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産後女性の心と身体のケアの必要性について 

今回は自身の体験と産後ケアから学んだ事について

お話をさせていただきます。 

 

皆さんは『産後クライシス』という言葉をご存知で

すか？ 

 

この言葉は２０１２年に日本で発信されました。現

在では徐々に広まり、ここパースでも家族・母子に

関する現場ではPost-natal Crisisとして認知され

るようになっているようです。定義は「出産から子

供が２歳ぐらいまでの間に、夫婦の愛情が急速に冷

え込む現象」とされています。実際にどんな現象な

のか？これは、産後女性に起こる心身の様々な変化

を、本人も知らない・気付かないことがあり、それ

に加えパートナーの理解や知識が不足することで、

育児対応に温度差が見られることから二人の間に不

和が生じる現象です。 

 

女性にとって妊娠・出産は大きな人生の節目で、生

活が一変します。母親になった私達は赤ちゃんに会

虹の会会員 ウィリアム奈緒 

え、それまでの人生では味わえなかった大きな幸

せを感じながら生活しています。しかし、一方で

個々にいろいろな思いや悩みを抱えながら日々奮

闘しているのではないでしょうか？笑顔で幸せ

いっぱいの自分・家庭・夫婦像を想像していたの

に、「産後大変なのは分かっていたけれど…」

「母親学級や周りの先輩ママたちも誰も教えてく

れなかった…」などの思いや出来事を、多くの産

後女性が経験しているのではないかと思うので

す。 

 

数年前、NHKスペシャルで放送された「ママたちが

非常事態」（参考までに：http://www.nhk.or.jp/

special/mama/qa.html  http://www.nhk.or.jp/

special/mama/qa2.html）が大反響を呼んだこと

も、産後育児をしながら様々な事に直面し、悩む

女性が多くいることを表しているのではないで

しょうか。日本でこの特集を観た私は、まさに

「目から鱗」でした。 

 

http://www.nhk.or.jp/special/mama/qa.html
http://www.nhk.or.jp/special/mama/qa.html
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私自身、ちょうど３年前に初めての出産を経験し

ました。妊娠前から出産の直前まで全くの健康体

で体力も有り余るほどのとても元気な人間でし

た。ところが、出産を期に『産後クライシス』と

自覚症状でありますが軽度の『産後うつ』のよう

な状態を経験したのです。これはまったく珍しい

事ではないと思っています。 

 

出産にさかのぼりますが、希望であった水中出産

の予定から、想定外の陣痛促進剤と麻酔の使用、

帝王切開とほぼ全ての医療の力を借りる結果とな

り、それがトラウマとなりました。産後５ヶ月に

なった頃、ずっと引きずっていたこのトラウマの

ことをＧＰに相談し、そこからの紹介で２週間に

一度の頻度でカウンセリングを開始したのです。

６回までは無料というサービスでした。早くトラ

ウマを解消したいという気持ちでおりましたが、

カウンセリングが進むにつれ、話の内容が出産体

験のトラウマから、夫婦間の問題・不満に変わっ

ていったのです。今となれば可笑しくもある話で

すが、完全に『産後クライシス』の状態だったの

です！子供との時間はとても幸せで、毎日子育て

も楽しかった。しかしそんな中、夫の何気ない発

言や行動から、本来一番の理解者であって欲しい

夫に対するネガティブな感情を抱く時期が続きま

した。助けや理解が欲しい反面、前向きにコミュ

ニケーションを取ることがなかなかできず、ただ

そこから抜け出したい、でも出口が見つからな

い、辛い時期でした。その頃は『産後クライシ

ス』に関する知識もなく、何故そのような状態に

なるのか分かりませんでした。でも、そんな毎日

から抜け出したい、自分らしく幸せに日々家族と

過ごしたい、同じように辛い経験をする産後女性

を助けたい、と考えていた時に日本の産後ケアを

知りました。その後、資格取得を決め、そこから

多くを学びました。 

では、産後女性には一体どのような変化が起きて

いるのでしょうか？ 

 

●ホルモンの急激な変動と自律神経の乱れ 

妊娠中増えたエストロゲンの急激な減少：エスト

ロゲンには妊娠を維持させる以外に精神安定作用

がある。オキシトシン：子供やパートナーとのコ

ミュニケーションで愛情を感じ安心することで分

泌されるが、受け入れたくないと判断した相手に

は攻撃性を高める。プロラクチン：母乳を生成・

分泌する働きと共に攻撃性を高める。 

 

