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胎児ホットラインは、胎児をおもうご両親の悩みに
中⽴的な⽴場で寄り添いたいと考えています

1. 胎児ホットライン事業の理念

中⽴的な
第三者機関

⽀援の輪の
拡⼤

医療従事者と
ピアが協⼒し
てサポート

課題の共有、
啓発活動

ピアとは

ピア（peer）とは英語で「仲間、同等の⼈」を意味します。同じ経験を持つ仲間によ
るサポートをピアサポート（peer support）といい、1900年代の前半にアメリカで始
まりました。現在はがん、希少疾患、依存症、精神疾患などの疾病や、産前産後の妊
婦さんなど、様々な分野で広がりつつあります。
困難に直⾯したとき、家族や専⾨家より、同じ⽴場の⼈の⽅が話しやすい悩みがある
かもしれません。ピアサポーターは⾃⾝の経験を共有するだけでなく、当事者の不安
や葛藤を理解し、共感することで、相談者の⾃⼰決定を⽀援します。

わたしたちの理念

おなかの⾚ちゃんについて考える相談者を⽀えるためには、
適切に医療機関や⾏政と連携する必要があります。しかし
同時に、独⽴した第三者機関として相談者に寄り添う存
在でありたいと考えます。

検査結果、想定される予後などから判断を迫られ
ているというご相談も多く、その気持ちが共有で
きるピア、⼗分な医療専⾨知識を持った医療従
事者、双⽅の⽀援が必要と考えます。

サポートは地域によってばらつきがあります。
各⾏政や他団体とのネットワークを確実にし、ま
た研修や講演活動などを通して、⽀援を広げます。

出⽣前検査に関わる葛藤は全ての⼈が経験するものではなく、
そのために余計に当事者を孤⽴させてしまいます。研究事業、広
報活動などを通してその課題を社会全体に共有することで、妊婦さ
んが直⾯している困難や葛藤を共有し、理解ある社会を⽬指します。
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相談員、サポーターともに⽴場はさまざまですが、胎児ホットラインで活動する全員が12
時間以上の内部研修を終了しており、常に「⾮指⽰的（non-directive）」＋「⽀持的
（non-judgemental）」に⽀援にあたります。
相談される⽅の選択の⽅向性をわたしたちが決めることも、ご⾃⾝の価値観に対してわた
したちが良い・悪いの判断をすることもありません。

※1  当法⼈では医療機関の紹介および医療的アドバイスはおこなっていません
※2  必要とされるサポートの種類や、医療的状況によっては、他団体へお繋ぎする場合もあります

相談される⽅の
個別のニーズに合わせて

ピアコーディネーターが連携※2

医療従事者 ピア

胎児ホットラインには、助産師、遺伝カ
ウンセラー、⼼理⼠、⼩児看護専⾨看護
師、遺伝看護専⾨看護師など、妊娠前後
の悩みに関連する医療従事者がいます※1。
出⽣前検査/診断、遺伝カウンセリング、
妊婦健診、胎児治療、新⽣児治療、成⼈
移⾏期⽀援など、医療機関で提供してい
る診療・提供することが難しい⽀援につ
いての知⾒をもち合わせています。

出⽣前検査を受けるか悩んだ⼈、出⽣前
検査の結果に悩んだ⼈、妊婦健診で異常
を指摘された⼈、妊娠を継続しなかった
⼈、障がいのある⼦どもを育てている⼈
など、⾃⾝の経験をもとに必要な⽀援体
制を整えるピアサポーターもいます。
胎児ホットラインで相談された⽅の個別
⽀援や、ゆりかごでの返信、ブックレッ
トの作成などをおこなっています。

胎児ホットライン事業の特徴
医療従事者、ピア、法律家、エンジニア等が、協働して⽀援体制を構築しています。
多様な⽴場でチームを構成することで、経験と知識に基づきながらも、通常の医療福祉制
度の枠組みに囚われない柔軟な⽀援を提供します。
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オンライン相談、ピアサポートのほか、各種研修、研
究活動などの活動を⾏っています

2. 事業紹介

胎児ホットラインのサイト上から予約枠（30分）に
申込をみいただき、オンライン形式で相談員2⼈に
ご相談いただきます。初回の相談は原則として医療
従事者がお話を伺い、ご希望があればピアサポー
ターや他団体への連携をおこないます※2。
相談員は中⽴的な⽴場で、気持ちに寄り添いながら
お話を伺います。「こうするべき」というアドバイ
スはせず、相談者が話していく中でご⾃⾝の考えを
整理し、意思決定することをサポートします。

