
1 緒言

現代の妊産婦は基礎体力が低下しているうえに運動

習慣が少ないため、子どもを産み育てるための健康づ

くりがますます必要となっている。

また、妊娠・出産は自然の営みの中で女性が経験す

るできごとであるが、一方で、正常経過を逸脱すると

母子双方の健康状態に支障をきたすおそれもある。少

子化、核家族化、出産年齢の高齢化などによる女性の

育児ストレスの増加など、妊産婦だけでなく産後の女

性のメンタルヘルスも危惧されている。そのため、周

産期医療においては「よりよく、より快適に」という

ウエルネス志向にもとづいた予防的指導やケアが重視

されている。

マタニティフィットネスはこうした背景において発

展してきた。なかでも、マタニティビクスは産婦人科

医師と運動指導の専門家によって開発された運動プロ

グラムで、1985年に紹介された。全身性の有酸素運動

で総運動量が大きいにもかかわらず、軽快なリズムに

合わせて楽しく体を動かすことができることが特徴で

ある１）。現在は日本マタニティフィットネス協会の資

格試験に合格したインストラクターによって、全国約

310か所の出産施設やスポーツクラブで指導されてい

る２）。

本学のスポーツ保健医療学科は運動指導者を目指す

学生もいるため、妊産婦の運動指導についても理解し

ておく必要がある。しかし、女子学生であっても妊娠・

出産の経験がなく、若い男子学生が多いゆえに、学生

が妊婦の身体状況をイメージすることが難しい。そこ

で、学生に妊婦になりきってマタニティビクスの模擬

指導を受けてもらい、妊婦運動の目的や運動指導の留

意点を体験学習してもらったので報告する。

2 実践内容

スポーツ保健医療学科３年次春学期の開講科目「運

動器障害予防・処置法実習」において実施した。67名

の学生を２グループに分け、30分間２クールの妊婦体

験およびマタニティビクスの模擬指導を交替で行った。

以下、妊婦体験における身体的特徴の説明とマタニティ

ビクスの模擬指導の内容について述べる。

2.1 妊婦体験ー妊婦の身体的特徴の説明

妊婦体験ジャケットはこれを着用することで、文字

通り「妊婦を体験できる」教材である。重量は約７kg

あり、妊娠９か月の妊婦の腹部の大きさとなっている。

スポーツ保健医療学科と保健看護学科の備品を合計し

ても16着であったため、男子学生の約半数に着用させ

て妊娠後期の妊婦役とし、残りの男子学生はその妊婦

に付き添ってきた夫役、女子学生は妊娠中期の妊婦役

とした。

科目責任者による演習についてのオリエンテーショ

ン後、担当教員がまず妊婦体験ジャケットの正しい着

用方法についてデモンストレーションを行った。次に、

マタニティビクスの模擬指導の前に、まず基本的な指

導上の留意点を理解させる必要がある。そのため、妊

婦体験ジャケットを着用した男子学生の一人にモデル

になってもらい、とくに妊娠後期の妊婦の身体的特徴

について説明した。

本来、妊婦および胎児の安全確保のために、妊婦は

マタニティビクスなどの積極的な運動を開始する前に

医師の診察を受けて母子ともに正常経過であることを

確認し、運動許可を得ることになっている。また、毎

回の運動前に助産師などの専門家によるメディカルチェッ

クを受ける。しかし、本時では時間の都合でこれらに

ついては配付資料で簡潔に説明した。

2.2 マタニティビクスの模擬指導

模擬指導は日本マタニティフィットネス協会認定イ

ンストラクターの資格を持つ担当教員が行った。通常

のマタニティビクスのレッスンは50～60分であるが、

いくら体力に自信がある学生たちとはいえ、急に「妊

婦」になるため妊婦ジャケットを着用しての長時間の

運動は、学生の身体的負担が大きいと考えられた。ま

た、学内実習は時間の制約もあり、模擬指導はウォー

ミングアップ、ローインパクト、乳汁分泌促進、クー

ルダウンからなる15分間で構成した。

指導においては、運動のインストラクションだけで

なく、声かけの一つ一つも実際の現場で妊婦に行って

いるようにした。動きのコンビネーションは、まず足

を覚えてから手の動きを覚えて２つを組み合わせると

いったように、基本的なエアロビクス指導上の留意事
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項を示した。また有酸素運動だけでなく、分娩体位の

コツともいえる姿勢の取り方や産後の乳汁分泌促進の

ためのエクササイズについても指導した。これらを妊

婦になりきって体感することで、運動強度の確認方法

やおなかのはりに対する注意などを意識づけることが

できると考えたためである。

さらに、参加した学生全員が妊婦同様に楽しめるよ

うにユーモアを交え、担当教員らもエクササイズに参

加して、「妊婦」の運動のモチベーションが上がるよ

うに支持的声かけを行った。ただし、学生が運動指導

の専門家になることを前提として、動かしている筋肉

や関節部位の名称などは専門用語で説明した。

3 結果

3.1 妊婦体験ジャケット着用時の学生の反応

妊婦体験ジャケットの着用を促すと、「ええー!?

