこしたままでも遂行可能でかつ腰に負

担をかけない形での取り組みを実施した（図

６）。また、家庭にバランスボールがない方の

ための配慮として、自体重のみで実施可能な腹

部強化運動も提示した。

●第３週目：まず産後における特定動作（抱っ

こ・授乳・オムツ替えなど）は一日の中でも相

当な時間を要することを解説（例：一回15分程

― 83 ―

図２　各週の概要に関する解説風景

図３　スタティックストレッチング実践例

図５　骨盤にアプローチする運動ケア実践例

図６　産後の腹部　強化運動実践例

図４　バランスボールバウンス運動の実践例



度の授乳×約10回以上 /１日：産後１～３ヶ月
＝150分前後）した。そしてそれらに費やす時

間帯を「母となった自身の身体を丁寧にケアす

る時間に変換しよう！」という取り組み案を紹

介した。　

そして特定動作を運動ケアタイムに変換できる

よう、何度も何度も繰り替えし動作遂行を促し

た。寅嶋（2012）の報告にある「腹部を強化し

ながら腰に負担を大きくかけない抱っこや授乳

姿勢の獲得」、また「股関節の柔軟性を向上さ

せながら行うオムツ替え」の姿勢に留意しても

らうことを重点的に伝達した。

●第４週目：寅嶋ら（2012）の報告より、産後

のマイナートラブルの上位項目に挙げられた

腰痛や肩こりを対象とした健康運動処方（桜

井（2007）、菊池（2007）、谷本（2008）、山本

（2010）、Kovacs（2011）、土屋（2012）らの報告
を参考に対処法を紹介しながら実践した。また、

バランスボールを用いた形での健康運動処方形

態（松原ら（2005）、中野（2006）、Yaggi（2006）、
Verstegen（2006）、寅嶋（2012））を導入した。
この特定の産後の育児動作においては、一日の

中で頻繁に繰り返されるために、同部位におけ

る一極集中的な筋―腱連合体の使用は避けられ

ない（吉岡 , 2007、寅嶋 , 2012）。そしてこの特
定領域の使用に限定されてしまうことによる他

部位の筋肉の不使用が、今度は血行不良という

形で身体に表出され、それらが痛みを引き起こ

す（Hemming, 2000、Weerapong, 2005、Garrett, 
2010、Brunkner, 2011）ことも避けがたい。よっ
て、このような状況がいかに身体へ大きなダ

メージを促してしまうのか、という疲労をセル

フケアしないことによる危険性の解説を加えな

がら、上記の実践を施した（図８）。

●第５週目：４週間にわたる取り組みを総合的に

振り返り、運動ケアプログラムの必然性及び重

要性を再度伝達しながら実践した。また最後に

全員ディスカッションを行い（図９）、運動ケ

アプログラムの継続を促し、赤ちゃんと共に

産後の大変な時期を乗り切るアイディア（寅

嶋 , 2012）などを伝えあうといった時間帯に徹
した。さらに講座の満足度についてアンケート

を行った。（アンケートについては結果にて提

示）。

⑦に関しては、70分前後の運動ケアを実践した

内容を丁寧に振り返る作業を行った。例えばその

週の運動ケアプログラムの中で最も大変な作業

であった内容や、なぜそれが大変だと感じたの

か、さらには最も印象的な学びはどのようなも

のだったか、等のディスカッションを実施して

頂いた（図９）。この取り組みは、「自己決定理

論（self-determination theory）（Scully, 1998、Ryan
ら , 2000）」という概念を元に、筆者自らが考案
した。これは運動を媒介とした健康増進プログラ

ムを実施する上で、精神衛生の健康増進（充足

感・幸福感・活力の上昇など）をも同時に促進さ

せるには、自己決定理論を構成する３要素「能動

性・関係性・自律性」の充足が必要不可欠であ
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図７　特定動作を行いながらの身体ケア実践例

図８　腰痛・肩こりに纏わる運動処方実践例

図９　母親同士によるディスカッション
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る（Scully, 1998、Ryanら , 2000）。よって運動ケ
アプログラム内だけでここを充足させる―すなわ