事業①オンライン相談「胎児ホットライン妊娠葛藤相談窓⼝」

相談者

相談員① 相談員②

相談の様⼦※1

※1 相談者の⽅は、カメラがオフの場合もあります。相談には電話で⼊ることも可能です
※2 時間的制約のある場合など、メールからご予約をいただくこともあります。医療従事者であるピアも在籍

しており、ご希望があれば初回からサポーターが同席します

妊婦さんやご家族は、出⽣前検査を受ける前、診断を聞くまで、そしておなかの⾚ちゃん
に病気があるとわかったときに様々な不安や悩みを抱えます。また、特別な出⽣前検査を
受けない場合でも、普段の妊婦健診で⾚ちゃんの病気が⾒つかり、独りで悩んでしまう妊
婦さんもいらっしゃいます。
胎児ホットラインは、検査実施機関でも当事者団体でもありません。胎児ホットライン妊
娠葛藤相談窓⼝では、相談員の背景や相談後の関係性などを気にせず、安⼼して⾚ちゃん
についてご相談いただけます。

2021年 2022年

相談件数 （件）

（⽉）

10
11

8

16
15

7

11

0

5

10

15

20

4−6⽉ 7-9⽉ 10-12⽉ 1-3⽉ 4−6⽉ 7-9⽉ 10-11⽉

注)  相談終了し、次の妊娠時に再度相談を利⽤した⽅（1名）については2名とカウントしています
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最初に相談を利⽤した時期

相談内容について
• 相談者の多くはすでにウェブ上で多くの知識を得ていたが、より具体的な情報（検査結
果の判断、妊娠継続を中⽌した後のこと、出産後の⽣活のなど）を求める⽅もいた

• 医療機関で何を聞いて良いかわからないなど、かかりつけ医とのコミュニケーションに
つまづいている⽅もいた

• 夫婦だけでは結論が出ず、相談される⽅もいた
• 医療機関の紹介を求める⽅、医療的アドバイスを求める⽅もいた※１

※1  当法⼈では医療機関の紹介および医療的アドバイスは⾏なっていません

12
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3

検査前
異常の指摘なし

検査前
異常の指摘あり

確定検査結果待ち 確定診断あり 出産後
（中絶含む）
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事業②ピアサポート

※1 希少疾患などの場合は、法⼈外の当事者へお繋ぎする場合もあります

想像もしていなかった状況下において、限られた時間で決断をしなければならない時、ま
たご⾃⾝の気持ちをお⼀⼈で抱えることが苦しい時など、「同じような⽴場を経験した⼈
に話を聞いて欲しい」「どんな気持ちでどんな選択をしたのか参考にしたい」と思われる
⽅もいらっしゃいます。
そういった場合に、相談者の気持ちや選択を否定せず、中⽴的な⽴場で対応するよう研修
を受けたピアコーディネーター、ピアサポーターが対応いたします。妊娠の継続を悩まれ
る場合は、その結果のご報告をいただく必要はありません。
現在はコロナ禍における医療機関の制限などもあり、主にオンラインでのサポートをおこ
なっています。対応可能なエリアに限りはあるものの、今後は徐々に対⾯での対応、医療
機関や⾏政への同⾏⽀援なども再開したいと考えています。

妊娠継続を
諦めた時に、

上の⼦に
どう伝えた
らいい？

オンライン相談で伺った相談者の⽅の状況、求めていらっしゃる情報などは、相談員からピアコーディネー
ターへ連携され、ピアコーディネーターがピアサポーターを選定します※1。
個別のピアサポートにおいて、初回はピアコーディネーターが同席し、必要があればフォローをおこないま
す。

実際に育て
ていくとし
たらどんな

感じ？

⾚ちゃんの
お⾒送りは
どうしたら
いいの？

住んでいる
地域の福祉
サービスは
どんなもの
がある？

同じように
悩んだ⼈に話
を聞きたい

ピア
コーディネーター

胎児ホットライン
相談員

（医療従事者）
ピアサポーター

オンライン相談

状況、
ニーズの連携

ピアサポーター
の選定

個別サポート
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事業③ブックレット

「おなかの⾚ちゃんと家族のために
⽉編・星編」

おなかの⾚ちゃんに問題を指摘された妊婦
さんを対象としています。
必要な情報や準備、周りへの伝え⽅などに
ついて、妊娠の継続をされる⽅（⽉編）、
中断を選択される⽅（星編）、双⽅に向け
てのブックレットです。
２編どちらからでも読めるように、２つの
表紙をもつ装本です。読みたい部分だけで
も、両⽅を読んでも、気持ちを落ち着ける
助けになればと願っています。

