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～ママになるには心と
お財布の準備が大切！～

プレママ奮闘記！（第１回）

　「すみません。当院では里帰り出産の検診は受け
付けをしておりません」
　結婚後、東京へ住まいを移し１年半。ママになっ
たかもしれないという不安と喜びが交錯するなか、
初めて産婦人科を訪れたときのことでした。産科医
不足の話はメディアなどを通じ耳にはしていたもの
の、まさか自分自身が直面するとは夢にも思いませ
んでした。
　東京が地元でない私にはどこの産院を選択すれば
いいのかわからず途方にくれるなか、ようやく検診
してもらえる病院に巡り合えた安堵感は今でも覚え
ています。妊娠３ヵ月と診断された次は、里帰り出
産ができる病院探しが待っています。姉たち二人が
お世話になった市立総合病院にまずアクセスしたと
ころ、総合受付の時点で門前払いでした。これは産
科医が足りないため、新規の分娩予約は受け付けを
しないというのが理由でした。またホームページに
は、「ハイリスクの妊婦はお断りします」というよ
うな文面が冷たさを放ち、何かあったときはどこへ
搬送されるのかという不安にもかられたのでした。
　「無事出産できる場所があるのかしら？」と、お産
難民という言葉が頭をよぎるなか、２軒目の評判のい
い個人の産院ではすでに満員と断られ、何とか３軒目
でようやく出産場所を確保。少子化対策といいなが
ら、出産できる場所すら満足に用意できていない世
の中にいいようのない不安と疑問がわいてきました。
　妊娠がわかり、すべてにおいて初めての経験であ
る私は、出産・産後の準備と今後必要になる費用の
計算へと準備を進めました。費用は、ママ用品（マ
タニティーウェアなど）、赤ちゃん用品（ベビー服、
ベビーカーなど）、検診費、教育費と大きく４つに

わけました。準備が万全でなくても、ママになるた
めに身体は少しずつ、そして確実に変化を遂げてい
きます。時折心の準備が身体の準備に追いつかず戸
惑いを覚えてしまうこともありましたが、人間の身
体の神秘にただただ驚きの連続でした。
　そしてまだ見ぬわが子の存在を最初に実感したの
が、産院で妊婦検診を受けたときのことです。小さ
な生命の姿を、この目でエコーを通じて確認したと
きは自然と涙がこぼれてきました。胎児が成長を遂
げるにつれ母になる自覚が少しずつ芽生え始め、若
葉マークのママも一歩一歩、歩み出します。今まで
自分第一優先の人生でしたが、自分よりも大切なも
のが誕生したのです。
　この妊婦検診は、無事出産できるようにママや赤
ちゃんの健康状態をチェックし、早期発見、早期治
療をするために欠かせない大切なもの。しかし保険
適応外のため、全額自己負担となります。トータル14
回程度の検診を受けるこの費用は、１回の検診費が
3000円から7000円までと、病院によってばらつきがあ
ります。また、検査内容によっては１万円を超すとこ
ろもありますが、大体平均は5000円弱くらい。少子化
対策と子育て支援の一環としてこの費用の負担を少
しでも軽くしようと、厚生労働省が妊婦検診費用を
少なくとも５回分は補助し、残り９回分は平成22年度
までの間に国庫負担（２分の１）と地方財政（２分の
１）で支援するという方針を打ち出しました。私の住
む区（住民票がある）では、すでに14回分妊婦健康
診査の公費負担をしてくれるというお財布にやさしい
町でした。同じように住民税を払っていても子育て支
援に力をいれている自治体なのかどうか、目に見えな
い隠れ財産のチェックも必要だといえそうです。
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～出産時育児一時金～

プレママ奮闘記！（第２回）

　「どっこいしょ」という言葉が口癖になってきて
いる今日このごろ。妊娠から数えて40週目である私
の出産予定日は、２月14日。そう、バレンタインデー
です。10カ月あたりから、さらにヒートアップして
いくおなかの子は男の子のせいか、前に前にせり出
し足元が見えにくくなってきました。メタボリック
症候群になったらこんな感じなのかな～？と思いな
がら、わが子と一体でいられるあとわずかなこのと
きを楽しんでいます。命がけでこの世に新しい生命
をつないでいく出産。母親であれば誰もが経験して
きた道です。私にとっては未知の世界なだけに、無
事出産することができるのかという不安と、わが子
をこの手で抱ける喜びが交錯するなかで、その日を
待ち望んでいます。
　お医者さんにも予測不可能な出産時期を決めるの
は、実はおなかの中の赤ちゃんです。そろそろ羊水
の中での生活が窮屈に感じたときに陣痛のサインを
母親に送ってきます。まさに母親と赤ちゃんの初め
ての共同作業が始まる瞬間です。この出産に関する
不安が少しでも和らぐためにと、うれしい制度が今
年の１月からスタートを切りました。その名も産科
医療補償制度。産科医不足の追い風になっている分
娩事故訴訟の回避や、産科医療の質の向上を図るた
めに作られた制度です。この制度は、分娩に関連し
て重度の脳性まひが発生した場合に、その家族に経
済的補償をします。補償対象は出生体重が2000ｇ以
上かつ33週以上（28週以上の子に関しては個別対応）
の子で、身体障害者等級１・２級相当の重症者になっ
た場合、準備一時金として600万円、補償分割金と
して2400万円の総額3000万円が支払われます。
　しかし気をつけなくてはならないのは、出産する
分娩機関がこの制度に加入していない場合は補償対