ち、『能動的』に運動ケアプログラム実践に取り

組み、家庭での取り組みを促す『自律性』を推し

量り、個人のみの実践にとどまらない『関係性』

を重視した運動プログラムの配置等―のみではな

く、このディスカッションの取り組みを付加する

ことによって、さらなる３要素の充足に努めた。

まず参加した母親一人一人が能動的に発言できる

よう（『自律性』の向上促進）、第１・２週目は

ペアを組んで自己紹介的な要素を盛り込んだ内容

をインタビューしながら、前述したような内容を

相手に聞き取る。そして第３・４週目は４名程度

のグループを組んでもらい、互いにワークシート

（図10）を媒介としてインタビューを行う形態を

図った。このことにより、相手と自身の状況を同

時に分析することができ（『能動性』の向上促進）、

かつ互いのこれまでにないコミュニケーションが

生産（『関係性』の構築の促進）される可能性が

あるという構造をプログラムを構成する枠組みの

一つとして組み込んだ（図９、図10）。また、こ

の取り組みは実践内容を自身の身体と脳へ定着さ

せる（Damasio, 2005、Craig, 2009）ことからも、
このインタビュー方式による自己の運動ケアプロ

グラム実践の取り組みの再確認作業を採用した。

２−３　研究・調査内容

１）属性　

参加者の年齢（運動強度設定）、産後の経過数

月（第３週目での伝達事項の細かな配慮）、妊娠

出産履歴（経産婦・初産での相違）、産後の経過

異常（異常アリの場合は参加不可）、の５項目と

した。

２）産前と比較しての体調変化の記載

産後は産前と比較し、体調において何らかの変

化が見られたのか、さらにその変化はどのような

ものであったのか（例を掲げ、産後期間に経験し

たマイナートラブルの列挙などをお願いする）記

載してもらうことで産前産後の体調把握を行っ

た。また、産後の身体変化が何らかの行動や気持

ちへ何らかの波及・影響を及ぼしたのかをたず

ね、思い当たることすべてに関して列挙して頂い

た。さらに産後の平均睡眠時間はどの程度であっ

たか（寅嶋 , 2012）も記載して頂いた。

３）産後運動ケアプログラム実践前後のコンディ

ショニング検査比較

第１週目及び第５週目の講座開始前に、１－２

で提示した臨床スポーツ医学で報告されているコ

ンディショニング検査項目（伊藤ら , 2006、山本 , 
2008）に習い、運動ケアプログラム前後での身体

の柔軟性に纏わるコンディショニング比較を実施

した（図11－１・２・３）。項目は以下の３点で

ある。

①大腿部後面・腰周りの柔軟性測定（図11－１）:
壁に背中をつけて座り、上半身を倒す。股関節

から折り曲げるように意識をする。指先が足先

に対してどの程度前方方向へ移動させることが
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図10　ディスカッション時使用のワークシート
（寅嶋発案:第３週目使用） 図11−１　大腿部柔軟性測定及び判定基準値



できるのかを計測。柔軟性低下の場合は、腰痛

や坐骨神経痛、大殿部の痛みなどと関連性が高

くなる（Hemmings, 2000、Weerapong, 2005、伊
藤ら , 2006、山本 , 2008、山本 , 2013）。
②肩・背中周辺の柔軟性測定（図11－２）：片腕

