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～ 福島県・一般社団法人福島県助産師会の活動から考える、放射能の影響と包括的で継続的な母子支援のあり方 ～
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みなさま、こんにちは。一般社団法人ジェスペールです。
2013 年が始まりましたね。
今年もよろしくお願い申しあげます。
今月の「被災地から」は、原発事故の影響をうけた福島から、
現地で実際に支援活動を行っている助産師さんの代表の方の
生の声をお届します。
被災地での「これから」と「今」、そして「未来」
。
どうぞ最後まで、ご覧ください。

◆ 支援実績（2012/12/31 現在）
＜支援母子数＞
12 月： 526 組 【計 2,645 組】
＜活動場所＞
岩手（大船渡・陸前高田・釜石・大槌・遠野）
宮城（石巻、気仙沼、亘理、名取）
福島（いわき、相馬）
＜活動内容＞
育児相談会／茶話会／ベビーマッサージ／ベビー体操/
ママのリフレッシュ体操／親子ビクス／仮設巡回訪問

このメールは、(社)ジェスペールの活動に応援・ご寄付をい
ただいている皆さまにお送りしております。
過去のメールマガジンはこちらをご覧ください
http://tohokumama.org/kosodate-letter.html

◆ 被災地から ～「一般社団法人 福島県助産師会」 福島県福島市 http://fukushima-midwife.org/
福島県助産師会は、約 20 人の有志助産師が、県内全域で母子の支援
を行っています。助産師が自宅を訪問して相談に乗り、助産所で授乳
指導や乳房トラブルのケアをし、子育てサロンも県内 11 カ所で開い
ています。
短い間でも放射線量の少ない場所で赤ちゃんと過ごしたい方や、産後
のサポートがない方、自宅での育児に不安のある方などを対象に、助
産所への「産後入所ケア」も行っています。
福島は、原発事故の影響を直接受けました。
代表の石田登喜子さんが寄せてくれた文章には、いまだに深く、重く
のしかかる放射能の影響がつづられています。
同時に、被災地だけ、今だけの限定的な支援にとどまらない、包括的
で継続的な母子支援のあり方についても課題を投げかけてくれていま
す。
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◇◆恵みの海、豊穣の土、美しい里、そして心が大きな傷を負った
福島県は北海道、岩手県についで日本で 3 番目に面積の広い県です。
そのため、沿岸の「浜通り」と、新幹線や東北高速道路の通っている「中通り」、奥羽山脈を越えた「会津地方」で気候は大
きく異なります。
産業もそれぞれ違い、「浜通り」は漁業中心、
「中通り」はフルーツ王国と言われるほど果樹園が多く、
「会津地方」は稲作が
中心です。
私たちは海の恵み、土の恵みを受け、豊かな自然と共に生きてきたのです。
私の自宅は、「中通り」で県北に位置しています。
自宅から半径 10km ほどのところに飯坂温泉や土湯温泉、20～30km 先まで足を伸ばせば穴原温泉や野地温泉、岳温泉など
が点在しています。
飯坂温泉に通じる道は観光果樹園が並び「フルーツライン」と呼ばれています。
美味しい桃や梨・リンゴ・ブドウ・柿が実り、春にはピンクの桃の花と真っ白なリンゴの花が咲き、桃源郷となるのです。
しかしこの美しい里も、福島に住む多くの人たちの生活も、震災
と東京電力福島第一発電所の事故で一変させられてしまいまし
た。
避難を余儀なくされたのは、主に「浜通り」の人たちです。
雪の少ない浜通り地方から、中通り地方や会津地方に避難した人
たちは、まず雪の多さに困惑しました。雪かきや雪道での運転に
さえ慣れていなかった
のです。食事や風習も異なっていました。
また、多くの家で 3 世代・4 世代が一緒に暮らしていましたが、
狭い仮設住宅や民間アパートでは、家族が分かれてバラバラに生活をせざるを得ませんでした。
中には、母子の住む仮設と祖父母の仮設が 40km 以上離れてしまった家族もありました。