象外になるということ。残念ながら、分娩機関の加
入率は100％にいたっていません。また、この補償
制度への掛け金３万円は分娩機関が負担します。一
瞬うれしい気がしますが、実はこの３万円はそのま
ま分娩費に上乗せされるため、最終負担は妊産婦が
することになるのです。そのため負担増となる３万
円分を上乗せした出産育児一時金が、同じく今年の
１月の出産より35万円から38万円へと引き上げられ
ました。この出産育児一時金とは、公的な医療保険
制度からの現金給付であり、出産時にかかる費用を
後払いしてくれるものです。
　この出産時にかかる費用、実は分娩機関によって
幅があります。安いところは30万円以下、高いとこ
ろは50万円も要します。どんな出産スタイルを望む
のかその人の価値観が費用に投影されるところで
しょう。この出産育児一時金は時限措置ではありま
すが、2009年10月から2011年３月までの間の出産に
関して42万円へとさらに増額される予定です。出産
は保険適応外なだけに、まとまった金額を準備して
おかなければなりません。若い夫婦には費用の面で
妊娠を躊

ちゅう

躇
ちょ

するケースも出てくるでしょう。そこ
で上手に活用したいのが平成18年10月より始まった
受取代理制度です。通常、父親か母親が分娩費を病
院側に支払った後で、保険者から出産育児一時金を
もらいます。しかし、受取代理を事前に申請するこ
とで、医療機関などが直接保険者から出産育児一時
金を受け取るため両親は分娩費の立て替えをしなく
てもすみます。
　子どもは未来の日本の担い手です。親になるとい
う不安は精神的な面も含めいろいろありますが、少
なくとも金銭的な理由であきらめることがないように
少子化対策のさらなる後押しを期待したいものです。
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～子ども誕生後、
忘れちゃいけない手続き編～

新米ママ奮闘記

　「その笑顔がでているようだったらまだまだだ
ね～。痛みは７合目というところかな。初産だし、
出産は夕方くらいになると思うよ」
　陣痛室での先生の言葉に、分娩までの痛みとは
いったいどれほどのものなのか、正直気が遠くなり
ました。ちょうどお昼どきだったため、ランチが運
ばれてきたもののおかずは口にできず、スープをこ
ぼしながら飲みきるのが精いっぱい。
　今までの陣痛の痛みは呼吸法で逃すことができた
のに、今回の痛みは尋常ではありません。それもそ
のはず、再度子宮口を確認してもらったところ10㎝
の大全開でした。すぐさま分娩室へ移動し、３回り
きんでスルリと生まれたのが、わが息子「葵伊」で
す。平成21年２月20日午後１時23分。身長48cm、
体重3066gの元気な男の子でした。
　今まで胎動で感じていたわが子の姿を目の前にし
て、人間の神秘さに感動したことを覚えています。
女性として生まれてきてよかったと、しみじみ感じ
たときでした。「出産は、お母さんが苦しいときは
赤ちゃんも苦しいの。なるべく痛みを呼吸法で逃し
て赤ちゃんへの酸素が不足しないようにしてね。苦
しみの先にはわが子に会えるという最大の喜びが
待っているよ」
　そんな先輩ママの励ましメッセージを胸に挑んだ
初出産は、自分だけのためだったら到底耐えられな
い痛みでも、わが子のためには不思議とパワーが出
てきました。一人で大きくなった気がしていた自分
自身も、こうして親から誕生させてもらったのかと
改めて両親に感謝したものです。
　運よく安産であり、気になっていた母乳の出も順
調ということで、退院後新米ママはお気楽気分で葵
伊と２人３脚の奮闘を始めました。病院では授乳時
間が決まっていたため、葵伊の腹時計とは無頓着で
授乳していましたが、退院後はそうはいきません。