おなかの⾚ちゃんに病気が⾒つかると「こんなこと想像していなかった」と多くの⽅が思
い、悲しくなります。妊婦さんは短い時間の中で、どんな情報から、何を整理して考えた
らいいのか、とても悩みます。また、そのパートナーや⾚ちゃんの祖⽗⺟になる⽅は、妊
婦さんを⽀えたいと思っても、⾃⾝の抱える葛藤に対処しきれず⾝動きが取れなくなって
しまうこともあるかもしれません。
胎児ホットラインでは、妊婦さんのため、パートナーのため、⾚ちゃんのきょうだいのた
め、祖⽗⺟のため、様々な⽴場で⾚ちゃんとの関わりを考えるブックレットを作成してい
ます。

初版にはREADYFORによるクラウドファンディングやおよび2019年度パルシステム千葉コ
ミュニティ活動助成基⾦、また改訂版には株式会社フェリシモ「CCPチャレンジド応援基
⾦」の⽀援をいただきました※1。
全国の個⼈クリニック1600箇所を含む、多くの医療機関へお送りしています。

「⽣まれる前の⾚ちゃんを知るということ
たね編」

出⽣前検査について、考えていらっしゃる
⽅を対象としています。
医療現場では妊娠初期に選べる検査が増え
ています。胎児ホットラインにも、出⽣前
検査を受けるべきか悩んでいる、というご
相談が届きます。「どんな検査がある
の？」「⾚ちゃんについて知るってどうい
うこと？」について紹介しています。

※1 個⼈利⽤の場合、ブックレットは差し上げております（送料ご負担いただきます）が、お急ぎの場合は
NPO法⼈親⼦の未来を⽀える会のホームページ上からダウンロードいただけます
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「FAB for Fathers. ⼭編」

パートナーのおなかにいる⾚ちゃんに病気
や障がいがあるとわかった⽅を対象として
います。
「⾃分が⽀えなくては」とご⾃⾝の気持ち
をしまってしまう⽅、気持ちをどうパート
ナーに伝えて良いか悩む⽅、⾊々な⽅がい
らっしゃいます。お⽗さんたちの声、実際
の相談窓⼝などについて、情報収集の⽅法
などをまとめています。

「きょうだいとなる⼦どもたちとともに
花編」

おなかの⾚ちゃんのきょうだいとなる⼦ど
もについて考える⽅を対象にしています。
⾚ちゃんの状態をどのように、いつ伝える
のか。きょうだいの気持ちをどう汲み取る
のか。⼤⼈が想像している以上にたくさん
のことを考えている⼦どもたちに、寄り添
うための情報を集めました。

「孫のいのちを想うこと ⾵編」

おなかの⾚ちゃんの、祖⽗⺟にあたる⽅を
対象としています。
ご⾃⾝のお⼦さんが⾚ちゃんのことで悩ん
でいるのを⾒守るのが⾟いことも、また⻭
がゆい思いをされることもあるかもしれま
せん。ご家族に寄り添うために、孫のいの
ちを想うときに知っておきたいこと、少し
⽴ち⽌まって考えておきたいことをまとめ
ました。
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事業④研修

