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第 6章

産後うつ

※出典：国立成育医療研究センター
「人口動態統計（死亡・出生・死産）から見る妊娠中・産後の死亡の現状」(2018 年 9 月発表）

2015~2016 年の 2 年間で、産後 1 年以内である女性の 92 人が自殺。

そこに “ 産後うつ ” も大きな影響を及ぼしている 　　。

2018 年、こんな衝撃的な研究結果（※）が発表されました。産後女性をそこ

まで苦しませるものは何か。予防の啓発の意味も込めて、調べてみました。

「医療機関で産後うつと診断された」は少数

だが、「産後うつだったと思う」「一歩手前だっ

たと思う」を合わせると、約半数を占める。

2 人に1人が、
“産後うつ寸前 ”〜 “産後うつ”を自覚！

産後女性は
誰もがなりうる

※以降の回答は、上記で「産後うつと診断された」「産後うつだったと思う」

　「一歩手前だったと思う」と回答した方を対象に行っています。

それは何回目の産後でしたか？ どのくらいその状態が続きましたか？

（n=613） 

複数回答  (n=266)

産後 2 週間から1 年程度までの期間に「産後うつ」になりましたか？

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
https://www.ncchd.go.jp/press/2018/maternal-deaths.html
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日常生活にどのような支障が
ありましたか？

…62％
パートナーとの
関わりについて

…50％子どもとの
関わりについて

…48％自分の食事や
睡眠時間など

※ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析を
参考にして、出現頻度が高い言葉を大きく表しています

自由回答に寄せられたダメージやトラブルをめぐる言葉

複数回答（n=266） 

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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自宅 2 階の 窓 から飛

び降りたくなることが

何度もある。

子どもと死ぬことを

考えた。

自分を責めて自分の頬

を叩く。髪の毛を抜い

てしまう。

常に不安で眠れず時々

パニックに。

子どものことで落ち込み、

母乳も出なくなり、母乳

で育てられないことにも

落ち込んだ。

乳腺炎になり、授乳がつ

らかった。日々の睡眠不

足と家事へのプレッシャ

ーで喋るのも億劫になり、

涙が止まらなくなった。

とにかくひとりで過ごす

夜が怖い…孤独。

赤ちゃんが泣くのが怖く

てずっと緊 張していた。

笑った記憶がない。

1日3時間しか寝られない

日が3ヶ月続き、夫と交代

で見ていたが、フルタイム

勤務の夫は体力の限界が

きて 40℃の熱が出た。

共倒れしそうだった。

年子を家庭保育。子ども

たちの要求に応えきれず、

うるさい、しんどいと感

じてつらくなり、手をあ

げたり怒鳴ったりした。

夜寝ない子どもにイライ

ラして「もうおっぱいをあ

げたくない」と泣いたり、

赤ちゃんを触っていたず

らする上の子に対して、

「触らないでよ！」と大声

で言い、突き飛ばした。

子どもの泣き声が常に空

耳で聞こえる。

ちょっとしたことで毎日

泣いていたので家事も育

児も進まず、子どもが泣

いていてもすぐに動けな

かった。すべてが不安で

自分が嫌になり、人に会

うのもストレスだった。

子どもを授かったのは

失敗だった、施設に預

けたい…。

日中話し相 手がいなく

て、社会からスパッと隔

離されたようなギャップ

についていけなかった。

夜泣きも激しい子で寝不

足が続き、夜になるにつ

れて毎日イライラしてい

た。どうして良いかもわ

からず、気づいたらよく

泣いていた。

死を考えた

自傷行為に及んだ

不眠と不安感

母乳育児による
しんどさ

孤独

赤ちゃんが怖い

日常生活が送れない

上の子に当たる
幻聴

涙が出る

子どもがかわいく
思えない

※自由回答より

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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コロナで里帰りせず、夫

が育休を 1ヶ月取得した

が、夫は 基 本 “ 育休中

の妻が家事も育児もして

当たり前 ” という態 度。

出産 4 日目の私に対し、

上の子と過ごしていた夫

から「自分の方がしんど

い。お前は甘えている」と

言われた。体は物凄く疲れ

ているのに頑張っていると

誰にも思ってもらえていな

い、報われていない気がし

て精神的に不安定になり、

子どもを叱る際に感情を抑

えられず怒鳴ってしまった。

夫に「1 日何をしていた

の？」と聞かれてスマホ

を投げつけた。
精神状態がジェットコー

スターのようで、普段は

傷つかないような夫の言

葉で傷ついて泣いたり、

口論になった。

パートナーとの衝突

「産後うつにならなかった人」「産後うつ寸前／産後うつになっ

た人」のアンケート回答の比較から、“パートナーの出勤形態

に関わらず、パートナーとの関係性や会話に対する満足度が

高ければ産後うつにはなりにくい ”、また “ 睡眠が足りないと産

後うつになりやすい ”という結果を読み取ることができました。

□ □

□

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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回復のきっかけをめぐる言葉