このことは、親や祖父母と離れてしまった母親が、どうやって育児をしたらいいのか分からなくなる――という事態も引き起
こしました。核家族の多い都市部ではピンと来ないかもしれませんが、福島や東北では、同居する母親や祖母から育児の方法
を学んでいくのが普通だったのです。
現在でも、約 16 万人が住み慣れた土地を離れ、避難生活をしています。
家族を失った人、いまだ家族の行方が分からない人たちがいます。
自宅が全壊したり、大きな被害を受けた人たちもたくさんいます。
そして最も大きな被害は、原発事故による放射能被害です。
自宅は何の損壊がなくても出入りを許されず、生活の糧であった土地も仕事も奪われました。避難生活は家族の離散を招き、
家族の健康と将来に対する不安だけが残りました。
放射能被害の大きさは、一人一人異なります。そして、一人一人の心の傷は深く大きく、どんな物差しを用いても測定するこ
とができません。
特に、小さな子どもを迎えて、新しい家族を作っていくプロセスにある母子の今後の影響の大きさはどのように考えればいい
のでしょうか。
放射能汚染、放射能事故の恐ろしさが、体中の細胞の一つ一つに突き刺さっているような感じさえしています。
◇◆消えない放射能への不安 つらさや悲しみが表面化
私の住む場所は、避難地域には認定されませんでしたが「ホットスポット」になりました。
隣の小学校は、マスコミの取材対象になりました。
校庭に出て遊ぶことができなくなり、子どもたちの声が聞こえなくなりました。
たくさんの子が父親や祖父母と別れ、母親と共に自主避難していきました。
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学校に通う子どもたちは真夏でもマスクをし、長袖を着て登下校しました。
車での送り迎えのため、我が家の前は毎朝渋滞でした。
母子支援で出会うお母さんたちは食べ物は県外から取り寄せ、水はペットボトルの水を購入していました。子どもを外で遊ば
せることも、外に散歩に行くこともほとんどありませんでした。洗濯物は屋内に干していました。これらのすべてで家族と考
え方が違い、それがストレスの原因となっている人もいました。
県助産師会は 2012 年 6 月、妊娠・子育て・放射能に関するさまざまな不安や悩みに助産師が答える「電話相談」と、「母乳
の放射性物質濃度測定検査」の受け入れ窓口を開設しました。県外に避難している人、県内に里帰りしている人も対象です。
震災から 1 年 3 カ月を経過しているにもかかわらずお母さんたちの不安は大きなもので、開設当初は母乳検査の申し込みが
殺到しました。そして、子どもの将来のいのちと健康を背負うお母さんたちは、心身ともに疲れ果てていました。
現在も、申し込まれるお母さんたち１人１人の生活の様子をうかがいながら必要な情報をお伝えし、相談に応じています。
幸いなことに、最近お電話をいただくお母さんたちは、ほぼ普段の生活に戻りつつあるようです。水道水から放射性物質は検
出されなくなりました。
県内で生産されている野菜や果物は自家栽培の物も含め、身近な場所で放射性物質の検査ができます。多少の不安はまだまだ
残っていますが、それぞれに情報を整理し、賢い選択をしながら生活できるようになったと感じます。
一方で、情報が正しく伝わっていない、情報を信じられないというお母様方もおり、そのようなお母様方の不安は一段と増し
ているのも現実です。
食品が検査されて安全であると聞いても、水道水から放射性物質は検出されていないと聞いても、信じることができません。
そして、すべての食材を購入し続ける経済的負担に苦しんでいます。未だに外に出ることが出来ずに家にこもり続けているス
トレスはどれだけ大きいものでしょうか。
最近「外に出るのが怖い。人と会うのが怖い」というお母様に出会いました。
しっかりと抱きしめながら、ゆっくりお話を聞かせていただきました。
泣きながら話すお母様の様子を、ただ見守るしかありませんでした。
このように、お母様方の気持ちや生活に落ち着きが見られるようになった一方で、今まで辛さ・苦しさ・悲しみを我慢してき
たものが、耐えきれなくなって表面化して来ているようにも感じます。