胎児ホットラインとして提供する相談などの質の向上を⽬的とした内部向け、また協⼒い
ただく⾏政、医療機関、他団体に向けて、研修を実施しています。

講師 研修 実施⽇

1 ⽟井邦夫
⼤正⼤学⼼理社会学部臨床⼼理学科教授
⽇本ダウン症協会代表理事

ピアサポートの⼼得（基礎編）
〜⾃分の経験を他者にどう伝えるか〜

2020/9/22

2 Jane Fisher
ARC(Antenatal Results and Choices)代表

Providing parent centred care through prenatal 
screening and diagnosis

2021/1/6

3 齋藤有紀⼦
北⾥⼤学（医学部附属医学教育研究開発セン
ター）医学原論研究部⾨准教授

⽺⽔検査から40年、⽇本における出⽣前検査の議
論と今後の課題

2021/1/6

4 林 伸彦
親⼦の未来を⽀える会 理事⻑
⼀般社団法⼈FMF Japan 代表
NPO法⼈ピッコラーレ顧問
千葉市⽴⻘葉病院産婦⼈科医⻑

出⽣前検査検査の種類や特徴について、胎児ホッ
トラインについて

2021/1/6

5 中込さと⼦
信州⼤学医学部保健学科看護学専攻 ⼩児・⺟性
看護学領域教授・助産師・認定遺伝カウンセラー

⼤切な命を産み育むために
〜遺伝カウンセリングで⼤切にしていること〜

2021/1/9

6 ⽔⼾川真由美
親⼦の未来を⽀える会 理事
⼀般社団法⼈ドゥーラ協会認定産後ドゥーラ
公益財団法⼈⽇本ダウン症協会 理事

「ゆりかご」におけるぴあサポートの現状
〜当事者の声を聴く〜

2021/1/9

7 Jane Fisher
ARC(Antenatal Results and Choices)代表

Supporting women and couples through 
antenatal testing and its consequences: 
ARCʼs perspective

2021/1/20

8 中島かおり
特定⾮営利活動法⼈ピッコラーレ代表理事
助産師

にんしんSOSの紹介 2021/1/24

9 蛭⽥明⼦
聖路加国際⼤学 准教授
天使の保護者ルカの会 事業主

周産期に⼦どもを亡くした両親の⽀援
〜両親の声に学ぶ〜

2021/1/24

10 宮⽥郁
⼤阪医科⼤学附属病院 看護師 看護師⻑代理/
専⾨看護師（リエゾン精神看護）
信州⼤学⼤学院総合医理⼯学研究科（博⼠課程）

総合周産期センターにおける継続的な⼼のケア
〜精神看護専⾨看護師としての役割と⼤切にして
いること〜

2021/1/31

※ 所属等は研修当時

2020年度実施研修（2020年9⽉〜2021年1⽉）
胎児ホットライン事業スタートにあたり、 READYFORの実施する休眠預⾦活⽤事業「新
型コロナウイルス対応緊急⽀援事業」の助成で実施いたしました。胎児ホットラインの理
念と出⽣前検査の現状を広く知っていただくため、無料で公開いたしました。
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講師 研修 実施⽇

1 河合蘭
ジャーナリスト

出⽣前検査・診断についての社会的状況 NIPT 認
定制度について

2022/10/31

2 菅井聖⼦
⼤阪⼤学 ⼤学院⼈間科学研究科
⼈間科学専攻 准教授

中期中絶の⼼理とケア 2022/11/10

3 岸本太⼀
Team18 代表

18 トリソミー 家族の⽴場から 2022/12/20

4 御⼿洗幸⼦
NTT 東⽇本関東病院
遺伝看護専⾨看護師 助産師

出⽣前診断(検査)遺伝相談における 助産師の役割
(仮) 

2023/1/21

5 森川すいめい
精神科医

オープンダイアローグ 2023/2/12

6 友岡宏江
NPO 法⼈ Ohana(オハナ)kids(キッズ)理事⻑

13 トリソミー 家族の⽴場から 2022/3

7 吉橋 博史
東京都⽴⼩児総合医療センター
臨床遺伝科 部⻑

出⽣前遺伝学的検査
⼩児科医の⽴場から

2023/4

8 ⼭⽥ 崇弘
北海道⼤学病院 臨床遺伝⼦診療部
部⻑

出⽣前遺伝学的検査 産婦⼈科医・臨床遺伝専⾨医
の⽴場から(仮) 

2023/5

9

10

※ 所属等は研修当時

準備中

2022年度実施研修（2022年10⽉〜2023年9⽉）
三菱電機×中央共同募⾦会「三菱電機創⽴100周年記念助成」のご⽀援で、内部向けに実施
しています。2020年度の研修を踏まえ、実際に相談業務をおこなうにあたって必要な知識
と技術を⾝につけることを⽬的に、より具体的な内容となっています。

胎児ホットラインにおいて新しく活動を始める相談員・ピアサポーターは、⾯談実施後に
研修の履修（過去実施分含む）、ロールプレイ実習への参加、レポート等の課題提出など
をおこないます。すべての研修、課題の終了後に実際の活動に参加しますが、⼀定期間は
それぞれのメンターと共に対応します。
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他法⼈向け研修
ご依頼に応じた外部向け研修もおこなっています。
出⽣前検査をとりまく現状とその課題、現在の医療・福祉制度概要、胎児ホットラインに
寄せられる実際の相談などについての講義・講演だけでなく、ワークショップの実施など、
ニーズに合わせたカリキュラムを都度ご⽤意します。
「出⽣前検査に対する⾒解・⽀援体制について」 （令和3年6⽉9⽇付け⼦⺟発 0609 第1
号・障障発 0609 第1号、厚⽣労働省⼦ども家庭局⺟⼦保健課⻑・社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課⻑連名通知）などにより、各⾃治体においてもNIPT等の出⽣前検査につい
て悩みや不安を持つ妊婦や家族をサポートすることがを求められることとなり、⾃治体か
らの問い合わせをいただくことも増えました。