●身体的状況への不安感 

大変な出産経験・その後の痛み・回復の長期化。

慢性的な睡眠不足。乳腺炎。産後の身体の機能・

体型が戻らない等の悩み等。 

 

●精神的な緊張や不安感 

２４/７の育児に対応し、いつも気を張りながら子

供を気にかける生活。自分の時間が全くなく子供

に合わせた生活。周囲から育児協力を得られない

又は自分で全て行おうとうする。（海外生活で

は）日本から離れ異なる環境・言語環境での育児

等。 

 

●社会的不安感 

特に周りから評価され仕事をしていた母親は、社

会的に評価・賞賛を受ける機会を喪失。自らの収

入がない。大人と会話をする時間の減少等。 

 

また、これらが原因となり肩こり・腰痛・姿勢の

悪化、また尿漏れ・イライラ・ネガティブ思考・

自信喪失などを経験することもあります。もちろ

ん個人差があり全ての母親がこれを経験する訳で

はありませんが、上記の様にホルモンが母親の身

体に与える影響（本人の攻撃性を高める等）は自

分ではコントロールできない事なのでとても厄介

です。私自身、明らかにこれらのホルモンの影響
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を強く受けており、一番辛かったのは幸せであっ

た夫との関係が産後に大きく変化したことでし

た。 

 

では、どうしたらこの様な多くの変化を経験しな

がら新しい生活に適応しようとする産後女性を救

えるのか？『産後クライシス』に向かうことを防

げるのか？ 

 

まず、産後女性も自身に起こる上記の様な変化を

知ることが必要です。その上で、パートナーの理

解・協力が不可欠となりますが、父親である男性

は女性以上に、上記のような内容を知らない・知

る機会がないのが事実です。さらに、男性が一生

のうちに同じ様な心身の変化をしかも一度に経験

する機会があるとは考え難いのです。男女間の脳

の違いも育児対応に違いを生じさせると報告され

ています。女性は、このように産後の知識がな

い・実体験がない・脳が異なる反応をする相手と

共に育児をしているという事実を認識することも

必要になります。男性は、女性が置かれている状

況を理解する、育児や家事に積極的に介入する、

「いつもありがとう」など声を掛ける。夫からの

こうした行動や一言があることで精神的にも身体

的にも不安定な状態にある産後女性は救われま

す。私自身『産後クライシス』の一番辛かった時

期を終えましたが、どんな時も自分の気持ちをき

ちんと言葉で伝え、相手の話もきちんと聞く事、

夫婦としてよくコミュニケーションを取る事がや

はり一番の鍵となるのだと今では思います。 

 

産後は夫婦にとって新しい関係を築くために、時

にチャレンジとなる時期であると同時に、夫婦の

家族としての絆を深めるチャンスでもあります。

この時期を夫婦としてどう過ごすかによって、５

年後、１０年後の夫婦関係が変わるとも言われて

います。つまり、産後は夫婦にとって試練にもな

りうるけれど、この時期に夫婦間で会話を多く持

ち、前向きなコミュニケーションを取り合うこと

で、そこからの育児やその後、子供が育っていく

過程で起こる子育て上の様々な問題に同じ意識レ

ベルで取り組んでいける、という夫婦関係を築く

事ができるのかもしれません。 

 

今後、虹の会を通して日本の産後ケアを紹介・体

験頂けるワークショップ等を開催し、パースに住

む産後女性が心身ともに健康で毎日元気に子育て

できるようサポートできる日が来ることを楽しみ

にしております。産後ケアについての情報・その

他詳細については虹の会宛にお問い合わせ下さ

い。 
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最後に、『産後クライシス』を経験している方がい

れば、これはあなただけに起こっていることではな

いことを知り、これを機に産後の心と身体について

の理解が深まり、少しでも気持ちが楽になって頂け

ていたら嬉しく思います。また、一人で抱え込まず

にパートナー・信頼できる友人・GPなど誰かに気持

ちを話してみて下さい。虹の会では経験豊富なメン

バーが窓口になり日本語で対応いたします。 

 

追記：産後女性の心身の負担を軽減する為に利用で

きるサービスの一例 

 

○各種カウンセリング（トラウマ・夫婦関係・産後

うつ等）を希望する場合は、先ずＧＰに相談をしま

す。 

 

