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出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会
～ グリーフケアの立場から ～

1. 当団体の紹介
理念、特徴、私たちが取組むグリーフケア啓発活動

2． 当事者アンケートから見えてくる

当事者ニーズおよび期待する支援体制

～自治体にご協力いただきたいこと～

3． 赤ちゃんとお別れした当事者への支援の実際
ピアサポート活動
地域における支援の課題



1． 当団体の紹介



周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
～ 当事者と医療者が協働する団体 ～

共同代表（医療者）： 遠藤 佑子 えんどう ゆうこ

助産師 ： 現職は兵庫県立大学看護学部母性看護学教員

臨床で周産期グリーフケアの在り方に疑問を抱き、大学院博士課程へ進学、グリーフケアについて学び続ける。

現場では見えなかった退院後の状況について、当事者から学ぶため自助会ボランティアスタッフとして活動。

京都グリーフケア協会認定アドバンスト・グリーフサポーター、上智大学グリーフケア研究所認定臨床傾聴士

共同代表（当事者、自助会運営者）： 大竹 麻美 おおたけ まみ

当事者 ：流産・死産の経験からグリーフケアを学び、日本グリーフケア協会認定グリーフケア・アドバイザー1級

本業の傍らで、ピアサポート活動に奮闘中。自助グループ運営（関西天使ママサロン代表）。

保育心理士、保育士：東大阪の親子サロンにて、生も死も切り捨てない真の「切れ目のない子育て支援」実践。

メンバー（当事者、医療者 ）： 菅原 美帆 すがわら みほ

当事者 ：初期流産、38週での死産経験者。当事者に必要な情報提供が乏しい状況を変えるため、情報サイト

「周産期グリーフケア情報ステーション」を運営

https://perinatal-loss-care-1213.amebaownd.com/

精神科医：札幌市で2020年〜周産期グリーフケア外来開始（北25条メンタルクリニックあいさに）

https://perinatal-loss-care-1213.amebaownd.com/


【理念と特徴】

１． 流産・死産・新生児死等で赤ちゃんを亡くしたご家族の

深い悲しみの現状と支援の必要性を伝えるため活動する任意団体。

2．支援の普及のためには、「当事者と支援者の連携・協働」が必要と考え、

私たちが橋渡し役となれるよう活動に取り組む。

※2021年度は、JR西日本あんしん社会財団活動助成を受け、活動しています。

周産期グリーフケアはちどりプロジェクト



周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
～ 今、私たちにできること ～

当事者

(自助グループ)

行政

(社会)

医療

(他支援者)