「出⽣前検査の前・最中・後の、意思決定」
⼀般的に出⽣前検査の相談については「受け
る・受けない」について考えることだと思わ
れがちですが、実際に不安に思うこと、考え
る（決める）べきことはさまざまで、また
個々⼈によっても異なります。
さらに、時期によって必要な情報やサポート
は異なるため、検査の情報だけでなく、妊婦
さんのライフサイクル、ライフスタイルに合
わせた⽀援が必要になります。

「あかちゃんを知るということ」
出⽣前検査を受けるつもりがなかった⽅でも、
思いがけず通常の妊婦健診で異常を指摘され
たり、確定検査を受けるかどうかの選択を迫
られることがあります。
妊婦健診は妊婦さん⼀⼈で受診することが多
く、その場で指摘された異常については妊婦
さん⾃⾝が家族へ説明しなくてはなりません。
指摘の内容は確定的なものばかりではなく、
⼗分な理解が情報がないまま周囲へ報告・相
談すると、漠然とした不安が広がってしまう
こともあります。

研修スライドの例
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事業⑤研究

胎児ホットラインの活動を元にした研究を、複数の学会で発表しています。

2018年
12⽉

u Science Impactにて紹介

2022年
5⽉

u 保健医療社会学会にてラウンドテーブルディスカッション 「出⽣前検査にかかる相談体制の
あり⽅を考える−⽇英⽶の現状と『胎児ホットライン』の活動から−」

• ⽇英⽶を中⼼に、「胎児ホットライン」の活動や話題提供者のこれまでの研究や活動
から⾒える出⽣前検査の現状と課題を提起し、参加者と議論をおこなった

7⽉
u ⽇本遺伝カウンセリング学会にてポスター発表 「胎児の病気や障がいに向き合う⽅を対象と
した⽀援冊⼦に関する活動報告」

• ブックレットの作成報告をおこなった
8⽉

u ⽇本遺伝看護学会にてポスター発表 「出⽣前検査を受ける意味を問う リーフレット作成に
関する実践報告」 「胎児に病気や障がいのある親への⽀援きょうだいとなる⼦どもと共に
胎児に向き合うためのブックレット作成」

• ブックレットの作成報告をおこなった
9⽉

u第63回⽇本⺟性衛⽣学会学術集会にて 「⽗親向けの出⽣前検査に関する情報提供のあり⽅に
ついて：⼩冊⼦作成プロセスの分析から」

N.Hayashi, “Fab Support ‒ an organisation
dedicated to supporting fetal medicine in 
Japan and allowing pregnant women and 
their families to speak freely about their 
concerns following a prenatal diagnosis” ,
Impact, Volume 2018, Number 10, December 
2018, pp. 33-35(3) 
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事業⑥啓発活動

2017年
8⽉

u UMU「『胎児医療』を通して考える、ʼʼマイナス1才ʼʼの命のこと。産婦⼈科・林伸彦さんと問う、
『産み、育てたいと思える社会』とは。 」

9⽉
u Famione「『マイナス1才から始まる⼈⽣』胎児医療を正しく知ろう！：NPO法⼈ 親⼦の未来を

⽀える会代表林伸彦先⽣（英国Kingʻs College Hospital 胎児科）」

2019年
1⽉

u Comcom「救える『いのち』を社会で守りたい−出⽣前検査と胎児医療− 」
7⽉

u ハートネット「出⽣前検査（3）『産むか、産まないか』つらい決断を迫られた親たちのケア」
12⽉

u ⻄⽇本新聞「妊娠11週、医師の⾔葉に『頭が真っ⽩になった』 出⽣前診断、悩む親」
u 千葉⽇報「妊婦の不安へ寄り添う 胎児の病気、告知後⽀援 千葉市のＮＰＯ法⼈代表 林伸彦

さん（はやし のぶひこ） 【時の⼈】」
u 徳島新聞「出⽣前に⼦の病気の可能性を告げられた妊婦の⽀援に取り組む」

2020年
2⽉

u 福岡県医学会総会ランチョンセミナー「英国の胎児医療とFABの取り組み」（林）
u LITALICO研究所 OPEN LAB 講演「『⽣きる』を誰が決めるのか−⽣命倫理と医療/経済− 」

