
特 別 寄 稿

助産婦部会30周年によせて

助産部会30周 年記念誌に一筆をとのお便りを

受け,光栄に思いなが ら,上手に書けそうもな

いので,遠慮 したい気持で過しておりましたら

「書いたか。いつ出来る力ち」 と催促され,と う

とう書かせていた ゞく事にしました。

戦前にも,産婆会はあったが,会長は産婦人

科のお∝者さんだ ったということです。従って

真 の助 産 婦会 は,1951年久高美代氏を初代

会長として発足し,助産婦自身によって運営さ

れた職能団体であります。そして本年,堂々と

30周年をむかえられました。こゝに歴代の会長

さんおは じめ,こ れまで関与 して来られた皆様

方に,心か らの敬意を表し,およるこびを申し

上げます。

私が生れた時はさておき,私と助産婦さんと

のはじめての関わりは,私が 3才～9才の頃で

した。玉城村の冨里におりましたが,下の屋敷

に,助産婦さんがおられました。仲里さんとい

う方で,私と同年位の男の子との 2人暮 しでし

た。言いたいことは,業務そのことではありま

せん。仲里さんが尊敬されていたという事です。

他に「さん」付で呼ばれる人はお医者の幸之―

さんと,駐在巡査の前
'IIさ

んだけで した。教員

である父は,「 シンシー (先生)」 と呼ばれて

おりました。助産婦は数少い地域の有識者で し

た。助産婦さんへの敬愛の念から,く りかえ し

語りたくなる印象です。

沖縄戦をひめゆり学徒と行動を共にした私は

終戦直後,米軍の洗濯作業から,孤児院内小学

校の臨時教員,次いでコザ市役所で,学校衛生

那 覇 市 立 病 院

総婦長 員 玉 橋  ノ ブ

主事となっていた 1946年 2月 ,沖縄中央病院

の幸地新松先生か ら,お誘いを受け,婦長に就

任しました。病院の場所は,現在県立中部病院

の在する辺で した。手術室,中央材料室,炊事

場及 び食堂 等 は トタン葺き,病棟や看護婦宿

舎はテント舎で,ベ ッドは折 りた みゝ式で した。

間もなく医療会議が発足 し,看護婦代表とし

て参加,看護教育の準備がはじまりましたも入

学試験が行なわれ, 1946年 5月 1日 , 50名

(名護,宜野座に合せて50名 )の入学によって

3カ 年制の看護学校がスター トしました。先輩

もいない上,私は27才で したので,すべてが重

荷で,べそをか く毎日で した。

中央病院は,宮里のテント群舎か ら,胡屋の

コンセット群に移転 しました。

傷病者は多 く,必要とする看護婦・ 助産婦の

不足を補うため,検定試験が行われました。昭

和19年に保健婦の免許を取得 していた私 は ,

1948年 9月 か ら1949年 3月 にかけて,沖縄

中央病院で,長田院長おは じめ,産婦人科の先

生方担当による「産婆試験に向けての講習会」

があり,それを受講 しました。いよいよ試験が

近づいての 4～ 5日 ,病院に居ての勉強は困難

だと思い,休暇をとって首里の家に帰りま した。

折りしも妹のお産が近づき,陣痛が始まりまし

た。助けを求めるような,い くつかの目を向け

られ,仕方なく仕入れたばかりの知識を披歴し

て,初産の陣痛は長いとのことだか ら,ま だま

だと落ちつかせていたところ,助産婦さんが来

られ,さ っさと生れました。それからてんやわ
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んやのさわぎとなり,勉強どころではなくなり,

病院へ引きあげました。運よく3月 の試験に合

格 しま したが,その時の自信喪失は,そ のま ゝ

尾をひいて,ついに免許だけの助産婦に,な っ

て しまいました。

1951年に公布された布令の関連で,助産帰

協会,看護婦協会が設立され,看護資格委員会

が発足し,有資格の看護関係者は,一斉に免許

申請することになりました。私は看護協会長及

び資格審査委員長になってしまいましたが,お

かげで,立派な先輩助産帰の方々との伴ができ

いろいろと指導助言を受け,かわいがっていた

ゞいたことを感謝 しております。

助産婦協会の組織活動も活発になり,関係団

体の会合や,委員会等に代表を送り,総会や地

区支部会をとお して,全会員の連帯感や親密感

が深まって来ました。

未だ講師招聘制度のない時,い ち早く新しい

情報をキャッチ, 自力で菅井正朝先生を招聘 ,

地区別開催で,無痛分娩について,勉強されま

した。又鉄道病院で開催された助産婦学校教員

養成講習会に,は じめて派遣され,受講して帰

られた大城宏美さんによる,近代助産婦のあり

方について,或いは家族計画指導についての複

雑困難な講習を,同様地区別開催で,全会員が

受講 し,専門職としての自覚 と誇りを再認識す

ると共に,水準向上についての会員相互の連帯

感はいよいよ深まっていきま した。

昭和47年本土復帰に際し,こ れまでの接触状

況か ら,どの道を選ぶかの岐路に立ちました。

当時,施設勤務助産婦の殆どは,看護婦会に属

していましたが,看護婦会長であ った私は「看

護婦会からぬけて,助産婦部会支部として,本

土 とつながった方がよい,助産婦会の皆様も,

これまで一つだったのが,復帰にようて,別々

になることは賢明でない。又開業の方々と施設

勤務の方々が一つになることは,将来の発展に

つながることである」と助言 した方なので,伊

敷支部長の英断と,役員はじめ全会員の良識の

結集により,支障なく部会支部としてむかえら

れました。そして円滑な歩みを続け,今 日をむ

かえられました。本当によかったと思います。

本土他支部の事を考えると,■層その感を深く

します。

かっては 400名 近い助産婦さんが,全地域に

わたり開業しておられたが,次第に産帰人科の

お医者さんが増え,病院でお産が行われるよう

になり,助産婦離れの傾向を来 しました。正常

お産は助産所へと要望 もしましたが効を奏さず ,

いつからともなく次第に,助産所開業が減 って

きたことは,時代の流れとはいえ,残念でなり

ません。

しかし今 日では,医学の進歩に対応し,保健

婦との協力で地域での保健指導,或は各施設に

おいて,母親学級等の保健教育から,分娩,褥

婦や新生児の看護と,情報社会にある母親の不

安を除き,信頼感を持たせ,ひいては今日の妊

産婦,新生児死亡低下に,大きな役割を果して

いると思います。

助産婦さんの共通 した人間性,純粋,人間愛 ,

誠実さには感銘させ られます。戦後比較的長い

間において,妊娠中一度 も診せたことのない妊

婦の家か ら,お産だと呼びに来る。交通機関も

ない,夜中だったり,台風の日だ ったり,何一

つの出産準備もされていない,石船やタオル
,

洗面器さえもない,そ んな時には自分の物をも

提供,できる限りの方法を尽 くして無事出産 ,

ほっと一息ということもしばしば,開業助産婦

に対するごく当然の謝礼も勿論ないのに,又お

産だと呼びに来る。 3人 目も4人 日も。ようや

くできた福祉制度により,分娩補助金の交付を

受けながら,助産婦には納めない,そ れでもい

つどこから呼ばれるかわか らないと, 7つ道具

は常に整え,枕元に置いて床についたと,多 く
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の助産婦さんか ら聞き,胸の痛む思いが しまし