◇◆本当の母子支援とは――
母子の支援をさせて頂きながら気づいたことがあります。それは、
お母様たちに寄り添い、ケアし、心と体の健康を回復してもらうこ
とが、お母様にとってはもちろん、子どもたちにとっても何より大
事だということです。
産後ケア事業を開始して間もなくの早朝のことでした。
泣き叫ぶ子どもを抱き、
「この子の口をふさぎたい」と疲れ切った表
情の一組の夫婦が助産所に来られました。
お母様は助産師に子どもを預け、ひとときグッスリと眠りました。
目覚めると、表情が和らいでいました。助産所で数日間を過ごすう
ちにお母様は次第に落ち着き、それにつれて子どもの“泣き”も少な
くなっていきました。
お母様の子どもに対する関わり方にも次第に変化が見られ、母親と
しての自信を取り戻して帰っていきました。
また、触れ合いとリフレッシュを目的に、震災の半年後に始めた「子育てサロン」では、参加したお母様たちにこんな感想を
いただきました。
「おしゃべりをしたり、外の空気が吸うことができてすごく気分転換になった。
他のママと話すのも楽しいし、他の赤ちゃんを見ることで我が子の成長が十分か確認でき、安心につながった」
「参加したこ
とで、○○市にもまだまだママや赤ちゃんがたくさんいるんだと安心しました」
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「参加して他の人との交流ができて、友達ができて嬉しかった。みんなと会話している時に『うつになりそう』って話してい
た人がいて、本当にうつになったら大変だと思い、知り合った人たちを誘って、何でも話す場を私の家でつくることにしまし
た」
子どもの健やかな成長のためには、まず、母親への十分なケアが必要です。
まずお母さん自身が満たされ、安心できるようにしてあげること。
それによって子どもに対して母親として向き合うことができるようになり、さらに誰かのために何かをしようとする力を取り
戻すことができるのです。

◇◆得られぬ助成、頼りは寄付金
福島県は母子を、体育館などの一次避難所から、ホテルや旅館など
の二次避難所にいち早く移動させました。しかし実際に訪問してみ
ると、一つの部屋に親子と両親、双方の祖父母・兄弟が過ごしてい
たりし、母子が安心して過ごせる場では決してありませんでした。
そこで、産後の母子が一時でも安心して過ごせる場をつくろうと、
東京都助産師会の「東京里帰りプロジェクト」の支援で、放射線量
の少ない会津若松市に最初の産後ケア施設「会津助産師の家 “おひ
さま” 」を開設しました。
県内の数少ない有床助産所にも協力していただき、出産後に避難所
や仮設で過ごさざるを得ない母子や、家族が避難し産後のケアが得
られない母子や、家族が避難し産後のケアが得られない母子、放射線量の少ない場所で一時でも過ごしたい母子を対象に産後
ケアを実施しました。
東京里帰りプロジェクトの支援終了後は、心身ともに疲れ切った母子や、ストレスなどから母乳がでなかったり乳房トラブル
を繰り返している母子のために事業を継続させたいと思い、さまざまな機関に助成金の申請を行いました。
ところが、
「少ない人数の対象者に多額の費用を負担することは出来ない」
「継続性が見えない」となかなか支援が得られませ
んでした。
県にも何度もお願いしましたが、母子保健事業は各市町村事業になっており、県内全域の母子を対象とした事業に容易に支援
が得られませんでした。
たとえ対象者が少なくとも、一人一人の子どもは私たちの未来です。
子どもたちは、それを取り囲む多くの人たちの生きる力になるのではないでしょうか。
私たちは、そう信じています。

◇◆今だけ、被災地だけ、で終わらせない体制づくりを
同時に、母乳育児支援や 0 歳児支援の不足は、被災地の問題だけに
とどまらない、普遍的、継続的な問題であるとも感じました。
福島県で母乳のみで育児をしている人の割合は、産後 1 カ月健診時
で 34％。
全国平均より 8 ポイント少ないのが現状です。母乳で子どもを育て
ているお母様の割合がもっと多かったら、震災で苦しむお母様方が
もっと少なかったのではないか、と思うのです。
震災の数日後、テレビに避難所の様子が映し出されていました。お
母さんが「赤ちゃんにミルクを飲ませるためのお湯を下さい」と訴
えていました。
この時のお母様の表情と無念さは今でも忘れることができません。
一方で、被災後も母乳育児を続けたことで、お母様自身も満たされ
たという人もいます。手記にはこう書いてあります。