6⽉
u 「第11回 コモンズSEEDCap(社会起業家応援プログラム)」を受賞（林）

8⽉
u 助産雑誌8⽉号特集「胎児の病気が⾒つかった時、妊婦と家族のどんな選択も⽀える助産師に」

• 妊産婦・家族・医療者へのサポート体制の構築を⽬指して 林 伸彦
• 助産師として⺟親と家族をどう⽀えるか 對⾺朱⾹

9⽉
u 東京⼤学「京論壇」インタビュー
u NPO法⼈ピッコラーレ研修講師「妊娠・避妊・中絶に関わる⽇本の社会課題について」（林）
u ⼀般社団法⼈性と健康を考える⼥性専⾨家の会2020年度 総会シンポジウムにて講演 ｢NIPT（出
⽣前検査）のその先−何を選ぶのか− ｣（⽔⼾川）

10⽉
u 公益財団法⼈⽇本ダウン症協会全国相談員研修講師（⽔⼾川）
u READYFOR「新型コロナウイルス対応緊急⽀援助成」助成採択

11⽉
u 特定⾮営利活動法⼈ＮＡＯのたまご主催 オンラインイベント「マイナス１歳からの医療」
u ⾼知医療センター主催イベント「ひとが⽣まれると⾔うこと」
u 学芸⼤附属⾼校にて特別授業（林）

12⽉
u NPO法⼈UMIのいえ主催「《産む、産まない》の選択と決断、どうよりそう、どう⽀える？」 オ

ンライントーク（⽔⼾川）

活動を通して⾒えてくる妊婦さんやそのご家族の現状を広く伝えることも、わたしたちの
使命であると考えています。社会全体の理解が深まることで、結果的にどんな⼈も住み良
い社会が形成されることを期待します。
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（続き）
2021年
4⽉

u 学芸⼤附属⾼校「主体性に学ぶ授業」クラウドファンディング授賞式にて講演（林）
u ウェブセミナー「スウェーデンの出⽣前診断と障害児教育〜英国との⽐較も交えて〜」（林）
u 徳島⽂理⼤学特別授業「おなかの⾚ちゃんを知れるいま 胎児異常について⼼配するカップルに
向き合う」（林）

5⽉
u 周産期医学「出⽣前検査に悩むカップルに対する⾮医療者のサポート」に寄稿（林）

7⽉
u NHKニュース 「おはようにっぽん」 胎児ホットラインの紹介
u 神奈川県横須賀市にて研修実施
u 千葉市助産師会にて研修実施

10⽉
u Story Web 特集「-1才(うまれるまえ)からの命に向き合うサポートを。『出⽣前診断』の意味を

考える」
11⽉

u 千葉産婦⼈科研究会「エコーで胎児をみれるいま、胎児異常を⼼配するカップルへの⽀援体制を
考える。」講演（林）

12⽉
u 千葉県千葉市健康福祉部健康⽀援科にて研修実施

2022年
1⽉

u ウェブセミナー「『出⽣前検査』病気がわかったその後を考える−医療の連携とピアサポートも
含めて」（林）

2⽉
u 第６回近畿周産期精神保健研究会「胎児ホットラインについて」（林）
u 読売新聞「40代で始めた不妊治療 突きつけられた『命ってなに？』【⾼齢出産のリアル】」
u 千葉県流⼭市にて研修（講演、ワークショップ）

3⽉
u ⽇本医学会 胎児ホットライン事業が出⽣前検査認証制度等運営委員会資料へ掲載

4⽉
u 47NEWS「まるでドラマの世界！？ここまで進んだ胎児治療 国内でも実⽤化、⾨⼾広げる取り
組みも」

u 第14回国際⼝唇⼝蓋裂学会「Perinatal family support ‒surrounding facial cleft」講演（林）
u 徳島⽂理⼤学特別授業「おなかの⾚ちゃんを知れるいま 胎児異常について⼼配するカップルに
向き合う」（林）

5⽉
u NHK「あさイチ」ブックレットの紹介
u 清泉⼥学院⼤学にて講演
u 「最新妊活サポートbook 妊娠中から向き合っておきたい『出⽣前検査』のギモン」監修（林）