た。補助金は本人に渡す前に,助産料だけは助

産婦に払 う方法をと,い く度か訴え相談しまし

たが,そんなことはできないと断られました。

努力が不充分だ ったことを,今でも申しわけな

く思 っております。

敬愛する助産婦さんの 1人は,助産婦業務に

忙殺 されなが ら, 2人の戦争孤児をひきとられ

乳幼児から大学教育,その結婚,孫へと人も羨

む親密な親子 ,兄弟家族の見本として,頭が下

ります。

又看護と看護職能の向上,発展が狙いである

看護連盟の活動についても,助産婦さん方は常

に卒先誠意をつくして頑張って下さいます。そ

の恩恵は未来へと続く後継の看護にこそ及ぶも

のであり,こ の機会に,感謝の意を表させてい

ただきます。

つい先だ って,或助産婦さんから,久 し振り

に友達 2～ 3名で,訪間したいとの電話を受け

ました。時折思い出される方だったので,大変

うれ しく思いました。 2時 間位思い出話に花を

咲かせました。以前のこと,助産婦が医療行為

をしているとの告発があり,調査 し,委員会に

かけ何力月かの業務停止ということが,2～ 3

例ありま した。たいていは止むを得ずや ったこ

とで,事故を起 したわけでもなかったのですが

その一人だ ったのです。その方は業務停止が解

けても,再び助産業務はしませんで した。現在

は息子や娘,孫達にかこまれ, しあわせに過し

ています。「あの時あなたが,ひそかに激励し,

力をつけてくれたので有難かった」などと話さ

れました。私はその事はあまり憶えていません

で したが,ほ っとしました。一緒に来られた活

躍中であるツ人の助産婦さん方は,常に先輩を

労わり,何かにつけ行動を共にしておられる様

子が伺われ,深 く感銘 しました。

今私が60才を越 したと同様,30年前働き盛り

で,指導し,かばって下さった方々は,70才 ,

80才 を越 しておられ,若い後輩に親密の目を向

け,幸せを願っておられることでしょう。今後

も10年20年,心身共にお健やかにおしあわせで

ありますよう願 ってやみません。

つい長 くなって しまいましたが助産婦専門団

体の増々の御発展と,会員皆様の御健闘を祈り

つ ,ゝ30周年を讃える言葉と致します。
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戦後の助産婦事業を讃える

沖縄助産婦協会が創設された前年,と いって

も12月 ですか ら殆んど同じ頃と言 ってもよいで

しょう。その頃わたくしは真和志診療所に内科

医として勤めておりましたが,一冊のパ ンフレ

ットを発刊 しました。題 して「沖縄医療界の危

機」 (1950年 12月 )。 此 は, 当時の医師不足

と困難な医療事情を述べ, 自費,私費留学生制

度の実現と医育機関の設置等を訴えたもので し

たが,そ の中に当時の医師の専門別数が記載さ

れています。それによると,沖縄の医師数は 131

人で,内訳は,内科58人,小児科12人 ,精神科

1人 ,外科30人,整形外科 0,眼科 4人 ,耳鼻

咽喉科 4人,産婦人科 19人 ,皮膚科 3人, とな

っています。

ところが沖縄県の人口統計年鑑によりますと,

その年 1950年 の沖縄 の出生数は23,315人出生

しています。これだけの出生数を僅か18人の産

婦人科医師では倒底扱い切れません。まして当

時の産婦人科医は,中央病院,地区病院など 8

カ所の病院に集中 し,異常分娩や婦人科的疾患

の治療に忙殺されていましたか ら,沖縄の各地

域市町村の妊産婦はほとんど地域助産婦に委だ

ねられていたと言 っても過言ではないでしょう。

幸い当時,助産婦が 45百人位いましたし,ベ

ビーブームの時代でしたが,腕の立つ多くの助

産婦がいたお蔭で何とかやれたのだろうと思い

ます。戦争の為に地域は荒廃 し,設備は不備で
,

医薬品等総べて米軍の支給品で,漸やく闇物資

等も市場に出廻るヒ頁で したが,助産婦がいち早

く沖縄助産婦協会を組識 して衛生材料の確保や,

専門医と提携を密にしながら見事に当時の困難

琉球大学医学部

教 授 照 屋 寛 善

な医療事情を克服 して母子衛生事業に貢献され

たことは,素晴 らしい,戦後の一大事業だ った

と賞讃いたします。

それから15年経ち, 1905年 一 この年,私は

那覇看護学校長をしていましたが,頂度,佐藤

総理大臣が来沖され,「沖縄に医学部をつ くっ

てあげたい」と発言された年ですが, ワットソ

ン高等弁務官が私共の看護学校に訪ねてこられ

ました。その時わたくしは次のように説明 しま

した。「この学校の特徴は看護学科だけでなく,

公衆衛生看護科と助産学科併設 していることで

ある。看護学科についてはコザ看護学校と同様

であるので説明を省略致しますが,公衆衛生看

護婦と助産婦の養成について簡単に説明します』

と前置きして,助産婦について「琉球では毎年

約 2万人の赤ちゃんが産まれま坑 その内,6,215

人 (30%)が医師によって分娩介助がなされて

いますが,大部分の 12,728人 (63%)は助産

婦によって行われ,医師にも助産婦にも介助さ

れない者が 1,228人 (6%)も おります。従 っ

て如何に沖縄の助産婦の業務が重要であるか
,

おわかりと思います。何故なら全琉に産婦人科

医は僅かに45人 しかおらず,清潔で安全な病院

診療所でのお産は僅か30%し かなされていない

からです。結局 ,約70%の 赤ちゃん (14,000ノ＼)

が助産婦の手によってなされるのです。ところ

が全琉の助産婦は殆んど戦前養成され,現在420

人おりますが,年令別には70才以上11人 ,60才

以上70人 ,50才以上 172人 ,40才 以上 154人
,

30才 以上13人で,平均年令52才であり,現在 ,

若い助産婦の養成を急がねばなりません。その
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担当の責低が当校にありますが,年間たった10