回復のきっかけは
どのようなことでしたか？

〇パートナーの理解と家事

　育児への参画

〇パートナー以外（実母など）

　の理解と家事育児への参画

〇外部との交流　　　　

〇話を聞いてもらう

〇外部支援の利用　　　

〇専門機関の利用

自由回答に多かった意見

※ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析を
参考にして、出現頻度が高い言葉を大きく表しています

複数回答（n=265） 

体が回復して
きたこと …63％

…58％
環境に慣れて
きたこと

…47％
周囲とのコミュ
ニケーション

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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義 母 や両 親に頼ること

で、自分だけで子育てし

なくてもいいと思えるよう

になった。

整形外科を受診して、リ

ハビリに通ったり、産後

スイミングで体力回復に

努めたり、積極的に体の

不調に向き合った。

子どもが成長し、生活の

リズムが安定してきた。

しんどいこと、子どもに手

をあげそうになることを

夫に相談し、子どもを連れ

出してもらった。子ども 2

人と自分だけだとイライラ

が止まらなくなるので児

童館で過ごすようにした。
仕事を始めたことがきっ

かけ。保育園に子どもも

預けられて、自分の時間

も持てるようになり、金銭

的にも自分でお金を稼げ

ているという自信がつき、

気持ちがラクになった。

自分のつらい状況をパー

トナー、病院、保 健セン

ター等に相談。家事支援

の方に来てもらったりし

た。自分のこり固まった考

え（こうすべき、こうしない

といけない）を徐々に手

放すことでラクになれた。

一時預かりで自分の時間

を確保し、やりたかった

資格の勉強ができたこと

で冷静になれた。

ひとりで抱え込まない体の不調と向き合う

自然と…

パートナーの理解

復職

専門機関の利用

自分の時間を持つ

※自由回答より

回復のきっかけ

□ □ □

□

□□

□

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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Point大人と話をする
　　産後女性向けコミュニティへの参加

誰と話した？ どこで？
パートナー　実父母

義父母　助産師　保健師

産後ドゥーラ　保育士　

臨床心理士　カウンセラー

小児科の看護師　心療内科医

出産後にできた友人　

マドレボニータ　産後ヨガ

自治体の子育て支援センター

児童館　医療機関　助産院

保育園の交流イベント

オンライン交流イベント

※自由回答より

いくつかのコミュニティ
に足を運び、ママ友と
つながれたことで共感
し合う相手ができた。

通っていた 助 産 院
で、我が子の成長を
夫 婦以 外 の人が 喜
んでくれたことが嬉
しかった。

ひとりの時間が好きなので、産後

に人との関わりが少ないことに不

満はないはずだった。それなのに

いざ人と話してみると、どんな些

細な会話でもとても明るい気持ち

になれたり、私だけじゃないと、

気持ちが晴れやかになった。

気分も沈みがちで外に出るのも億

劫だった。マドレボニータの産後ケ

ア教室は良いプログラムだと知っ

ていたので無理矢理予約した。教

室では体を動かしたり、対話のワー

クで気持ちが晴れて参加して本当

に良かったと思った。

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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Point母乳育児をひとりで抱え込まない

誰もがなりうる産後うつ
でも、医療や周囲の適切なケアとサポート、赤ちゃんの成長、
そして時間の経過とともに回復することもわかっています。

妊娠中から、赤ちゃんグッズの準備だけでなく、
産後に赤ちゃん連れでも参加できる

コミュニティ（対面／オンライン）の情報収集や、
母乳育児のサポート先を見つけておくことも、産後うつ予防につながります。

何より大事なのは、赤ちゃんと同じぐらい
自分の心身の健康にも目を向けること。

そして “完璧” を目指さないことや、疲れていたり、
ケアが必要と思ったら、適切なサポートを素直に受けることです。

赤ちゃんはもちろん、妊娠中・産後のあなたも
パートナーや周囲にとって、大切な存在です。

※自由回答より

退院直後から助産院に通い、母乳

マッサージを受けた。新生児期の

体重の増えが心配で落ち込んでい

た時に、授乳の仕方をサポートし

てもらえたことは助かった。

授乳がうまくいかなかったことがきっ

かけだったので、助産院の助けを借

りた。授乳が軌道にのったことで落

ち着いていった。

授乳の度に乳首が痛くて
つらかったが、無理せず
ミルクもあげるようにな
り、少しずつ気持ちが落
ち着いていった。

母乳育児をやめたこと。

https://www.madrebonita.com/sangohakusyo4
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