○食材デリバリーサービス 

Woolworths: https://www.woolworths.com.au/

shop/discover/shopping-online/delivery 

Coles: https://shop.coles.com.au/a/a-

national/everything/browse 

○ミールサービス 

https://www.homechef.com.au/ 

https://whly.com.au/ 

 

○ファミリーディケア・ディケア 

 https://www.mychild.gov.au/ 

 

○日本人プレイグループ 

 http://nijinokai.com.au/katsudo/playgrou/

pg3/ 

 

○日本人ベビーシッター 

 https://www.yuandmiepartners.com/ 

 http://kokoronospa.com/babysitter.html 

 

○Women’s Health and Family Service 

 https://whfs.org.au/ 

友人が働く政府機関です。私自身産後エクサ

サイズクラスに時々ボランティアで入ってお

ります。 

新年親睦ピクニック 

去る１月２０日に行われた虹の会の親睦会ピクニッ

クに、家族で初めて参加させて頂きました。普段お

会いすることのない会員の皆様に会えた良い機会で

した。持ち寄ったお料理は、豪華な夕食となり、何

十年振りかの玉入れや綱引き等大人も楽しむことが

出来ました。一番楽しんだ息子にとっては、初めて

の日本の運動会種目。大きいお兄ちゃん、お姉ちゃ

ん達に混じり大張り切りでした。パースで貴重な日

本行事の経験も出来、子供も飽きることなく有意義

なひと時となりました。企画をして頂いた皆様、お

疲れ様でした。来年もあれば、是非また家族で参加

したいと思っています。  

（虹の会会員：ビートン友希） 

https://www.woolworths.com.au/shop/discover/shopping-online/delivery
https://www.woolworths.com.au/shop/discover/shopping-online/delivery
https://shop.coles.com.au/a/a-national/everything/browse
https://shop.coles.com.au/a/a-national/everything/browse
https://www.homechef.com.au/
https://whly.com.au/
https://www.mychild.gov.au/
http://nijinokai.com.au/katsudo/playgrou/pg3/
http://nijinokai.com.au/katsudo/playgrou/pg3/
https://www.yuandmiepartners.com/
http://kokoronospa.com/babysitter.html
https://whfs.org.au/
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B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  

 

   

H.I.S. AUSTRALIA  PTY LTD  A.B.N. ABN 81 011 037 577 

PERTH OFFICE  : 2/26 St George’s Terrace, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194    Lic. No. : 9TA1497  

  メンバーズコーナー 

高野優子 

 

約4年前に虹の会に入会しました。就学前の子供がいるため家でも出来る仕事を

と、昨年から会計係を勤めております。出来る事をすればよいから、と温かい目

で見守って下さるお陰で自分のペースで活動に参加できるのが有難いです。 

今後もどうぞよろしくお願いします。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

２月というのに、今年は大変過ごしやすい夏ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

虹の会は１月20日に恒例の新年親睦ピクニックを行い、多くの会員の方やご家族、友人が参加しました。

今年はユースチームが小運動会を企画し、玉入れ、パン食い競争、綱引きと大人も子供も大変盛り上がり

ました。又、みんなで持ち寄った豪華なお食事を味わい、最後はスイカ割りをして盛りだくさんの親睦の

日でした。 

来年も多くの皆様に参加していただけたらと思っています。 

 

今後の行事として、３月10日に日本祭り出店、５月６日にサンデーマーケットを予定しています。 

又、３月から日本人プレイグループを訪問する予定です。 

ボランティアに興味のある方は、事務局、又は担当者までご連絡ください。 
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メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9218-8973  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 

日曜礼拝 
日曜日：１３時から 

 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時まで 
 

無料英会話教室 
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで 

金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分 

金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで 

土曜日：１４時から１６時３０分まで 

（授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

プレイグループ 
水曜日：１０時から１２時まで 

 

 

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）  

住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

Facebook: West Leederville Presbyterian Church 
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編集だより 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 

真冬の日本から一ヶ月ぶりに帰ってきて、パソコンに向かうのは苦痛を伴

う。蒸し暑い！なんだ、これじゃ、日本の夏と変わらない。あの、空っと

したパースの夏はどうしたの？地球の温暖化の促進？ はたまた、１０年

前のパースは私の描いた幻？ぼやいたって仕方ない。虹の会の理事はもと

より、ニュースレターの記事を執筆される方々のemailのやりとりが、山

のよう。皆さん、ホリデー返上で蒸し暑い中、お疲れ様。 

                       （編集委員：美佐子） 