名しか養成 しているに過ぎない現状です。」と

説明し,助産婦教育の強化を訴えました。

那覇看護学校に助産学科が出来たのは,そ の

前年の 1964年 のことですから,私共が如何に

声を頃らして母子衛生事業や助産教育の重要性

を訴えた背景がおわかりになると思います。前

述 しましたように 1965年沖縄の産婦人科医師

は総数45人で した。その地域分布は,那覇21人
,

中部13人 ,南部 4人 ,北部 2人 ,宮古 1人,八

重山 2人 ,公 務員 2人で した。 これだ けでは

20,171人 も生まれた 1965年の出産を担当する

ことは不可能です。矢張り当時 420人 もいた沖

縄助産婦協会の会員の皆さんの御働きがあった

ればこそと讃美いたします。ちなみに当時の助

産婦の地域分布は,北部46人,中部 H4人,南

部 (那覇を含む)221人 ,宮古14人 ,八重山 27

人で した。そして,地域毎に支部を結成 し,競

争 して勉強し,研修 し,学会発表等実に活発に

行われていました。

あれから更に15年経ち,今年は沖縄助産婦協

会創立30周年記念式が行われるということです。

月日の経つのは早いものですが,それ以上に沖

縄社会の発展には驚かされます。故佐藤総理の

口約も実現 し,琉球大学医学部は今年新入生を

迎えました。その前身である保健学部からは既

に65名 の助産婦が出ており,那覇看護学校助産

学科の卒業生 も今年で 174名 に達 しました。こ

れからは若い助産婦を養成 しなければならない

とかつて言いましたが, もうこんなに沢山大学

レベルの後継者が生まれつつあるのです。私は

那覇看護学校に10年余在職 しましたが,現在 ,

琉大に奉職し,今でも看護婦,保健婦,助産婦

等医療関係従事者の教育に携わっています。設

備も良くなり,教授陣も増え,教育環境 も往時

に比べ大変良くなっています。日本産婦人科学

会・ 沖覇地方部会並びに日本母性保護医協会 ,

沖縄地方会の御支援もさることながら,先づ同

会員が現在,121名 もいます。これを15年おきに

見てみますと, これ迄述べましたように,1950

年19人 ,1965年 44人 ,1980年 121名 となり,沖

縄の産婦人科医師数の躍進振 りがわかります。

けれども沖縄の母子保健の向上は,決 して学

校当局や産婦ノ暉斗の医師のみの力でここ迄発展

してきたのではありません。戦後このかた,多

くの助産施設や先輩助産婦の並々ならぬ努力と

支援 ,協 力の賜物 と思います。過去30年は
,

沖縄の歴史にとって最も困難な時代でしたが,

この中にあって沖縄助産婦協会の果たした役割

は大きく,助産婦一人一人の御仕事がどんなに

地域住民の健康と幸福の礎となっているか,計

り知れないものがあります。沖縄助産婦協会創

立30周年記念式を催されるに当たり,改めて敬

意と感謝の念を棒げます。

なお,沖縄助産婦協会は日本復帰以後「日本

看護協会助産婦部会沖縄県支部」と名称を改め
,

今 日に至 っていると言うことです。若い助産婦

の皆さんが,先輩の輝やかしい業績を受け継ぎ

ますます御活躍・御発展あらんことをお祈り致

します。
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沖 縄 を 訪 問 し て

沖縄が身近かになったのは昭和40年■月のこ

とで日本政府技術援助として沖縄の助産婦諸姉

に接する機会を与えられたときからである。助

産帰になるとき同級生として起居を共にしなが

ら身近かに感 じることさえせず,沖縄は遠い存

在に思っていた。

始めて沖縄の上を踏んだときすすきの穂と見

まちがえ全く違和感を覚えなかった。 しかも晩

秋の高原を歩き,す すきが原に身を横たえ雲の

流れを追いかけた日を思い出させるような風景

にむ しろなつかしささえ覚えた。後でそれが砂

糖 きび畑であり,沖縄戦のさなかに沖縄住民の

糧となったことを知り,一時の感傷にひたった

ことを恥 じた。級友,旧知の人 々に再会して早

々に滞在中の 日程を熱っぱく打合せ,沖縄本島

の南から北 ,宮古 ,八重山,久米島まで一人で

も多 くの助産婦諸姉に接するように計画された

日程は,こ の年の予期せぬ出来ごととして今も

鮮明に残っている。また当時 ,勉学中の看護学

生 ,助産婦学生 (第 Ⅲ期生)と の懇談は看護職

として真父」に学ぶ姿を見て,将来の沖縄の看護

界を担う心意気が感 じられた。殊に金武でのキ

ャンプ生活は一つ釜めしを食べたときの心の伴

を大切にしている。いつ しかその卒業生が指導

的立場で活曜する日を期待 して。

今回,「 出産準備教育」の研修会に参加させ

て頂いたが,助産婦諸姉の研究心には圧倒させ

られた。従来の出産準備から現代の若い母親達

が出産を迎えるに際 してどのような援助を求め

ているか,そ れに助産婦がどのような対応を し

賛育会助産婦学校

教務主任 赤  沢  もとめ

てゆくかを熱心に検討 している姿には力強さを

感 じた。更に宮古 ,八重山では経験豊かな助産

婦の示して下さった手の力 ,そ してぬくもり,

日常生活の中で平素出産準備体操はできるので
,

助産婦 自身柔軟体操をしておくようにと自ら実

践 して見せて下さった体操の一 コマは ,お どろ

きと共に忘れることのできない体験であった。

そして手の力加戯はさっそ く実践活動に生かし

は じめた。

このような貴重な体験を得た沖縄を訪れるた

びに胸は傷 くしめつけられる。歴史的に幾度か

受けた悲惨情況の中にあって美 しい自然は沖縄

の人々を明るく純情でバ常に強い家族 ぐるみの

伴を大切にした社会を創り出している。それが

遠来の知人友人へのもてなしぶりに反映させて

いる。一見 ,本土復帰 し生活が安定したかに感

じられるが,戦争の傷跡はいたるところに残さ

れている。沖縄の家族の方々の中には必ず沖縄

戦争犠牲者が一人以上はいるとの話を聴 くたび

に一層心の痛みが強まる。整備 された基地の広

さを見るにつけ,戦後は決 して終っていないと

言っても過言ではない。ハイビスカスの深紅の

花が青 く澄み渡った空に映え,真夏の太陽の光

がまぶしく輝 く沖縄がいつまでも平隠であるよ

う祈 らずにはいられない。戦後の廃虚の中から

沖縄助産婦会発足30周 年記念の日に,沖縄訪問

印象記を寄せる機会を与えて下さいましたこと

を感謝し,こ の会が益々発展されますよう念願

致 します。
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程

昭和40年■月20日 ～昭和41年 1月 18日

沖縄到着

挨拶まわり,学校案内,日 程打合せ

沖縄における助産業務及び助産婦教育オリエンテーション

助産婦会理事会出席

臨床実習指導の際,AMC実 習施設見学

〃     ハワイ研修終了式

講義 (東大に於ける保健指導),第 1回家族計画普及び大会出席

第 1回 助産婦研究会

臨床実習指導の実際 (那覇病院)

南部戦跡

那覇看護学生 1年生 (東京の看護学生の生活について),助産所実習打合せ

臨床実習指導の実際 (沖縄赤十字病院)

那覇酒護学生 2年生 (産科の保健指導),助産学科

コザ病院

那覇看護学生 3年生 (産科の保健指導 )

助産学科

八重山助産婦研修

宮古助産婦研修

助産所施設見学 (那覇市内)

1臨床指導者研修 (産婦人科)

十
看護学生 1年生キ ャンプ,金武行政府職員保養所

臨床指導者研修

〃    米軍病院見学

石川保健所,母子クリニック,石 川動産婦研修

コザ保健所 ,母子クリニック,コ ザ助産婦研修

琉球看護婦認定試験委員会出席

コザ酒護学校 3学年合同講義 (母子保健と助産婦 )

助産学科 (母子保健指導), 南部助産婦研修会

″  (  〃  ), 保健所看護課長との懇談会

那覇保健所 ,母子クリニック

助産学科 (助産教育の実際)

表日

昭和40年■月20日 (土 )

22日 (月 )

24日  (水 )

25日

26日

29日

30日

12月 1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

■ 日

12日

14日

15日
i

17日

18日

19日

20日

21日

22日

23日

24日

25日

27日

28日

29日

30日

(木 )

(金 )

(月 )

(火 )

(水 )

(木 )

(金 )

(土 )

(月 )

(火 )

(水 )

(木 )

(金 )

(上 )

(日 )

(火 )

(水 )

(金 )

(土 )

(日 )

(月 )

(火 )

(水 )

(木 )

(金 )

(土 )

(月 )

(火 )

(水 )

(木 )
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昭和41年 1月 5日

6日

T日

10日

11日

12日

13日

14日

17日

18日

(水 )

(木 )

(金 )

(月 )

(火 )

(水 )

(木 )

(金)

(月 )

(火 )

北部 愛楽園訪問,名議保健所助産婦研修

中部 金武施設

助産学科

久米島巡回保健指導,予防接種

助産学科

助産学科

南部施設 精和病院,琉球結核研究所

公衆衛生看譲研究発表.会

反省会

挨拶,帰京

15名

24名

昭和56年度沖縄支部研修会日程

昭和56年 8月 15,日 (上) 出i産準備教育議師として来沖

16日 (日 ) 参加者 132名  .