Copyright (c) 2012 Jespere, All rights reserved

「震災前、離乳食を始めようと思い、母乳のほかに野菜やおかゆを少しずつ食べさせていました。しかし、震災で自宅の水道・
ガス・電気が止まり、放射能の問題も浮上しました。スーパーに水などの物資はなく、乳飲み子を連れて給水の列に並ぶのも
困難でした。また、食べ物で何が危険で何が安全なのか分からない不安も抱えていました。
幸い母乳は充分出ていたので、離乳食を進めることをやめました。子どもも震災の不安を感じていたのかどうかは定かではな
いですが、震災前よりも母乳をほしがるようになっていました。私も余震や家族と離れて暮らす不安の中で、授乳の時間だけ
は可愛い我が子を眺めてリラックスできました。
また、母乳を飲んでお腹が満たされ満足そうな子どもを見て、『これでいいんだ。大丈夫なんだ』と安心できました」。
被災の中で、お母様がリラックスし安心できる一つの方法、それは母乳育児ではないでしょうか。災害で物資が不足している
中でも、赤ちゃんを満たしてあげることもできます。母乳育児が早期に確立出来るように、そして安心して母乳育児を継続出
来るように、体制作りが必要だと思っています。
0 歳児の支援も不足しています。
まず、出産後の入院期間が短くなっています。現在祖父母になろうとしている方々の入院期間は産後 1 週間ほどでした。出
産の疲労が回復し、母乳育児を習得してから退院できました。また退院後は、自宅での支援がありました。
◇◆みなさまの支援に支えられて
東日本大震災及び東京電力福島第一発電所事故から 1 年 9 カ月が過ぎ
ました。
助産師たちは、震災直後からそれぞれで避難所を訪問するなど、母子
の支援に動きました。翌 4 月には「県内の助産師で集まって情報交換
をし、会として活動しよう」と、県助産師会としての体制が整い、7
月には、産後ケア施設「会津助産師の家“おひさま”」に最初の利用者を
迎えました。会としての支援活動が本格的に始まったのは、8 月でし
た。
その時から現在まで、全国の多くの方々のご支援のおかげで、▽電話
相談▽助産師による妊婦および母子訪問▽母乳育児支援▽助産師のい
る子育てサロン▽助産所への産後入所ケア――という母子支援活動を
続けることが出来ました。
ご寄付を寄せてくださった方の中には、ご自分でケーキを焼いて地域の方々に購入していただき、その売り上げを匿名のまま
毎月ご寄付下さっている方がいます。数十年間ご夫婦で 500 円玉貯金をしていた全額をご寄付くださった方もいます。海外
で暮らしているお母様方からのご寄付もありました。
本当に、本当にありがとうございます。
ただただ感謝の思いでいっぱいです。
これからもお母様方の不安に寄り添いながら、少しでも安心して子育てできるように支援を続けて行きます。
今後ともどうぞ見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