これ着るの？」と照れる学生、「うわっ、でかい！」

と率直な感想を述べる学生たちで一瞬にしてにぎやか

になった。興味本位で大きなおなかをトントン叩いて

みたりする学生もいた。そのような学生には、「中に

赤ちゃんがいるんだよ。大事にしよう」と注意した。

一方、男子学生であっても、始めから大事そうにおな

かを抱えながら着用する者もいた（図１）。

妊婦は胎児の発育に伴って腹部が増大することによ

り重心が前方に移動するため、自然にそれをかばうた

めに脊柱を後方に反るような姿勢になり、それゆえ腰

背部痛が生じやすい。そのことを説明すると、「ほん

とだ！体が前にいく」「ああ、もう腰が痛い」と多く

の学生がすぐに体感できたようだった。

また、妊婦は大きな腹部によって足元が見えにくく、

バランスも崩しやすいことから転倒リスクも高い。そ

こで、運動前に靴ひもをしっかりと結んであるか、実

施場所に転倒を招くような障害物はないかなど、運動

指導者は妊婦の安全面に十分配慮する必要がある。そ

のことを伝えると、「ほんとだ、危ないなあ」と早速

自身の靴ひもを結び直したり、長いジャージの裾をま

くりあげたりするなど、適切な行動の変容がみられた。

3.2 模擬指導時の学生の反応

授業前は、スポーツが得意で体力もある学生ばかり

だろうから、15分くらいでは汗もかかないだろうと思っ

ていたが、意外にも「きつい」という声が多く聞かれ、

真面目に取り組む姿が見られた。足の動きに手の動き

が加わると、とてもリズムよくとはいかない学生もい

たが、体験学習を楽しんでいたようだった（図２）。

エアロビクス経験のある学生はさすがに素晴らしい動

きで、ムードメーカーとなって場を盛り上げ、質問も

していた。

産後の乳汁分泌促進のために行う乳腺刺激（図３）

では、学生は恥ずかしそうにしながらもインストラク

ターの指示するように乳腺位置を確かめたりしていた。

終了時、「まだまだ動き足りないかな？」と聞くと、

苦笑しながら「いやあ、もういいです」「すごい汗か

きました」といった感想があった。

図１ 妊婦体験ジャケットを着用する学生たち

図２ Ｖステップに手の動きが加わって混乱気味？

図３ クールダウンを兼ねて乳腺刺激のエクササイズ
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3.3 演習記録の感想から