17日 (月 ) 八重山にて研修会  参加者

18日 (火) 宮古にて研修会    ″

19日 (水) 北部施設見学並びに観光

20日 (木) 帰省
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開業医からみた将来の助産婦像

1 産科医としての反省

最近の周産期医学 ,特に胎児医学の発達は非

常にめざま しく,幾多のME器 機の開発を始め

ホルモ ン定量等諸化学検査が確立 されて,実施

臨床 の場に広 く応用 されるようにな りました。

そ して今 まで暗間の中で手 さぐり状態 にあった

子宮 内胎児の情報が我々の目前に鮮 明に浮 き彫

りにされ ,従来母体管理に重点がおかれていた

産科医療 も現在では母体の問題点は ,そ の多 く

が解決済み として必然的に胎児管理主導型へと

移ってまいりました。又 ,診療技術に於 いて も今

までの名人芸的な方法か ら客観的な諸データを

分析検討 して診断を下す方法へ と変わって来ま

した。即 ち現在の医療は最早医師のみにでは成

立せず ,医 事紛争やその他の社会的要請 とも相

併 って多 くの専門化 したパ ラメデ ィカルスタ ッ

フとの協力体制 のもとでのみ行えるよ うになっ

てきま した。国の保健対策 も医師の養成増強に

比夕1し て看護婦並びに諸検査技師の養成にも力

を入れ ,そ の質 ,量共に強化されて まいりまし

た。

ところが助産婦の場合はどうでしょうか。第 2次

大戦後はその数が激減 していることは統計資料

の示す ところであります。言い替えると医療に

関わる専門職の中では ,只 ,助産婦 のみが後退

の道をたどっていると言えます。 これはいかな

る理由があるにせ よ産科医療の立場か らみる限

り由々しき問題であり,戦後 日本の母子保健上

の失策 といわざるをえません。 そ して ,こ の助

産婦 の後退の歴史 に我 々産科医が大 きく関わっ

ていることは言 うまで もあ りません。

首里クリエック

院 長 崎 浜 秀 英

明治時代に ドイツ医学を取 り入れて発展 した

日本医学は第 2次大戦後はいち早 く斬新なアメ

リカ医学に目を向けた事は当然で しょう。

産科医療に於いても
1断

次アメ リカナイズされ

分娩 も助産帰無用論のアメ リカ方式が次第に普

及 して,従前の助産帰による家庭分娩か ら産帰

人科開業医の施設での分娩へ と大雪崩現象が起

きたのであります。 それは戦後次第に豊かにな

った一般大衆が新 しい医療の恩恵を受けたいと

い う欲求 も手伝 って急速に進みました。 そ して

産科医 と助産婦 は同一職域にありなが らその発

生起源が異なるためか ,従来はあまり馴染 まず

役割分担 も話 し合われないまま縄張り争い的な

関係になったのではないかと思います。 そして

我々産婦人科医は競って大型の入院分娩施設を造

り,正常な分娩 までも己れの手中におさめて し

まいました。結果 として開業助産婦は次第にそ

の レープ ンデー トルを失い,後退を余儀な くさ

れた といえるで しょう。

正常分娩 まで も己れの職域 に した我々産科医

は前途洋々と進展 して行 ったで しょうか。断 じ

てそうはいえないと思います。現在大型病院な

らともか く小規模施設の産科医はマスラオ助産

婦 といわれるように巻尺にて子宮底を測 り,胎

位胎 向を診 ,浮腫 ,血圧の検査を行 う,かつて

助産婦がや った事を己れがや らなければな らな

い羽 目にな りました。近頃は夜間分娩を嫌 って

他科に転向す る医師や入院施設を廃止 して外来

のみを扱 う産科医 も続出 していると聞きます。

これはまさに産科医療 にとって悲劇です。今や

我 々産科医は良妻を殺 して悔恨の情を味 ってい
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るあのオセロの立場にあると思います。

2 共存の道の模索

我々産科医は助産婦の皆さんを今やよりよき

パー トナーとして迎え,そ の職業上の復権のた

め尽力しなければならない時が来 ました。

そして,そ の運動はすでに始まちています。

産婦人科医の団体であります,日 本母性保護医協

会は,多 くの関係団体の参加を求めて,昭和46

年助産帰養成対策委員会を結成 し,その抜本対

策並びに緊急対策が検討され,昭和48年 には次

の様な要望書を政府に提出しました。

助産婦養成不足に関する要望書

「わが国に於ける助産婦数は近年著 しく不足

し,そのため母子保健の推進に重大な支障をき

たしつつある。かかる現状にかんがみ ,政府は

助産婦増強のため速やかに有効適切なる対策を

樹立実施せ らるるよう要望する。」 と。その結

果 ,昭和49年には厚生省のもとに助産帰問題検

討会が発足 し,日 母会長の森山先生が座長とな

り助産婦問題の改善について次の様に答申して

います。「近年助産帰の高齢化や母子保健の変

化に伴い ,助産婦の果たすべき役割やその不足

が問題となって来たため,そ の問題点と対策に

ついて検討 した。今後広 く酒護制度全体 との係

わりにおいて検討する必要もあると思われるが
,

この結果を十分考慮 して改善が図 られ るよ う

希望する。」この文を前文と して本文では助産

帰の確保と教育の充実という二つの面から詳細

に検討され,昭和51年 12月 に当時の早川厚生大

臣に答申したのであります。

一方助産婦無用論だった筈のアメ リカでさえ

助産婦業務の社会的認識やそのニーズが高まり,

先に来沖 した前アメリカ助産婦協会長のDo M

Lang女史は確固たる信念を持って次のように

述べています。「助産婦の仕事は出産を含む正

常な生殖行為における婦人の健康維持を準備す

るために家族等との連携をはかりながら,科学

的,哲学的 ,人間的なアプローチを統合 して行

う芸術であり実践だ」といい,その使命を次の

様に要約 しています。

1)助産婦は,そ の地域の周産期チームにおけ

るいわば循環系である。

2)助産婦は,正常な経過をとっている母子を

取 り扱 う上でのエキスパー トでなければなら

ない。

3)助産帰は,母子の異常にまっさきに気づい

て,こ れを専門医に連絡 しなければな らな

い 。

4)助産婦は,母子の弁護者でもなければなら

ない。

5)助産婦は,母子のための家庭環境や社会環

境を整備 したり,改善 しようとする教育者で

もなければな らない。

6)助産婦は,周 産期チームの他のメンバーの

教育者でもなければならない。

と言っています。実に高速な職業的位置づけ

ではありませんか。

我が国に於いて施設分娩が普及 した現在 ,助

産帰がその枠組みの中で主体性を持ち自己実現

出来る職域を確立するには,産科医や一般看護

婦 との役割分担等,末だいくらかの問題点はある

と思いますが,東大名誉教授の小林隆先生のお

言葉は ,その問題解決に多くの示唆を我々に与

えてくれると思います。即ち先生は助産婦をス

クリーナーとして位置づけ欠の様に述 べていま

す。「生殖生理そのものを対象とするのが助産

婦であり,異常や疾患へのアプローチを目的と

するのが産科医とすれば,周 産期に於ける助産

婦 と産科医のあり方はおのずから明瞭で ,妊産

婦は先づ助産婦に依ってスクリーニ ングを受け,

少 しでも異常やその疑いのあるもの或は助産婦

が診断のつけにくいものを産科医に廻す」とい

い,先生が院長を しておられる日赤医療センタ
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―に於いては,そ の考え方にそPてすでに助感

婦外来を開設しておられるようであります。

皆さん,こ れからの産科医療は産科医と助産

婦が車の両輪となって前進しなければならない

と思います。職場のことや新 しい周産期医学の

Oと もこれから1ま 良く話 し合い討論を重ねてお

互いに切磋琢磨 しつつ,母子保健の発展につく

そうではありませんか。

昭和55年度総会講演要旨
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助 産 婦 研 修 の 思 い 出