◆ コラム【こそだて玉手箱】

第 3 回：子どもを丈夫に育てるには（ジェスペール代表・宗祥子）

寒い日が続いていますが、多くのお母さんたちはこの時期子どもが風邪を引かないかとても
注意したり心配したりしていらっしゃると思います。
子どもによって、風邪をひいても次の日にはケロッとしている子と、なかなか良くならず、
こじらせて肺炎直前まで悪化してしまう傾向のお子さんとがいます。
この違いはどこから来るのでしょうか？
一つには、子どもの体質はお母さんのおなかの中の状態が大きく影響することを先月の当コ
ラムでお話しいたしました。
ではちょっと病弱で生まれた子どもを丈夫な子どもに育てるのはどうすればよいのでしょう
か？
それにはまず子どもの生活リズムを大切にすることです。
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◇◆夕食から就寝までの生活リズム
子どもは夕方おなかがすきますから、そこで何か甘いお菓子を与えるのではなく、で
きればもう夕飯にしてほしいと思います。そのため夕飯は 6 時ごろには食べてほしい
のです。
遅くとも 7 時までに、特に未就学児は早く食べさせてください。もちろん小学生も同
じです。
ご飯を食べると、子どもは眠くなります。夕飯、お風呂を一連の流れで済ませて、夜 8
時までには寝る。
子どもが眠がっているときにとにかく寝かせる。これが最も大事です。
夜 8 時を過ぎて、子どもは眠がっているのにもかかわらず（保育園でたっぷり昼寝を
している子どもはもう少し眠くなるのが遅いかもしれませんが…）、明かりがこうこう
と付いている。テレビのバラエティ番組が何となくついているとか、ゲームを誰かがしているので、小さい子どももしてしま
う、といったことがあり、眠い時間が過ぎると子どもは覚醒して、夜の 11 時～12 時まで平気で起きていたりします。
その結果、朝はぼーっとしていてだらだらしています。このようなことが続くと、子どもの免疫力は当然衰えます。
また大切なことは、きちんと決まった時間に食事をとること、それが習慣づいている子どもは、風邪をひいてもあまりこじれ
ることが少ないのです。
少し鼻水が出ていたり、熱が出そうな気配があれば、とにかく部屋を暗くしてまず寝かせてください。
子どもを早く寝かすことこそ大人の責任です。
◇◆生活リズムを保つための食事
早寝早起き、そして規則正しい食事、またできるだけお米のご飯を食べること（ご飯
をしっかり食べると腹持ちがよく、あまりおやつを食べなくて済みます）、おやつには
甘いお菓子ではなく、おむすびや、お芋などにすることも大切です。
甘いものを食べると血糖値が上がることから、子どもは興奮してはしゃぎ出しますの
で、夕方から夜にかけて甘いお菓子を子どもにあげるのは禁物です。興奮して寝なく
なります。
お母さんがとても忙しいときは、とにかくご飯とお味噌汁、常備菜。あるいは残り物
でも大丈夫。子どもはご飯が大好きです。ご飯にふりかけでも大丈夫。
パンやパスタではなくご飯を中心にした食事にしてください。
ご飯を決まった時間に食べて、早く寝る、これを守ってください。
また少しぐらい鼻水や咳が出ていても、暖かくして早く寝かせることで回復すること
が多
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◆ ジェスペールの活動がテレビで放映されました！
2012 年 10 月 5 日（金）テレビ東京「NEWS アンサー」で「ママ＆ベ
ビーサロン大船渡・陸前高田 こそだてシップ」の活動の様子、ジェス
ペール代表・宗祥子のインタビューなどが放映されました。
「命を見つめる、暮らしを変える」をテーマとする、重点報道ＬＩＶＥ
Ｓにて、3 日連続企画”子育てを支える”特集の中の一つとしてご紹介い
ただいたものです。
下記サイトでご覧いただけます。
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_28157/
現地での活動の様子を映像で見ることができます。ぜひご覧ください！

◆ プロジェクト応援のお願い
ジェスペールの「東北こそだてプロジェクト」は、被災地の母子を支援する助産師の
活動を支援しています。
皆様からいただいた温かいご支援は活動の原動力となっています。
被災地の母子を今後も継続してサポートしていくため、妊産婦支援に関するお志を同
じくするお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記サイトをご紹介ください。
http://tohokumama.org/donation.html
また、皆様からの励ましのお声も、現地の助産師や被災地で子育て中のお母さん、ジェスペールメンバーの力になります。
ご寄付いただく際に励ましのお言葉を添えていただいたり、当メールマガジンへのご感想などをお寄せください。

◆ 編集後記
皆さま、年末年始はゆっくりお過ごしになれましたでしょうか。
私は年末、代表の宗の助産院で女性の体に良い食事作りを習ってきました。正直申しまして料理が苦手なのですが、助産院の
食事は野菜中心でとてもおいしく、また丁寧に教えていただいたので楽しく作れました。
学んだ食事が女性の体を整え、出産時のコンディションや母乳に大きく影響すると伺い、食の重要性を実感するとともに、食
事にも心を配る助産師さんは女性の人生全般を左右する偉大な職業なんだなあと再確認しました。
今回教えていただいた食事作りを習慣として身につけるため、まずは道具を購入します！
皆さま、また来月までどうぞお元気でお過ごしください。（事務局：稲葉）

◆ 「東北こそだてプロジェクト」メールレター
◆本メールレターの著作権は発行者・執筆者に帰属しておりますが、情報を広めるために、とご判断いただいた場合は、出典
先を明らかにした上で許可なくご自由に転送、転載、回覧していただいて構いません。

発行者： 一般社団法人ジェスペール
公式ホームページ：http://tohokumama.org/
Twitter: https://twitter.com/tohokumama
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お問い合わせ先：info@tohokumama.org
Facebook: http://www.facebook.com/tohokumama