6⽉
u 胎児ホットラインの取り組みが紹介されたNHK名古屋放送局「『⽬撃！にっぽん』妹が⽣まれな

かったかもしれない世界〜出⽣前診断と向き合って〜」が第48回放送⽂化基⾦賞 テレビドキュ
メンタリー番組部⾨最優秀賞を受賞

u 名古屋CBC チャント！「 『命の選別』なのか？出⽣前診断で『異常あり』‥重い選択を迫られ
た⼥性たちとその家族の物語」

7⽉
u 読売テレビ「ウェークアップ【命をめぐる決断】新型出⽣前検査『NIPT』…家族の葛藤と⽀援の

かたち」
8⽉

u オルタナS「広がる出⽣前検査、『−１歳』の命に向き合う⽀援を」
9⽉

u こそだてハックby ninaru「出⽣前検査、受ける？受けない？専⾨の相談窓⼝をご紹介！」
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事業⑦オンライン掲⽰板「ゆりかご」

胎児ホットラインのサイト上から掲⽰板にアクセスいただけます。
アカウント登録は必要ですが実名である必要はなく、妊娠の中断など、直接話すことをた
めらいがちな内容の記載も多く⾒られます。
胎児ホットラインの相談員が回答したり、メッセージを送信することもありますが、法⼈
関係者以外から回答いただくこともあります。

あなたの味方になれる仲間がいます

まさかわたしのおなかの子が病気だなんて…

出生前検査や子どもの病気について 
不安や悩みをひとりで抱えてませんか？

25 人に 1 人

ある割合です

これは生まれつき
赤ちゃんに奇形が6 人に 1 人 1 人

妊娠しているのは 
　あなた自身だけ。
どうして私だけ、 

誰にも理解されない、 
と感じるかも 
しれません

ある日突然告知され、すぐに決断しなければならない時に 
同じような悩みを経験した方に話を聞くことができます

何らかの理由で 
中絶をしています

妊婦の

中絶ってあまり他人にいえないけど…

・おなかの赤ちゃんに病気が見つかった方 
・出生前検査を受けるか迷っている方

・病気や障がいのあるご本人 

・病気や障がいのある方のご家族 
・赤ちゃんの病気がわかり妊娠を 

　継続した方、しなかった方 
・医療関係者　など

＊中立的な立場で関われるものが相談にのります

ゆりかご
病名や障がいをキーワードにつながる

ゆりかご    マッチング

サポーター

相談

・出生前検査の結果を待っている方 
・病気や障がいのある家族の暮らしを知りたい方

あなた

2017年2⽉より、おなかの⾚ちゃんについて交流する場を提供しています。アカウント登
録していただければ、どなたでも相談/回答できる仕組みであり、オンライン相談数に⽐べ
多くのアクセスをいただいています。
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2015年の法⼈設⽴以来、皆様のご⽀援により様々な活
動をおこなってきました

3. 活動沿⾰

2015年
10⽉

u NPO法⼈親⼦の未来を⽀える会設⽴
2017年
2⽉

uオンライン掲⽰板ゆりかごリリース

2019年
4⽉

u胎児ホットライン設⽴説明会
u JAMMINにて\180,980のチャリティー達成

5⽉
u READYFORクラウドファンディングにて\4,032,000のチャリティー達成

10⽉
u ブックレット「おなかの⾚ちゃんと家族のために ⽉編・星編」リリース

2020年
9⽉

u 2020年度研修スタート
12⽉

u READYFORの実施する休眠預⾦活⽤事業「新型コロナウイルス対応緊急⽀援
事業（\6,000,000）」に採択される

2021年
4⽉

u胎児ホットライン開設
7⽉

u ブックレット「For Fathers. ⼭編」リリース

2022年
1⽉

u ブックレット「⽣まれる前の⾚ちゃんを知るということ たね編」「きょうだ
いとなる⼦どもたちとともに 花編」「孫のいのちを想うこと ⾵編」リリー
ス

8⽉
u JAMMINにて\176,270のチャリティー達成

10⽉
u三菱電機×中央共同募⾦会「三菱電機創⽴100周年記念助成（\4,070,000）」
に採択される
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胎児ホットラインでは現在も継続してご⽀援をお願い
しております

4. 寄付のお願い

1. 振り込み
法⼈の⼝座にお振り込みをお願いしております。

paypay銀⾏ ビジネス営業部
普通 2906278
トクテイヒエイリカツドウホウジンオヤコノミライヲササエルカイ 宛

⼤変恐縮ですが、2022年12⽉現在税控除の対象にはなりません。また、振込⼿数料はご負担
いただけますようお願い申し上げます。

2. オンラインクレジットカード決済

3. ふるさと納税

2022年12⽉現在、会員、年間サポーター、マンスリーサポーター合わせ120名ほどの⽅に
継続してご⽀援いただいています。

⾮営利団体向けのオンライン寄付サイトを通じての寄付を
お願いしております。
VISA・MASTER・JCB・American Express・Diners・
Discoverのクレジットカードで、寄付⾦額をご指定いただ
けます。