私が助産帰 さんとかかわ りあいを持 ったのは
,

1968年か らです。 行 政 的に母子保健 事業の予

算が計上 されたのは 1965年で ,そ の額は2,349

ドルで した。 きめこまかな母子保健事業を地域

に浸透 させ るには,住民の身近な場で働 く助産

帰 さん達が理解 し,積極的にか加出来 るようで

なければな らず ,琉球政府立 (県立)病院の産

婦人科の先生が中心になり,多 くの先生方の協

力で助産婦 さんに封する母子保健研修が行われ

るようにな りま した。

毎年 1回 ,南部 ,中部 ,北部 ,宮古 ,八重山

の地区別に,そ の地域 を管轄する保健所 ,地 区

助産婦会が協力 して実施されま した。主 として

講師は砂川勝美先生 ,当山雄紀先生 ,新里陽弘

先生 ,そ の他数多くの方達に協力 していただき

ま した。講義の内容 も広 く,助産婦 さん達の要

望 ,産科医の立場か らみた必要な知識技術 ,行

政の立場か らの内容 と,地域で働 く助産婦 さん

の幅広い活動が伺える内容で した。その間には
,

講演会や受胎調節実施指導員資格認定講習等が

あり,いつ も活気が満ちあふれ ,質 問も多 く,

毎回時間延長で ,そ の意欲には講師の先生方 も

感心 し,年令差など感 じませんで した。現在の

よ うな施設はな く,片手で汗をふきなが らで し

たが ,講師 も受講生 も一生けん命で した。古 い

狭い保健所会議室や ,琉銀支店の職員食堂や集

会室 ,区公民館 ,文 化会館 と,場所捜 しも大変

環境保健部医務課

課長補佐 f中 星 幸 子

で した。職員の資料づ くりも,先生方の原稿を

原紙に書 き,紙一枚一枚をめ くりなが らガ リ板

ず りを したり,紙をR占 りあわせなが らポスター

を書いたりで ,大変なもので した。その頃の職

員 も今は ,立派な父親 ,母親 と して活躍 してい

ます。場所 さが しと会場づ くりは職員泣かせで
,

受講希望者を全員収容する事の出来 る場で ,更

に椅子の確保 と,備品等 も不充分な時で したの

で ,悩 みが大 きく,研修の 日には,そ の職場の

職員は昼食をかけこみさせ たものです。 当初は
,

産科学的な内容に,記録の書 き方 ,妊 産婦保健

指導 ,助 産所管理 ,家庭訪問指導等など,広範

囲にわたっていました。

今で も,なつか しく思い出されます。メガネ

を し,ノ ー トに大きな文字を書いていた方や
,

助産婦業務か ら離れているが ,新 しいのを学ぶ

ために毎年参加 してい るとい う方や ,分娩で呼

び出され又 ,す ぐひきかえ して来たとい う方や
,

さまざまな光景があり,い かに助産婦 さんは地

域の人 々にな くてはな らないものか,つ くづ く

感 じさせ られま した。

宮古や八重山では ,特に この様な研修会は他

にな く,年 1度 のものだけに,講師をかこんで

夜おそく迄質問を し,学 んだ もので ,講師の方

達は
《
疲れ た"ではな く

く
嬉 しい"と おっ しゃ

っていた事が印象に残 ります。
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会長時代の思い出

此の度の 日眉協助産婦部会沖縄県支部30周 年

記念式典おめで とうございます。

省み ますと,昭 和35年に10周 年記念式典を私

たちが開いてか ら,早や20年 とい う年月が立 っ

て しまいました。つい此の間のよ うな気がす る

のですが幾星霜光陰矢の如 しと云われるように

その頃の中堅だ ったみなさんも今は年をとって

しまいました。 そ して ,そ の間にはいろいろな

ことが ありました。今は皆様若い方 々が立派 に

活躍 され ,会の運営 もますます充実 し発展 した

ことを うれ しく思います。今 日まで御苦労下さ

ったみな さんに対 して心か ら感謝申 し上げます。

私の60年余の助産帰生活の中か ら大 きな 3つ

の想い出を綴 って責任 を果たしたい と思います。

まずその一つは ,な ぜ助産婦の道を選んだか

とい うことですが,大正13年か ら助産婦にな っ

た私ですが ,家庭は兄妹が多く豊かではなか っ

たので ,長女の私が働いて父母を助けてあげな

ければいけなかったのです。高等科を卒業 して

す ぐ,助産帰になろうと決心 しました。働 きな

が ら免 許を取 ることがで きましたので一番女に

とっては ,あ こがれの仕事で したか ら。当時の

山城病院の先生に しごかれて ,若い中に早や免

許を持つ ことがで きま した。病院勤務 して小 さ

な生命 を取 りあげる。 この私の手で…・……と思

うとこわいや ら, うれ しいや らで大変緊張 した

ものです。つ らいこと も悲 しいこともあ りま し

た。今 ,走馬燈のように私の 目の前をあのこと
,

この事 と思い出されて きます。大正10年 ある日
,

今上陛下が皇太子の折 )沖 縄に上陸なさって波

の上宮 に御参拝になるというので那覇は大 さわ

ぎで した。 山城病院の近 くは人でい っぱい集 ま

30周年に寄せる私の 3つの想い出

第3代会長 宮 里 志津子

りました。 その時 ,先生か らお産に行 っておい

で と言われ無事にお産 もさせ帰 ってきたとたん
,

休む間もな く「 もう 1軒 す ぐに行 って きな さ

い。」 と言われ ,内 心が っかりしましたが気を

取 りなお して出かけました。 運よく赤 ちゃんは
,

す ぐ生まれ ましたので ,足取 りも軽 く帰途につ

きました。頂度その時 ,途中で皇太子の行夕lに

間にあい ,その御姿を拝することがで き,私 は

不服 も言わず仕 事の責務を果た した喜 びのごほ

うびとばか り, うれ しくて うれ しくて休 もわ く

わ くして陛下を拝みま した。 そ して,こ の光栄

に欲 したことを誇 りに思 って私の胸の中に しま

ってお きま した。

第 2番 目は ,家族計画についての思 い出です。

1963年 に厚 生局 より家族 計画実施指導員認定

講習会へ参加するよ うに言われて参加 した こと

です。東京で 9日 間の講習会で したがよい勉強

になりま した。沖縄に帰 り皆 さんにその話を し

ましたが ,こ の ような方法で ,わ ずかの人数ず

つ本土受講するよりも,講師の先生方を誘致 し

て ,全員に受講 して もらう方が経済的で もある

し,わ ず らわ しさもないと思 い ,当 時 ,政府に

お られた真玉橋 ノブ先生と一緒に民政府に行 っ

て許可を得 ,私が片桐先生の身元引き受け人に

なってお招 きし,沖縄の実情を見ていただき ,

相談にの っても らい ,講師の先生方を御招 き出

来る運びになりました。

1966年 に講 師の先生方をお招 きし 110名 の

方に受講 してもらうことがで きました。その次

からは次々に又講習会が開かれるようにな り ,

本上の新 しい知識が私達の中に直接入 って くる

ようにな り,私はうれ しく足れ ま` した。
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第 3番 目には,昨年春の叙勲を受けた時?恩