地域で支えるグリーフケア

私たちが取組むグリーフケア啓発活動

確かな連携により支援の抜け落ちをなくす！

①グリーフケア研修会

医療職向けセミナー、 心理職向けセミナー、議員向けセミナー

②ピアサポートお話会開催

➢ 自助グループとの連携によるお話会の開催

➢ 支援者向けグリーフケアカフェ（はちどりカフェ）

③社会に向けたグリーフケア啓発活動

➢ 当事者・支援者が必要とする情報提供（情報サイト運営）

➢ 当事者ニーズの把握（アンケート実施による実態調査）

当事者と支援者が対等に連携→様々な橋渡しが可能



周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
～ アンケート調査 ～

詳細は→

周産期グリーフケアはちどりプロジェクトHP https://hachidoriproject.amebaownd.com/

【対象】妊娠中～生後1歳までに赤ちゃん
とお別れした母親・父親

【回答数】 649 件 （6/14 現在）

途中経過ですが

本アンケート結果よりまとめた
当事者ニーズについて、
自治体に取組んでいただきたいことに焦
点を当ててご紹介します。

※2021年6月27日まで



2． 当事者アンケートから見えてくる
当事者ニーズおよび期待する支援体制



赤ちゃんをなくした家族の声（649件）

「助けてほしい、でも、どこに相談したらよいの？」

私たちの悲しみ、苦しさを理解してほしい

公的な支援制度（体と心のケア）を整えてほしい

当事者アンケートから見えてくる
当事者ニーズおよび期待する支援体制



① 「赤ちゃん（胎児期を含む）、子どもをなくした

家族の相談窓口」を市町村に設置

② 希望者への、保健師等による訪問相談

③ 自助グループなど地域資源の把握、 連携・協力

④ 当事者への情報提供体制の整備

地域で取り組んでほしい支援サービス



「何も考えられなかった」

「助けを求めてもよいことすら知らなかった」

「医療機関や行政から、相談してよいことを

知らせてほしい」

どこに相談すればよいのかわからない

当事者の切実な声

地域で取り組んでほしい支援サービス
【 ① 相談窓口の設置】



希望者へ、自治体保健師の訪問相談を！

• 心だけではなく、産後の体の悩みすらどこにも相談できないケースがある。

• 自ら助けを求めることが難しい、外出困難なケースもある。

• グリーフケアを学んだ保健師等が、希望者に訪問を行い、
継続的な支援につなげる。

• 医療機関で支援制度の案内・希望確認・自治体へ連絡。

赤ちゃんをなくした女性にも、「産後の支援」を！

地域で取り組んでほしい支援サービス
【②希望者への、保健師等による訪問相談】



自助・サポートグループの必要性

•医療機関や行政での自助グループの情報提供を９割が希望

• ３割が、実際に参加

•参加者のほとんどが、「助けになった」と回答

自助・サポートグループと

連携し、情報提供をしてほしい！

地域で取り組んでほしい支援サービス
【③自助グループなど地域資源の把握、 連携・協力】



情報・支援を受けやすくするシステム作りを

① 母子手帳や自治体ウェブサイトに、流産・死産や

赤ちゃんをなくした家族の相談窓口を明記

② 情報リーフレット作成、医療機関や死産/死亡届

窓口で渡す
③ 赤ちゃんをなくした家族向けの支援情報サイト作成

地域で取り組んでほしい支援サービス
【④当事者への情報提供体制の整備】



死別直後の苦しい中、

死産/死亡届を出したのに、

母子保健関連の連絡が来る

→ 深く傷つく、社会に失望する

行政手続きの中で傷つくこと ①



約２割が産後の母子保健の連絡で傷つき

戸籍課と母子保健担当課で情報共有し、

上記をなくすための取り組みを

全国一律でお願いします！

行政手続きの中で傷つくこと ①



妊娠12週前の流産にも対応が必要

•母子健康手帳提出後〜12週前の流産でも、処置

後の母子保健関連の連絡で同様に傷つく

•本人同意確認の上、医療機関から母子保健課に

連絡し、上記を発生させないシステム作りを！

行政手続きの中で傷つくこと ①



窓口職員の対応に傷つく

•死産/死亡届窓口の職員の心ない対応

•次の妊娠時、母子健康手帳交付時

流産・死産の既往歴への心ない対応

行政手続きの中で傷つくこと ②



アンケート調査で集めた声をまとめ、国へ提出し、
行政職員向けの【サポートガイド】を作成予定

【サポート・ガイド完成版】をご希望の自治体担当者様は
周産期グリーフケアはちどりプロジェクトまで直接ご連絡ください。

Mail: hummingbird.drops@gmail.com

アンケート調査 今後の予定

✓ 家族のグリーフをわかりやすく説明
✓ 家族を傷つける言葉、良い支援を行うための工夫など
✓ 家族への情報提供について、参考資料をまとめて提示



3．赤ちゃんとお別れした
家族への支援の実際

当事者の思いを大切に取り扱っていただけますよう
不適切な転用等はご遠慮いただくように
心よりお願い申し上げます。

資料公開のため、自助会活動写真は
削除または一部編集しております。(2021/6/21)



自助会運営（関西天使ママサロン）
ニーズに合わせて、個別・グループにて傾聴。

ワークショップ付カフェなども定期開催している。
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🔍

一般的な親子サロンに加えて、
お別れした子どもと共にある家族を支援
するプログラムを実践する親子サロン。

https://ciao-bambini.jp/wp/

親子サロンとグリーフケア・サロンを併せ持つ施設は全国初の取組み

本当の意味での”切れ目のない支援”の追求



2018年～2020年 関西天使ママサロン利用者数
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大切な子どもの話をして思い出し、仲間とともに涙するのは
大切なグリーフワーク。「忘れることはできない」。悲しめる場所が必要。

Grief Work（グリーフ・ワーク）
悲しみに向き合い、折り合いをつけてその後の人生を歩むために必要で大切な取組み。

1回のお話会で、
流された、たくさんの“涙”。

涙を我慢せずに流せる場所、
悲しみと向き合える時間が大切。



専門職・支援者対象お話会（はちどりカフェ）

自助会との連携により、専門職・支援者カフェでは普段聴くことの
できない当事者の体験談を伺う機会をもうけることも実現。

➢専門職同士が同じ悩みや課題について語り合える

➢職場では吐き出すことができない苦悩を語り合える

➢入院中の関わりでは見えない悲嘆の実際を知る

➢グリーフ・ケアについて改めて考える時間

➢支援を広げていきたい、同じ思いの仲間に出会える

➢いのちの向き合う自身のグリーフワークの場

➢明日からまたがんばる力がもらえる場所



最後に・・・



グリーフ(grief)  =  喪失による悲嘆
大切なものを失った悲しみ。死別とは限らない。
グリーフケア，グリーフサポート ＝ この悲嘆に寄り添うこと

関係性

生きる力

自尊心

健康 つながり 役割 離婚

希望 夢 自信

生きがい死別



周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
～ 自治体にて取り組んでいただきたいこと ～

1. グリーフケア人材養成

（当事者に関わる全ての職員対象）

2. 当事者への情報提供システムの構築

3. 自治体の自助会支援と連携整備



ご清聴ありがとうございました

『自治体向けグリーフケア・カフェ』（お話会）
オンラインで近日、開催予定です。

【お問合せ・ご相談、他】

周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
Mail: hummingbird.drops@gmail.com

2021年7月11日（日） 10:00～12:30
開催決定しました。詳しくはHPをご参照下さい。

mailto:hummingbird.drops@gmail.com


参考資料： 遺族へのリーフレット

1. 大切な人を失うということ〜まわりの人が知っておきたいこと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176709/taisetu.pdf

2． 大切な人を亡くしたとき 長野県・中信地方版
https://7ea73777-b510-4841-b685-
89d8d7b88a48.filesusr.com/ugd/822067_0a2f343bd5d04955b1396fcc26989453.pdf

3． 大切な人を亡くしたとき〜グリーフ（悲嘆）って何だろう？
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/kokoronokenkou/grief.files/Leafret.pdf

4． 流死産で大切な子どもを亡くしたあなたとご家族へ
http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~funin/img/griefcare_pamphlet_3.pdf

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176709/taisetu.pdf
https://7ea73777-b510-4841-b685-89d8d7b88a48.filesusr.com/ugd/822067_0a2f343bd5d04955b1396fcc26989453.pdf
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/kokoronokenkou/grief.files/Leafret.pdf
http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~funin/img/griefcare_pamphlet_3.pdf