いよいよ万年睡眠不足、１～３時間おきの授乳の開
始です。オムツ替えも初めのうちは「そんなやり方
では葵伊君の足が脱臼しちゃうわよ！」 と、怒られ
たほど心もとない新米ママもおしっこをかけられた
りうんちを噴射されたりと、失敗を繰り返すうちに
徐々に手早くできるようになってきました。
　初めのうちはちょっとした異変にすぐにオロオロ
していたのが、少しずつ抱っこする手つきが自然に
なるように、日を追うごとに葵伊との生活のリズム
をつかめるようになってきました。単身で頑張って
いる新米パパの最初の仕事は、生後14日以内に提出
しなければならいない出生届の提出です。住民票で
息子の名前をこの目で確認したときは、改めて家族
が３人になったのだと実感がわいたものでした。
　続いては児童手当金の申請です。これは３歳未満
の子どもには月額１万円、３歳以上12歳の３月31日
までの１番目・２番目の子どもには月額５千円、３
番目以降の子どもには12歳の３月31日まで月額１万
円が支払われます（所得制限あり）。この児童手当
金は基本的に請求月の翌月分からが支給対象となり
ます。うっかり親が申請し忘れると、さかのぼって
支給されることはないので請求もれのないように気
をつけなくてはなりません。また、医療費のうち保
険診療の自己負担額を助成してくれる子ども医療費
助成制度の申請も忘れてはいけない存在です。ちな
みに小学校に上がる前（義務教育就学前）までは自
己負担額は２割、それ以降は３割負担ですが、この
自己負担額部分が助成されるわけです。これは住民
票のある自治体によって助成してくれる期間が異な
りますので要注意。ちなみに私の住む街では中学校
３年生まで助成してくれるので、新米パパ・ママに
は心強く感じられます。
　次回はいよいよ実家から本拠地へ戻り、本格的な
新米ママの奮闘記をお伝えします。
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子育ては長期投資？

新米ママ奮闘記

　「ミルクが出ない！」
　悲痛な叫び声をあげたのは、出産後の１カ月健診
を終え、いよいよ実家から本拠地のわが家へ戻って
きての早々の出来事です。実はこれで４回目。葵伊
専用のおっぱいは板のようにカチカチに堅くなり、
熱を帯びた状態で赤くはれ上がってしまいました。
　いつもどおりミルクは製造され続けているのに、
乳腺がつまっているため、おっぱいに貯めつづけら
れている一方なのです。発熱はしなかったものの、
まさに乳腺炎一歩手前の状態。おっぱいを温めたり、
マッサージをしたりと、半分ノイローゼになりかけ
ました。
　しかし、いつも最後の救世主として登場してくれ
るのは、わが息子葵伊です。何度も出ないおっぱい
を吸ってもらい、つまりを開通させてもらうとウソ
のように痛みは消え、いつもどおりのおっぱいに戻
ります。
　初めのうちは、人生初の巨乳生活に鏡の前で一人
でにやけていましたが、葵伊の需要以上にミルクを
供給できるこの状態に、妊娠前の小ぶりな胸を懐か
しく感じてしまうものです。
　自分自身に起こる初めての身体の変化が、葵伊の
成長とともに段階をおって次から次へと訪れるた
め、日々とまどいの連続です。
　しかし、わが息子の頼りなかった腕や足も丸みを
帯び、日々たくましく成長を遂げていくさまはうれ
しいものです。主人のふくよかな体も、葵伊の抱っ
こで少しずつ鍛えられていくことを密かに願ってい
るのですが……。
　葵伊と３人で始まった生活は、もちろんすべて葵
伊が中心でまわります。彼の生活リズムには残念な
がらまだ法則性は見いだせません。朝・昼・晩の区
別ができず、起きている時間帯と眠っている時間帯
もばらばら。日々、先が読めないため、先手先手で

行動を起こさないと、自分の時間どころか家事もで
きずに終わってしまいます。ですから、体験学習を
しながら、時間の使い方の大切さを息子に教えても
らっています。
　また、母乳のわが息子はまだまだ飲み方にムラが
あるため、１～３時間おきにおっぱいの登場になり
ます。特に葵伊は体力があるようで、昼夜問わず比
較的起きている時間が長いようです。せめて３時間
ぐらいまとめて寝てくれると、ママの体にはずいぶ
んと楽なのにね、と心のなかでつぶやきながら、い
つか朝まで眠れる日が私にも訪れるだろうと自分を
励まし奮い立たせています。
　どんなに暗く長いトンネルも出口はきっとあるの
だと、彼は私に教えてくれているのでしょう。気が
付けば、葵伊から人生勉強をさせてもらっている毎
日です。日に日に表情が豊かになり、昨日できなかっ
たことが今日はなんなくやってしまう彼の変化に目
を細めながら、パパとママも彼の成長においてけぼ
りを食わないように必死でついていっています。
　つくづく思うことは、子育てとは長期のスパンで
行う、見返りを求めない投資だということ。結果は
一朝一夕では得られません。彼がどんな人生を送る
のか、そしてどんな人間となり、社会とかかわって
いくのかこれからとても楽しみです。
　また私自身も、親としてどう成長させてもらえる
のか、何十年後の私に出会える日を心待ちにしてい
ます。
　今は、葵伊におっぱいをあげて、おしっことうん
ちを取って、お風呂に入れて、一緒に遊んで、合間
に家事を行って、という単調な日々の繰り返しです
が、彼との一瞬一瞬を大切にしながら、この何げな
い毎日の積み重ねがこの後どんな結果へとつながる
のか、少し目線を遠くにもちながら奮闘していきた
いと思います。
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