い出です。私の人生の中で最高の喜びであり,

名誉な出来事でした。伊敷和枝先生他多数の皆

さんの支えにより,こ れまで私が会の運営にた

ずさわってきたことや ,助産業務の50数年にわ

たる履歴を認めて下さって心から感謝 しており

ます。

助産帰になった当初50数年前,皇太子を拝む

ことが出来たことと今回の天皇陛下を皇居で近

く拝することが出来たこととは,何かしら深い

縁 というものを感 じました。感激でした。最高

の喜びで した。生きていてよかった。あのすさ

ましい戦禍の中をくぐってきて,この数々の思

い出を今一度ふりかえってみました。私が手を

みつめ,又 ,自分の顔を鏡の中でみつめている

と,顔のしわはとれ,若 かりし頃の自分の顔とが

ふっと重なったりして,思いをはせながら30年

の楽しかりし,苦 しかりし,歴史を綴ることが

出来た私の喜びは日で云い表せない位うれ しい

ことです。この稿も何度か書けない,書けない

と思いながらいつの間にか拙ない考えを吉とめ

ることが出来ました。

今後共,会の御発展を祈念 しましてペンをお

きます。
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30周年に当り想うこと

30周 年お目出度 うございます。

日看協助産婦部会沖縄県支部30周年記念を迎

えるに当り,会員の 1人 としてお祝詞を申し上

げることの出来ますことを光栄に存 じます。

10年前の 1970年 4月 ,20周年記念式典運営

委員長として,委員の皆様,会員の皆様と共に

大いに苦労 し,つ つがなく式 典を終えることが

出来ましたことを, つい昨日のことのように想

い出しています。月日の経つのは早いもので ,

更に大きく年輪を重ね,こ こに30周 年を迎える

ことの出来ましたことは誠に感慨無量でござい

ます。会員一同サ大きな喜びを感ずるものと思

います。

しか し,時代の流れは私達助産婦の仕事の上

にも色濃く反映 し, この10年の間に大きな変化

をもたらしました。 10年程前までは,御産の約

50パーセントを取扱 っていた助産婦が ,現 在で

は僅か, 2,3%に減少 し,若い助産婦は,病院

勤務や〕保育園を経営するなど,時代の要請に

添って対応せざるを得なくなっております。根

第4代会長  森 山 シ プ

本的に仕事の内容が変ったわけではなく相変ら

ず新 しい生命イこかかわる尊い仕事に変りないわけ

ですが,収入の面でも,純然たる助産婦の頃よ

り良 くなっているということで, その点でも喜

ばしいことだと思い,若い方々には誇 りを持って

これからも一層,頑張って頂きたいと期待 して

おります。

私はこの10年間に完全に仕事をはなれてしま

いましたが,今は会員の親睦のために4ロ
ムめられ

た月 1回 の頼母 子に出席 して,皆さまにお会

い出来るのを楽しみにしています。総勢25人位

ですが ,古い会員は,健康管理のこと,旅行の

お生産話に花を咲かせ ,こ れまで一生懸命働い

てきた誇 りと自信に裏 うちされた ,ゆ ったりし

た余生を楽 しんでいます。

これか ら先,私達会員みんなで築いてきたこ

の30年の歩みの上に,更に若い力が加わり,多

少形は変化 し乍 らも,尊い仕事,「助産婦」の

会が,益 々発展 していくことを切望 してい ま

す。
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沖縄助産婦協会から日本看護協会助産婦部会

沖縄県支部長としての30年の歩み

第7代会長 伊 敷 和 枝

私が支部長の役割に当たった頃の沖縄の社会

情勢は,多年の念願であった日本復帰が ,昭和

47年 5月 15日 (戦後27年 目)に 決まった前年の

5月 であり,ま さに沖縄全烏が 日本復帰ムー ド

ー色の真只中でありました。

ちょうどその時の当会の動 きも沖縄社会の変

遷を反映 し,日 本復帰の 1年前に 日本酒護協会

助産婦部会への加入が正式に決まり,20年 来の

沖縄助産婦協会か ら日本看護協会助産婦部会沖

縄県支部に名称が変わったのであ ります。当時

(現在 も同 じ),日 本国の助産婦団体は,職種を

ともにするなかで ,日 本助産婦会と日本看護協

会助産婦部会の二つの団体が設立されており ,

沖縄県助産婦会 々員 291名 (昭 和47年会員数)

がそれぞれに分離 し,加入す ることになれば専

門団体と しての組織力に影響するのではと心配

されたのであ ります。 しか し,さ いわいなこと

に分散することな く,会員全体が一つにまとま

った行動をなされたことは本当に見事で した。

このように統一 された行動が出来た蔭には
,

当時 ,会長 ,副 会長の役割におられた,石嶺初

子姉 ,我謝光子姉などが上京 され ,実際に得て

帰 られた情報を基に会員相立の意見 と役員会の

議を経てまとめられたことであり,そ の御尽力

に心か ら敬意を表するのであります。

今に して思えば ,戦 前は ,沖縄県 としてのま

とまった助産婦会はみ られず ,当 時 ,那覇に開

業していた助産婦の集まりを もって,昭 和 6年

に那覇産婆会 と し昭和19年 まで ,代 々産婦人科

医師を会長とした時代か ら,第 2次大戦後の昭

和26年 4月 に沖縄郡島助産婦協会 として ,当 時 ,

軍政府看護顧間 j故 ワニタ・ ワーターワーズ女史

の御尽力により初めての助産帰団体が誕生 したの

であります (沖縄助産婦協会創立20周 年記念誌 ,

1970年 4月 25日 による。)。

戦後の社会情勢のなかで ,沖縄全島の初めて

の助産婦団体の運営は並大抵 のものでなかった

と想像いた します。 当時 ,琉球政府の職責にお

られた具志八重姉 ,真玉橋ノブ姉 ,大城宏美姉

や ,そ の他関係諸氏の御指導をいただきなが ら

会運営の役割に当た られた先輩諸姉が地域助産

婦開業を営みなが らの御苦労の多いお働 きがあ

ったこと,ま た会員相立が「助産婦意識」にめ

ざめた強い連帯感による協力がなされたか らこ

そ今 日の助産婦専門団体 としての基礎を築 かれ

たもの と心か ら敬意と感謝をいた しております9

戦後20年来で ,確実な専門団体 として地域社

会の中で , しっかり根を下 し,こ れか らの沖縄

社会のなかで ,助産婦の役割を確立すべ く時期

に到来 したのであります。 しか し,そ の頃の 日

本の社会情勢は大きく変遷 し,な かで も経済の

高度化による住民生活意識の変容 ,教育熱の高

揚 ,人 口動態の変動などがあげられ ,そ れに伴

う助産婦業務の形態 も大 き く変化 していたので

あります。

ことに ,人 口動態のなかで ,出生率 (人 口対
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千)は ,昭 不「26年 に戦後 最高の 378に 対し
,

昭和45年 223,昭 和53年 191と 漸次減少 して

います。

出生場所の変化も著明で ,病院・ 診療所施設

での出生が,昭和35年 102%で あったが,昭 和

45年 664%と 約 65倍 ,昭和53年936%に激増

し,そ れに伴 う出生立合者別で助産婦によるも

のが,昭和 36年 752%であったのが, 昭和45

年319%,昭 和53年57%に 激減した状況で あ

った (沖縄県環境保健部予防課 ,母子衛生の主

なる統計より。)

そのようなことから,助産婦業務の斜陽化と

評された時でもありま した。

このように,私の役職についた時期は,助産

婦業務の変遷に伴い,専門職としての業務を確

立し拡大していくことが最も必要な大事な時期

でありました。これらは,個 々の助産婦の問題

としてではなく,専門団体としての役割である

ことからして,理事会 ,委員会事項の重点的活

動の目標を「地域社会のなかでの総合保健医療

体系における助産婦の役割はどうあるべきかJ

であった。

そのための「専門団体としての強化」と「助

産婦業務の確立と拡大化」であったのでありま

す。

また ,最 も基本となる問題として検討された

ことは,「 これまでの助産介助を重点とした助

産婦業務より地域母子保健活動を実践し,役割

を拡大 していくために ,助産帰みずから時代に

即した地域住民 (殊に母子)の ヘルスニードに

対応す る技能と態度を備える」ことである。

そのためには「すでに備え持っている,受胎

調節実絶指導員として ,ま た,母親学級講習会

で得た知識や,支部活動としての研修会 ,講習

会,研究会で得た多 くの知識を活用して実際に

地域で活動することである。」ということを助

産帰自体が助産婦業務の変容を認識 し,母子保

健業務を遂行するための自覚と努力の必要性の

喚起でありました。

また,関係団体 (沖縄母性保健協会,沖縄小

児保健協会 ,沖縄公衆衛生協会)な どに,会員

として積極的に加入することや,保健医療福祉

行政機関や団体 (日 本母性保護医沖縄支部)な

どと,助産業務・母子保健業務 。保育業務につ

いての話 し合いや連携をもつことによって ,ま

た,市町村との提携において ,港在する助産婦

の機能を活用するための努力も必要でありまし

た。かつて旧コザ市の助産婦会は,コ ザ市内ヘ

の母子健康セ ンター設置推進の活動を展開 し
,

かなりの熱意と努力を払ったのでありますが j

残念ながら実現に到らなかったという経験 もし

ております。

また,沖縄の地域母子保健医療を多分に荷負

っている産帰人科開業医とのチームを一層強化

し,地域母子保健医療における助産婦の役割を

発揮することが必要とされ,そ のための努力が

なされたのであ る。現在では ,地域で開業をさ

れていた助産婦の方々が ,産婦人科開業医院の

医師 とのかかわ りで活動 してお られるのであり

ます。

このよ うに,沖縄助産婦協会が日本酒護協会

助産婦部会沖縄県支部に移行 した当初 から「助

産婦業務と母子保健活動」 の問題が浮 き彫 りに

されていた頃の ,昭和48年度 ,助産帰部会総会

にあげ られたスローガ ンの一つに,《助産婦活

動の改善を考えよう"が あげられてお り,全 国

的課題 と して取 り組まれていたことがわかりま

す。

なお ,こ れか らの助産婦組織を専門団体と し

て強化するためには ,沖縄県 内の保健婦 。眉護

帰支部との連携 と協力を一 層 ,密 にしていくこと

が ,と て も大切な ことであり,む しる一つの酒

護団体 としての合同化・ 法人化を図ることの必

要性などが審議事項に上ったのであります。 し
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かし,こ れらのことについては,助産婦支部だ