を頭上から背中に回し、もう片方の腕を下から

背中に回す。手を握らず開いたまま、どのあた

りまで両手を近づけられるか計測。この柔軟

性低下の場合、肩こりや肩甲骨周辺の血行不

良が考えられる（Hemmings, 2000、Weerapong, 
2005、山本 , 2008、山本 , 2013）。　

③股間節・腹部の柔軟性測定（図11－３）：壁か

ら３ｍくらい離れて立ち、手を腰にあて、身

体を後ろへ反らす。どのポイントまで視野に

入るか計測。視野に入るぎりぎりの範囲で

どこまで見えるのかを判定。この柔軟性が

低下している場合は、腰痛や猫背の疑いがあ

る（Hemmings, 2000、Weerapong, 2005、山本 , 
2008、山本 , 2013）。
これら３項目に関して、各々の４段階評価を行

い（伊藤ら , 2006、山本 , 2008）、２度の測定におけ
る得点の平均値変化を観察した（図11－１～３）。

３．産後運動ケアプログラム実践におけ
　　る結果報告

３−１　 対象者の背景について

対象となった母親の平均年齢は、34.2±4.2歳、
産後の平均月経過数は5.5 ヶ月±2.03であった。
その中で初産婦は25名（62.5％）、経産婦は15名
（37.5％）であった。また、参加者全てにおいて
産後経過時での特別な異常は見られなかった。

３−２　産前産後の身体状況比較

図12に産前産後の身体状況比較の人数を示し

た。この講座参加の９割に及ぶ母親たちが、出産

後、（母親によっては「出産後も」）体調はよくな

かった・あまりよくなかった、と回答しているこ

とが明らかとなった。

３−３　産後のマイナートラブル要因

図13に産後のマイナートラブルの上位５つを明

記した。ここでは上位４要因に肩こり・睡眠不

足・身体全体のだるさや疲労・腰痛・体重が戻ら

ないといった身体上のトラブルが挙げられた。
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図11−２　肩甲骨周辺柔軟性測定及び判定基準値

図11−３　大腿部後面及び判定基準

図12　産前と比較：産後の身体状況について
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産前と比較しての体調変化（講座参加前）

体調よくなった・まあまあよくなった 体調よくない・あまりよくない

図13　産後マイナートラブル上位５要因



産後女性に対する産後運動ケアプログラム実例報告及び有用性の検討－２年間にわたる札幌市市民カレッジ講座における実践事例より－

３−４ 　産後の身体状況の影響

図14では、アンケート用紙の自由記載によって

得られた多角度にわたる産後の精神面における状

況事例を列挙したグラフである。今回は多数ある

回答のため、共通の言語使用度を中心にまとめ

た。

このグラフより、上位５つを占めるのは外的な

マイナス因子（パートナーとの関わり・周囲へ当

たる等）と内的マイナス因子（不安を抱く・自己

嫌悪等）の両者が混在した状態で「精神面のマイ

ナス要因」が列挙される形となった。またこれら

の精神性への影響項目を何項目記載したか、その

列挙数と産後の体調変化との連関性を示したもの

が図15である。図14での記載項目数と体調の変化

を合わせてみたものである。ここから、産後直後、

あまり体調が良くない状態と感じない割合が大き

い場合、精神面での負の要素を掲げる個数が同時

に大きくなることが明らかとなった。

図16は、ある事例を取り上げた図である。これ

は38歳初産の産後女性の産後２ヶ月の状況である

が、産後生活で大きな負の状態へ身体も精神もシ

フトしたという。

夜泣きが多い赤ちゃんのため、睡眠不足による

疲労感をはじめ、頻繁な抱っこと授乳による腱鞘

炎、極度の肩こりや尿漏れなども生じるように

なってしまった。そして、子供へ図のような行動

へ向かってしまったという。この結果から、身体

へのマイナートラブルが精神面へ影響を及ぼして

いる実態が浮かび上がった。

　

３−５　５週間にわたる運動ケアプログラム実践

における身体変化及び精神面での変化に

ついて

図11での柔軟性検査項目の結果が図17である。

グラフより、すべての検査項目平均獲得得点に

おいて、第１週目及び第５週目との間に有意差

が確認された（其々すべてにおいてP＜0.05；大
腿部後面柔軟性：t38＝2.25, P＝0.03, r -＝0.565；
肩周辺柔軟性：t38＝2.90, P＝0.009, r＝0.469 ；股
間節・腹部柔軟性：t38＝3.39 P＝0.003, r＝0.624：
t-test）。
次に、第１週目～第５週目にわた満足度及びど
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図14　産後の子育てにおける精神性への影響
（自由記載：共通言語をもとに精査しグラフ化したもの）