⼤変恐縮ですが、2022年12⽉現在税控除の対象にはなりません。

千葉市まちづくり応援寄附⾦（愛称：まち寄附）を通じて
ご寄付いただいた場合は、ふるさと納税制度による税控除
を受けることができます。
① ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」へアクセス

https://www.furusato-tax.jp/city/donation/12100
② 千葉県千葉市の「お礼の品なし」を選択
③ 寄付⾦額を⼊⼒（2000円から）
④ 使い道として「特定⾮営利活動法⼈親⼦の未来を⽀える
会」を選択（あ⾏にございます）
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胎児ホットラインを運営するNPO法⼈親⼦の未来を⽀
える会では、誰もが暮らしやすい未来を作るための活
動をおこなっています

5. 法⼈概要

-1才(うまれるまえ)からのサポート(病気の予防・胎児治療・ピアサポート・福祉との連携
等)や、家族の⾃律的な決定を⽀援し、その決定を社会的・医学的に⽀えるためには何をす
べきかを、様々な視点から考え活動しています。

ライフサポート事業

病気や障がいを抱える⽅に対する⾏政の⽀援、療養、就学、就労、結婚、⼦育て、お⾦な
ど、⽣活において直⾯する課題や⼼配事を個別にサポートしていきたいと考えます。

就学⽀援事業 22q11.2⽋失症候群サポート 患者会⽴ち上げ⽀援

特別な医療的ケア・配慮が必要
な⼦どもたちが、安⼼して学校
⽣活を送れるような仕組みづく
りをおこなっています。
地⽅都市の学校で⾼度な医療的
ケアに従事する学校看護師の
ネットワークを構築し、教育者
と共に看護師教育をおこなうこ
とで、⼈的リソースの限られた
地域の学校における安全で⾼度
な医療的ケアの確保を⽬標にし
ています。

22q11.2⽋失症候群は、ダウン
症候群に次いで多い染⾊体疾患
です。疾患の認知度が低く、⼦
育てや就学・就労の際に理解が
得られず困っている当事者とそ
の家族がいます。就学ガイドの
作成や、ガイドを⽤いての学校
教員への情報提供、家族の交流
会、海外の⽀援体制調査などを
おこなっています。

チラシやホームページの作成な
どを通じて、同じ病気や障がい
に関わる当事者、家族同⼠のコ
ミュニティ作りをサポートして
います。
これまでに「⽇本コーエン症候
群」「ホルト・オーラム症候群
の会−ハート&ハンドの会」の
⽴ち上げに関わりました。
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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 42,000 
    賛助会員受取会費 102,000 144,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 1,794,188
  【受取助成金等】
    受取助成金 5,000,000
    受取補助金 2,037,400
    休眠預金等交付金 4,300,000 11,337,400
  【事業収益】
    事業収益１情報提供 100,000 
    事業収益４ 392,297 492,297 
  【その他収益】
    受取  利息 10 
        経常収益  計 13,767,895 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費 10,634,994 
        人件費計 10,634,994 
    （その他経費）
      業務委託費 1,779,190
      印刷製本費(事業) 767,042
      広告宣伝費(事業) 51,480
      通信運搬費(事業) 29,335
      消耗品  費(事業) 123,089
      賃  借  料(事業) 62,500
      保  険  料(事業) 40,880
      諸  会  費(事業) 58,000
      諸謝金（事業） 224,349
      支払手数料(事業) 33,627
        その他経費計 3,169,492
          事業費  計 13,804,486 
  【管理費】
    （その他経費）
      通信運搬費 207,418
      消耗品  費 7,601
      賃  借  料 187,000
      租税  公課 7,500
      支払手数料 98,009
      雑      費 471,722
        その他経費計 979,250
          管理費  計 979,250 
            経常費用  計 14,783,736 
              当期経常増減額 △ 1,015,841 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 1,015,841 
          当期正味財産増減額 △ 1,015,841 
          前期繰越正味財産額 1,374,266 

          次期繰越正味財産額 358,425 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 2022年 3月31日特定非営利活動法人親子の未来を支える会

NPO法⼈親⼦の未来を⽀える会決算報告



〒261-0021
千葉県千葉市美浜区ひび野2-3-47F
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