けの課題としては,あ まりにも大き過ぎたので

あります。そこで, 3支 部の合同化に先がけて

日本酒護協会が実施していた,各県支部の連絡

協議をはかるための機関として,昭和49年 11月

2日 に沖縄県支部協議会として設置したのであ

ります。

当初の協議会は ,会 の性質からして決議権と

財産権をもてなかったことから,役員一同大変

苦労いたしましたし,ま た,私 自身,助産帰支

部長を兼ねながらの協議会長の役割は,将来の

沖縄における看護専門団体として,一本化,強

化をはかるための大事な機会であるオ考アてお

りましたので,重責を感 じておりました。

ちょうど沖縄県支部協議会ができた年の日本

酒護協会通常総会の提出議題の一つに,協会本

部,支部の一本化を図った組織改正 (案)が提

出されていたのであります。

しか し,日 本看護協会 (昭 和55年 度会員 224

千余名の団体)の組織改善を図るには,容易で

ないことであり,検討 と審議を重ね,繰 り返 し

ながら7年来の昭和55年度通常総会において
,

やっと決議され,そ して,かねてから「専門団

体の強化,発展のため」に期待されていたこと

が現実に到ったのであります。

現在,当県においても保・助・看支部の合同

化に向けて,支部協議会 , 3支 部の会長はじめ

役員の方々によって準備がすすめ られ,毎 日が

多忙のこととお擦し致し,その労に期しいから

敬頭いたします。

さて,こ のように沖縄県助産婦協会から,日

本看護協会助産婦部会沖縄県支部としての30年

の歩みのなかで ,は っきり確認され,そ して云

えることは,激 しく変貌する社会情勢 ,著 しく

進歩する医学に対応した助産帰の育成のあり方

であります。

医学 ,保健学 ,公衆衛生学j看 護学など助産

婦の専門とする教科は勿論のこと,母子を人間

科学として捕えるに必要な一般教科を一層強化

したヨンも産婦教育制度において,真 に「母子の要

求に対応 した活動のできる能力と,こ れからの

社会に対応 しての業務形態を発想することので

きる能力を合わせ備えた助産婦を育てることで

ある。」そして,母子の存在する地域社会のな

かで,病院・ 診療所等の施設においての活動に

限定するだけでなく,総合保健医療 ,看 護の専

門チームとの連携を確立 し,市町村を中心とす

る社会資源を充分活用しながら,助産婦の専門

的役割を地域の中で充分浸透させ,母子に密着

した活動をすることによって母子保健医療 ,福

祉に尽力することである。

すなわち,地域社会で認められた助産帰の開

業制度を大いに生かした,プライマリーヘルス

ケア的役割において,地域住民に応 じ得る母子

保健活動のあり方を真父」に検討し,実践 してい

くための任務として,こ れからの助産婦団体に

期待される責任は重大であると考えます。

助産婦業務の特性の基本は,リ プロダクショ

ン (生 殖)を中心とした種族の繁栄に直接関連

することであり,人間生命の存在する限り延々

と続 くものである。そ して ,母性の生理的機能

の自然性を合理的に対応する責務は,助産婦に

与えられた役菩」であり,ま た,そ の役割を充分

果たした時に初めて住民 (母子)への対応をな

し得たと評価されるものと思います。

また,思春期か ら更年期にいたる婦人を対

象とした,保健衛生 ,教育活動を施すことによ

って,《人間育成'の基盤となる役割を実践す

ることを果たさせることをも助産婦の専門職の

範疇と考えます。

20世紀の期間も残り少なくなりましたが ,「 助

産婦精神」を発揮 し,迎 える21世紀に向けて頑

張らなければと自負するとともに,現 在,地域

並びに施設において助産婦の役割で活躍 してお
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られる皆様と一層の連帯をもった専門団体とし

て発展させることをa願 してやまないことであ

ります。

昭和55年度日本看護協会助産婦部会スローガ

ンに掲げられた ,

1 助産婦業務の専門性をたかの資質の向上

をはかろう。

1 職務の責任を自覚 し,21世紀にむかって

母子保健を推進しよう。

1 労働条件を改善 し,会員福祉の向上をは

かろう。

などは,今後の助産婦業務の方向をしっかりと

示唆 したものであると考えます。

1980年 代は,21世紀を担う人物の育成が始ま

った年となったわけです。

『 さあ/21世紀の産ぶ声にハッスルする若い

助産婦 さんよ′腕をめ くり上げて頑張って下さ

いよ。』

そして,助産婦の役割を真に理解できる立場

か ら,20世紀の前半 か ら後半を貫 いて頑張っ

てこられた大先輩の助産婦の方々の社会に貢献

して下さったその御尽力に対 し心から敬意を表

し,先輩のたどった業績に自信をもって社会に

提示するととのできる沖縄の助産婦の後継者に

なっていただくことを大いに期待 して,沖縄助

産婦専門団体の記念すべき30年 の記録といた し

ます。

助産婦の個々の皆様と助産婦専門団体として

の限りない発展を心から祈願いた し,助産婦専

門団体の一時期 (昭和46年か ら52年までの 7年

間)の役割をもった責任において稿を終わらせ

ていただきます。

琉球大学医学部保健学科看護学教室
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私 の 戦 後 史

助産婦生活一筋に

◆赤ちゃん 1万余人も

「オギャー」一生命誕生を告げる産声が,産

室いっぱいに響きわたる。その泣き声は,力強

くたくましい。長い人生の第一歩を踏み出した

叫びでもある。本当にこの仕事を選んでよかっ

た。私は新 しい生命に接するたびに,助産婦の

使命と喜びをしみじみと味わうのである。

36年間の助産婦生活で,私が取り上げた赤

ちゃんは 1万 80人。さまざまな思い出がよみ

がえる。台風で屋根が飛ばされそうになった家

でのお産,あ らしのように砲弾が飛びかう空襲

下で,収容所の中で……。この一つひとつの思

い出が,戦前から戦後の助産婦の歩みを語る一

片になると思う。

私は明治 34年 3月 18日 ,大里村字与那原

で父新垣庸功,母 ウトの長女として生まれた。

今から80年前のことである。きょうだいは 3

つ年下の弟庸武 1人だけ。この弟が生まれて間

もなく父は移民となってハヮイに渡った。私た

ち親子は,そのまま父方 の本家に残り,祖父母

叔父夫婦,そ の子供たち大家族のなかで暮 らし

ていた。

祖父庸保は,材木屋を営んでいた。当時の与

那原は商業地で,山原船のほとんどが国頭で伐

採 した材木や薪 (ま き)を積んで,与那原港ヘ

入ってきた。那覇や首里から買いに来た人でに

ぎわい,栄えた町だった。祖父は自分の船を持

ち,手広 く商売をしていた。

父のいなくなった本家での生活は,なんとも

肩身の狭いものだった。すべてが祖父母の管理

の下にあるから,何一つ自由にならない。一番

那覇地区 森 山 シ ヅ

辛かったのは母ではないだろうか。しゅうと,

しゅうとめに仕え兄夫婦に気がねしながら, 1

日中台所で働いていた。ゅっくり座って食事を

している母の姿を,私は一度も見たことがない。

父からの手紙や送金は,母を素通りして祖父母

の手に渡る。手紙の内容どころか知らせてさえ

くれなかった。

◆ 1年遅 れて小学校ヘ

私や弟 も,父のいないみ じめさ,寂 しさを味

わった。鉛筆 1本買うにも祖母にねだり,学校

の遠足でさえ「遊びと同じだ」と言って行かせ

てくれなかった。といっても祖父母が特別に冷

たい人間だったわけではなく,あの時代にはそ

うするのがごく当たり前のこととして通ってい

た。

私が 9歳の時,那覇東町の埋め立て地に旅回

りの動物園がやって来た。母と弟と一緒に,片

道 2里の道のりを客馬車にも乗 らないで,歩い

て見に行った。 トラやニシキヘビなど珍 しい動

物に驚いたが,そ れよりも家を離れて親子だけ

でいられるというのが, うれ しくてたまらなか

った。

このころから私の胸には,進学 してだれにも

頼 らず食べていける仕事を学びたい,と 考える

ようになっていた。もし母が無学文盲でなかっ

たら,父の手紙 も読めたし―中生に頼んで手紙

を書かさなくてもすんだはずだ。もし母にお針

の心得でもあるなら,雨の日まであんなに働か

なくてもよかっただろうに。何か身を立てる仕

事ができたら,あ れ程の哀れはしなくてもすん
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だだろう。グチや弱音を絶対に吐かず,耐える