パートナーとの不具合
すべきことが多すぎて休めずイライラ

仕事復帰への不安
周囲にあたってしまう

笑顔で子育てできないことへの自己嫌悪
子供がすべて優先何事もあきらめてネガティ…

パートナーとのコミュニケーション不足
身体がおもうように動かずつい子供にあたる
かわいいが子育てそのものをたのしめない

家事も子育ても中途半端で不満足感がある
子供の成長と自分の成長のギャップ

兄弟・姉妹に手が回らない
頼るヒトがいない寂しい気持ち

一歩間違えれば虐待という限界でストレスを…
母親としてやっていけるのかの不安

もっと妊娠中に産後の現実を学んでおきた…
産後うつ

自由記載（％）
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図15　体調変化と精神衛生の連関性

３項目以上
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２項目
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産後の体調と精神面への影響との連関性（％）

体調がよい・まあまあよい 体調よくない・あまりよくない

図16　事例報告（38歳初産女性）

38 歳初産女性の事例
産後２ヶ月半のとき

・子どもの夜泣きで眠れない
・子どもの口をふさぎそうになった
・手を軽くたたいた

・極度の肩こり
・夜泣きと授乳に
　よる疲労
・腱鞘炎
・全身のだるさ
・肌荒れ
・尿漏れ

・努力が報われ
　ない焦燥感…
・パートナーの
　協力が得られ
　にくい状況
・孤独を感じる
　子育て

図17　コンディショニング検査平均点数比較（点）



の週が最も印象に残った学びとなったのか、につ

いての調査を行ったものが図18 ～ 20である。

まず図18は、この５週間にテーマを分割した講

座のトータルで客観的に振り返った満足の度合い

を2012年・2013年共に集計したものである。

第５週目に行ったアンケート調査から、両年度

共に、100％に近い形で満足のいく講座だったと

いう声が上がった（図18）。この満足度の詳細に

ついて、アンケート回答にあったいくつかの類

似語を集約し、グラフ化したものが図19である。

様々な回答を身体面での変化及び精神面での変化

に分類し、上５段を精神面での変化・下５段を身

体面での変化とした。

これらから、運動実践そのものに対するメッ

セージや、運動直後に実践したディスカッション

による精神的衛生の充足感などが多く掲げられて

いたことがわかる。そしてこの回答は身体面精神

面の両側回答が同時に示されていたケースが大半

であった（どちらか一方のみのメッセージは40人

中２名）。つまり、今回の対象者の95％が身体面

精神面での両方の変化を掲げた形となった。また

体調の変化に関しては、すべての参加者が「講座

を受講する前よりも体調がよくなった」と回答し

ていた（グラフ最下段：100％）。

次に図20であるが、このグラフから、明らかに

第３週目に対する印象の強さや興味・関心を示し

たことが推察された。特に2012年度はこの３週目

に対して「最も学びとなった」割合が高い傾向に

あった。

４．実態調査に対する考察

４−１　産後の身体状況において

３－２、及び３－３から得られたデーターよ

り、今回の講座に参加した産後女性において、産

前より産後のほうが体調はあまりよくない状況に

あることが伺えた。これは寅嶋ら（2012）が行っ

た産後女性の実態調査報告とほぼ同様である。

様々な不調要因を抱えた状態のまま自身の赤ちゃ

んの世話が産後直後から開始され、睡眠をゆっく

りととる間も無く、身体的には疲労が大きな状態

で育児遂行を行っているといえよう。

マイナートラブル項目（図13）に関しても、こ

れらは、産後に限らずとも多くの現代人が抱える

生活習慣病の予備軍的な慢性疲労における症状

や、運動不足による不調の結果と同等であるとも

表現できる（森 , 2003、唐津 , 2012）。この産後特
有の極めて特異的な動作状況が、日々休憩を伴わ

れることなく継続されることを、まず社会的に周

知していくことは急務であると推察される。実

際、生後３ｋ前後の赤ちゃんを骨盤の安定が伴わ

ない産後直後から抱っこをし、日に10 ～ 20回に

もわたるおむつ替え動作行い、首の据わっていな

― 88 ―

図18　講座全体における満足度
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2013年（％）

図19　アンケート結果から得られた満足度の内容項目
（身体面・精神面における内容　各５項目）

（％）
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振り返る作業をすることで自分としっかり向き合えた
自分以外のメッセージを聞くのが興味深かった
横のつながり（関係性）が深まり楽しかった