マタニティビクスを体験した感想について、多くの

学生が驚きや新鮮な気づきを記述した。そこで、男子

と女子、妊婦体験ジャケットの着用の有無による違い

に着目して、その一部を原文のまま紹介する。

＜ジャケット着用ありの男子＞

・初めは立っているだけで、それほど重い、とは感じ

なかったが、マタニティビクスをして動いているう

ちに、足首や膝・腰が少しずつ負担がかかってくる

のが分かった。たった数10分もしないうちにあそこ

まで体力を使ったことを考えると、妊婦さんは大変

だろうな、と思う気持ちと、さらに運動しなければ

いけなく、家で寝ているだけではいけないので、想

像がつかないくらい大変だと思う。

・妊婦は大変そうだなと思っていたが、実際に妊婦体

験ジャケットを着用し、マタニティビクスを体験し

てみて想像以上に重さを感じました。何もしていな

いのに勝手に体が後ろに反ってしまいました。日常

生活を過ごすだけでしんどくなってしまい、身体活

動が減ってしまうのでマタニティビクスで楽しく体

を動かすことは気分もリフレッシュでき、妊婦にも

胎児にも健康の維持・増進につながると感じました。

また妊婦だけでなく付きそいの夫も参加することで、

改めて妊婦を気遣うことにもつながると思いました。

・自分は将来妊婦になる事は無いが、自分が結婚し、

奥さんになった女性が妊婦になった時の気持ちが少

しでも理解してあげられると思った。全身の体重は

普段生活していく上で、とても重く、電車・階段・

普段の家での家事など、今あたり前のように出来て

いる事がつらい事だということが理解できた。自分

の母親は、このような体験をして自分を産んでくれ

たのだと思い、感謝しようとも思った。

＜ジャケット着用ありの女子＞

・お腹の重さが腰と肩にきた。腰は前に出てしまいそ

うになり、肩では肩を丸めるような姿勢になってし

まった。これでは腰痛などになるので、背筋が伸び

る姿勢をとってみたが長時間キープは大変だと思っ

た。電車などに優先席があるのはこのような理由の

ためなんだと思った。また、お父さん役の手を借り

たくなるのも分かった。

・先生の言っていた通りお腹が重たいのでどうしても

腰がそってしまう。またマタニティビクスで体を動

かすときは主に下肢への負担が大きく、あの短時間

でお尻・太ももが痛くなった。あとは肩が非常に重

く手を上に上げるときがつらかった。また運動によ

る刺激・圧迫がお腹の中の子どもを苦しませないよ

うにと自分のことだけでなく、お腹に気を使ってエ

クササイズした。

＜ジャケット着用なしの男子＞

・着用しているパートナーを見て、重そう・動きにく

そうという印象を感じた。正直、もっとゆっくり動

くのかと思っていたが、思っていた以上に激しい動

きをしたので、こんなに動いていいのかと感じたが、

説明を聞きながら、動いていると全く動いていない

よりもはるかにいいと思った。今回は足腰が強い男

性が多かったが、本当の女性だったら、体重が８

kgも増えたら、つらいことが理解できた。

＜ジャケット着用なしの女子＞

・そのままでもけっこうきつく感じた。エアロビクス

は他の講義でもやりましたが、妊婦対象となると胎

児に悪影響が出ないように、母親への負担が無いよ

うに内容を考えるべきだと感じた。

・音楽に合わせながら運動を行うことで楽しみながら

実施できると思った。妊婦特有の悩みを改善できる

ような動きを取り入れていくことにより、順調で快

適な妊娠経過が出来ると思った。多くの人数で一緒

に実施することにより、安心感も得られるのではな

いかと思った。心身のリラックスにより、出産への

準備へとつながると思った。

4 考察

本時のねらいには、妊婦運動の目的や運動指導の留

意点を自らの体験をとおして学習するということがあっ

た。授業中の学生の反応と演習記録の内容から、この

目標はほぼ達成されたと考える。当日は２グループ編

成で演習内容によって場所移動もあり、学生としても

忙しいスケジュールであったと思われるが、彼らが本

時の目標を理解し、互いに協力して取り組んだことに

よって、学生も教員も楽しんで授業ができたことによ

る学習効果が大きいと思われる。

妊婦体験およびマタニティビクスの模擬指導を行っ

た教員は保健看護学科の専任教員で、スポーツ保健医

療学科においては初めて指導を行った。保健看護学科

の３年次では、妊婦健康診査や妊婦の生活指導を行う

目的で妊婦体験ジャケットを着用して演習を行う。こ

のときも様々な感想や気づきがあるが、ここで重視さ

れるのは、体験することで妊婦にどのような体の負担

や動作の制限があるか、おなかに胎児がいる、あるい

はもうすぐ分娩を控えた妊婦の気持ちをイメージし、

どう看護につなげていくかである。

スポーツ保健医療学科の学生は、既習の解剖学や運

動機能と関連づけて、筋肉や関節の動きに着目した感
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想や、妊婦が適切なアライメントを維持するにはどう

したらよいか、母子ともに安全に効果的な運動指導を

するにはどのようなことに留意したらよいかなど体験

して学んだり考えたりしたことが述べられていた。ま

た、ジャケットを着用していない学生もマタニティビ

クスそのものの運動負荷に、着用した学生のきつそう

な様子を重ねることによって、妊婦が運動することに

ついて推察していた。類似した演習内容でも、学生の

バックグラウンドや目標が違うと体験して学ぶ内容も

違うのだと実感した。

さらに、男女によって感想や学びの内容に違う傾向

があることも興味深い。例えば、男子学生は妊婦の身

体的負担に体験をとおして気づくことで、日常生活の

大変さや運動指導の注意点にまで思考を発展させてい

るものが多かった。また、男子は将来の妻や通学時に

電車内で見かけたりする妊婦にいたわりの気持ちを示

したり、自らを産み育ててくれた母に対する感謝を示

した者も多かった。

一方、女子学生は自らも将来妊婦になる可能性があ

るためか、自分も妊娠したら運動したい、パートナー

の協力を得たいといった希望や、本当におなかに胎児

がいるような感覚になり気を遣った、妊娠中の体調管

理やリラックス効果がありそうだというように、将来

の自分に置き換えて妊婦をイメージし、より情緒的な

部分での気づきがみられたのが特徴であった。

妊産婦への運動指導は、生まれてくる子どもの健康

の保持増進や、育児を終えた後の更年期、老年期とい

う女性の長いライフサイクルにおける運動意識にもつ

ながる。実際、妊娠期に運動を始めたことを機に運動

を継続する人も多く、強く動機づけされた妊娠期に適

切な、かつ心地よい運動指導を受けることは、大変重

要である。また、本時の学びによって、次世代を産み

育む担い手である若い学生に、運動指導だけでなく自

身のライフサイクルにおいても何らかの良い影響をも

たらすのではないかと期待する。

わずか30分間ずつではあったが、このような体験学

習の成果が得られたことは大変意義があり、学科を越

えた教員間でのコラボレーションの可能性も拡がった。

今後の課題として、今回は時間の都合で妊婦に対する

メディカルチェックや緊急時の対応について詳しく説

明できなかったため、母子の安全性をいかに保証する

か、また、基本的知識として妊婦の心身の変化や特徴

をどの程度理解させたうえで本時に連動させるか、等

があげられる。こうした課題をクリアすることによっ

て、学習効果がさらに増すのではないかと考える。
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