同じ境遇の人と共に達成感を味わえた（能動性）
ディスカッションの取り組みがとてもよかった

運動は産後にとってケアになることの理解が深まった
運動ケアを自宅で継続するようになった

受講してから身体が変化した
受講前より身体を気遣うようになった
受講前より体調が良好になった

図20　第何週目が最も印象に残り学びとなったか？（人）
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い赤ちゃんを両手首と肘関節で首を支えて授乳を

するという動作は、初産の母親にとっては過度な

緊張も伴うであろう。そして赤ちゃんは日々成長

するため、体重も倍数的に増加する。よって、今

回のような結果（腰痛・肩こり・腱鞘炎・頭痛）

などがこれまでの調査結果（寅嶋 , 2012）と同様
に観察されたのは至極当然のことと受けとめるべ

きかもしれない。今後は更なる追跡調査を重ね、

８年間ほとんど変わらないこの「産後の疲労状況

が母親の精神衛生にもたらす重大な影響」を周知

させる取り組みを丁寧に重畳させていかねばらな

らないと考える。また、地域の格差や産後の女性

の健康問題を考えるきっかけとなる公的な資料づ

くりも急務であろう。

４−２　身体・精神面→育児への影響について

日々肉体的な疲労を伴う特定の動作を要する育

児生活では、どうしても母親自身のケアが後回し

になりがちである。毎日の赤ちゃんの世話に追わ

れる産後のライフステージが、母親の心身を追い

詰める要因の一つであるかもしれないといった現

状が、今回の事例報告や産後母の現実の声から見

えてきたといえよう。

図15 に掲げられた精神面における負の状況は、
図16から伺えたように、身体の疲労状況が内的・

外的の負のストレス要因を何らかの形で生み出し

ている可能性が示唆された。特に図16 において
は、見逃すことのできない精神疲労が、身体疲労

と強い連関性をもっていることが伺えたのではな

いだろうか。ここで一つ着目したいのは、たとえ

育児に協力できる人数が多くいたとしても、最終

的に授乳を行うのは母親本人であり（大鷹 , 2008、
Murkoff, 2010）、抱っこをして最も泣き止むのは
母親の可能性が高い点である（Kennedy, 1995、松
田 , 1999、小西 , 2003、（27）、藤田 , 2011、亀田 , 
2012）。よって休息を長い時間とることは難しく

なる状況にいることを周囲は忘れてはならない。

様々な外的要因に対してのマイナス状況や内的

要因に関するマイナスの精神衛生は、少々のリフ

レッシュタイムによって獲得できるほど、浅いも

のではない。「一歩間違えれば虐待」という言葉

が事例報告に示された母親本人から出てくるほ

ど、心身が追い詰められた状況にあるというの

は、まさに社会問題の一つとして取り上げるべき

課題であると考えられないだろうか。母親すべて

に子育てを任せてしまう風潮の強い日本の子育て

における文化背景（松田 , 1999、藤田 , 2011）に
も踏み込んだ考察が今後一層必要となると思われ

る。

４−３　産後運動ケアプログラムの有用性に関して

図20では、コンディショニング検査項目のすべ

ての内容に対して、平均得点数値が有意な向上を

示していた。これは、図３～８に示すような段階

的な運動ケアプログラムの効果が示されたと同時

に、これらを60分前後の時間内に丁寧に実践し、

さらに家庭でも継続をした参加者の努力によるも

のと推察できる。そして、近年様々な対象者にお

いての『健康運動処方効果』が提示（井上 , 2000、
佐藤 , 2008、 John, 2009、唐津 , 2012）されている
が、今回は「運動で健康に」という概念が伴った

ことから、産後の生活状況に沿った運動が有効で

あるということが参加者の身体面・精神面へ介入

した形となったのではないだろうか。　　

また、運動が不足した状態から週に一度でも運

動刺激を導入することにより、様々なプラスの影

響・効果が表出される（山田 , 2002、山田 , 2010、
三ツ石ら , 2013）ことも、今回の図18 ～ 20による
結果がそれを裏付けたのではないかと思われる。

このことから、今回のような段階的産後運動ケア

プログラムの実践は、産後を迎えた女性にとって

は有効に働く可能性があることが示唆されたと考

えられる。さらには、育児に費やす多大な時間を

「自分自身のケアタイム」に変換させるという第

３週目の取り組みに対する興味・関心が高い傾向

にあった（図20）のは、大変興味深い結果である。

そして、実際に育児遂行をしながらの時間を有効

活用するという思考の変換を促すあしがかりとな
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るかもしれない。

このように健康を維持・向上させる上で、運動

科学に基づいた運動実践形態は重要である（井

上 , 2000、佐藤 , 2008、John, 2009、山田ら , 2010、
唐津 , 2012）という概念を少しずつ産後の女性に
提供をし続けてきた８年間ではあるが、まだまだ

この概念が広がっているわけではない。赤ちゃん

に対して多くの意識がシフトされる産後の保健指

導や保健の仕組み（図１）が若干の影響を及ぼし

ている可能性は否めない。そして日本の育児に対

する独特の文化（松田 , 1999、27））などもそこへ
介在することによって、「産後は母自身のケアよ

りも赤ちゃんのお世話を最優先に」といった社会

的な目に見えない圧力が存在してしまうのかもし

れない。

しかし、今回のように大きく身体の柔軟性が

向上する＝血行不良が解消され、痛みやだるさ

といった状況から解放される（伊藤 , 2006、桜井 , 
2007、谷本 , 2008、山本 , 2008、山本ら , 2013）こ
とは、身体を良好に保つのには不可欠である。ま

た、産後、疲労困憊で大変な状況の考察は４－１

で論述したとおりである。育児のスタイルに大き

く適応させた形の第３週目での講座では、７割以

上の産後女性が「家で取り組んできた」と第４週

に伝達をしてきてくれた。これは非常に大きな

変化であり、２－２の⑦で示した自己決定理論

（Scully, 1998、Ryanら , 2000）の中の「自律性」・
「能動性」がまさに大きく開花したものと表現で

きるだろう。また最終５週目で行った総合ディス

カッションでは、約８割の参加者が「運動後に

ディスカッションを行うことで関係性が深まり、

次の週の講座へ足を運ぶ大きな励みとなった」と

いうメッセージをこちら側へ投げて頂いた。これ

はアンケート結果（図21－２）からも明確な形と

して表出された。これらの結果もこの自己決定理

論 （Scully, 1998、Ryanら , 2000）の中の「関係性」
の充足率の高さを物語っているともいえよう。今

回の運動ケアプログラムが、このような形で身体

変化・精神衛生の変化共にプラスの方向へ歩みだ

したことは、非常に大きな結果であったと思われ

る。よって、完全とは表現できないまでも、この

講座で実施した様々な「産後の生活状況に即し

た」形態のプログラムと「長年の調査に渡って基

づかれた運動処方に基づいた」プログラム構成

は、有用性があるのではないだろうか。但し今後

も長きに渡って継続をし、その有用性を更に詳細

に分析する必要は大いにある。

「過度な身体疲労からの脱却」と、「精神衛生の

良好化」を大きな形で具現化していくためには、

個人内でのセルフケアプログラムのガイドライン

化（寅嶋ら , 2012）も急務であるが、今回のよう
な精神衛生の良好化に関わる「公的な支援そのも

のの必要性」も強くここで提示したい。また、こ

のプログラム自体のガイドライン化も一つの目標

として今後も講座を積み重ねていかねばならない

だろう。
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