ことを当然と考えた母。私はそんな母を見て育

った。母は無言のうちに,女の生きる一つの道

を私に教えて くれたような気がしてならない。

だがその時には,助産婦になろうとは夢にも考

えていなかった。

明治 42年 に第一大里尋常小学校へ入学 した。

両親が私の出生届を怠り 1年遅れて届け出たた

め, 9つ あがりである。

◆着物を改良 し和装に

その翌年の 2年生の時,閑院宮ご夫妻が西原

の製糖工場へおみえになると言 うので,私たち

は急にヤマ トスガイ (和装)を しなければなら

なくなった。当時沖縄の進む方向は大和化であ

り,なにもかも,や り方を見習えという考えが

沖縄中に浸透 していた。高貴な方に野蛮なウチ

ナースガイ (琉装)をお見せするのは,沖縄の

恥だと思ったのだろう。どんなことがあっても

和装をするように厳 しく言われた。

着物のそでを改良そでに直し,ジーファーを

取ってピンを刺 した。今まではだ しだったのが

草履をはけという。アダン葉草履 1足 3銭で買

ったのを覚えている。閑院宮ご夫妻をお迎えす

るために,一列に整列 して待っていた。いよい

よおみえになるという時,女の子は前に結んで

いたモスの帯をくるっと後に回し,頭のてっペ

んか らつま先まで大和娘に変身 した。それから

はずっと和装である。

小学 5年になって,あれほど待ちわびた父が

10年ぶりに帰ってきた。だが長い間離れてい

たものだから,私は父に話 しかけるのもなんと

なく遠慮がち,ま たてれ くさくて甘えることも

しなかった。ちょうどそのころ,学校で 2泊 3

日の島尻旅行があった。おゝだんは遠足にも行か

せて もらえないから,は じめか らあきらめてい

た。ところが思いがけずに,父は「私が持って

きた毛布を使いなさい」と言うし,小遣いも余

分にくれる。ああ,父親とはこんなにいいもの

かとしみ じみ思った。

だが,それもつかの間だった。それから数日

後,沖縄に戻ってわずか 3カ 月足らずで,父は

病死 してしまった。 36歳の若さだった。移民

先から帰ってきたのは,病気 したためだったと

いう。父親の愛情がどんなものか,わかりはじ

めた矢先である。私は悔 しくて悔 しくてたまら

なかった。

◆首里区立工芸に入学

父が死んで半年ほどたってか ら,私たちは本

家を出た。母方の祖父が「いつまでもここでク

チャグマイをして,子供たちにひもじい思いを

させるのか」と母を説得 したためだった。いく

らかの金を出してくれたので,母はそれを資本

に材木や薪 (ま き)売 りの商売を始めた。生活

は決 して楽ではなかったが,親子 3人がむつま

じくのびのびと暮 らせた。

小学校 6年 になって,進学するかどうかで思

い悩んだ。だが,小さな体で男に交 じって材木

を担 ぐ母を見ていたら,ど うしても言い出せな

い。あきらめることにした。私より成績の落ち

る友達が,女学校や女子師範に入っている。金

持ちの子はいいな,と うらやましく思ったもの

だ。

卒業式の翌日,担任の与儀喜茂先生が私の家

にみえて「工芸ならまだ間に合う。行かせて下

さい」と母に頼んで くれた。県立高女と女子師

範は既に合格発表もすみ,首里区立女子工芸学

校だけが残っていたのである。先生は「ぜひに」

と念を押 して帰 られた。

母は「できるんだったらやってごらん」と言

う。すぐに富川カメさん (城間祥行泉崎病院長

の母)の ところへ受験の仕方を習いに行き,そ

の足で首里の工芸に願書をもらいに行った。
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よっぽどうれしかったのだろう。行きも帰りも

走ったのを覚えている。途中で雨が降ったので
,

チンヌクの葉 2枚に願書を包んで懐に大事にし

まった。

しかし,訓験は 2日 後に迫っていた。

私は与儀先生の家で 1晩だけ受験勉強をした。

だが,何から手をつけてよいのやらさっぱりだ。

文字通リー夜づけだった。そしてなんとか合格

することができた。

◆実用的な技術を習得

首里区立女子工芸学校は 3年制の女子実業学

校で,首里城の中にあった。首里区立なので首

里出身は 35銭の授業料ですんだが,地方出身

のこちらは倍の 70銭。宮古,八重山の離島や

国頭など全島から集まって,い ろんな人と知り

合うことになった。といっても,ま だ首里出身

の人が半数以上を占めていた。

女子に必要な実用の知識技術やしつけを教え

良妻賢母を養うのを目的とした学校だったから,

国語や数学などの正課目よりも機織り,裁縫 ,

割ぼう (料理),染色,刺 しゅうなどに重きを

置いていた。体操は女に必要ないといって,無

かった。 4年分を 3年で教えようとするので
,

他の学校は 1日 5時間の授業だったが,こ ちら

は毎日 7時間のぎゅう詰めである。

区立とあっては,県立の高女や官立の女子師

範の足もとにはとても及ばない。高女生はお嬢

さん育ちが多かったし,師範生は女教師を目指

す英才ぞろいである。私たちにはとてもエリー

トに見えた。そうは言っても,自 分の学校に対

する誇 りは強いし,ま た意地もある。「女学校

に行ったらチャンプルーも作れない」「頭でっ

かちの師範生」と皮肉っていた。

だが,上の学校に行けるのはまだ恵まれた方

だった。「女に余分な学問をさせると,嫁のも

らい手がない」という悲 しい時代である。那覇

首里でも一握 りの人で,ま して与那原になると

1人, 2人 しかいなかった。

私のクラスは品行方正で通っていたが,どち

らかというと私は暴れ組のほう。休み時間にな

ると,卓球台やテエスに走ったっいつもおてん

ばなことばかりするので,(与那原連隊長" と

いうニックネームをちょうだいした。同級生の

なかで与那城ツル (知念朝太郎医師の妹),宮

里敏 (宮 里栄一一級建築士の母),比嘉オ ト

(比嘉徳太郎元県立工業学校長夫人),真境名

正子,奥原 ヨネ,佐久川カマ ドの 6人だけが生

き残っている。

◆補習科で教べんとる

首里工芸を順調に終えたものの,学校で習っ

たお針や機織 りなどじっと座っている仕事は私

の性には合わない。たまたま佐敷の小学校で ,

教師を探 していることを知った。先生といえば

当時の女性のあこがれの職業である。代用教員

の資格なら持っている。私にもなれないだろう

かと期待 した。

私は―庁ぇ思い込んだら,ま っしぐらに突き進

むところがある。この時も教師になりたい一念

で,母校の小学校長だった外間良義先生を 2日

がかりで捜 し出して頼み込んだ。先生は県視学

になって泉崎に住んでいるというだけで,番地

もわからない。不慣れな町を一軒ずつ訪ねて回

った。何日かたって友人の武原和さん (小那覇

全孝歯科医師夫人)が,「新聞に出ていたよ」

と採用になったことを知 らせてくれた。

大正 8年 ,晴れて私は佐敷尋常高等小学校の

補習科へ代用教員として赴任 した。 19歳の時

である。後で聞いた話だが,就学率が上がり小

学校が増えて教師不足となったため,代用教員

でも勤めることができたらと′い。教えることは

資格者と変わりはないが,俸給で差がついた。

師箱卒の訓導は 15円 ,高女卒の準訓導が 14
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円,工芸卒の代用教員が 13円 だった。

補習科には,私より年上の生徒がたくさんい

た。「先生はうぶだね」とからかわれ,お ろお

ろしたこともあった。地方のことだから貧 しく,

教材の布を持ってこれない。一反の布を 3, 4

人で縫うというありさまで,型紙に使 う新聞紙

すら不足した。だが,こ こで習った技術が役に

立ち,和裁で身を立てた人もいる。

◆ 22歳で見合い結婚

私は 2カ 年間の教師生活で準訓導の資格を得

ていたし,自信 もつき始めていた。大正 9年 に

与那原出身の先生方にひっぱられ,母校の第一

人里尋常高等小学校へ勤務するようになった。

そして 20歳になった私にはばつばつ結婚話が

持ち上がり,母のところへ 2, 3の縁談が来た。

あのころは私と同世代の女性が,花嫁移民と

してハワイやペルー,ブ ラジルヘ海を渡って行

く人が多かった。たった 1枚の写真で結婚を決

意するのである。その写真に写っている男の人

は,皆申し合わせたように背広を着て くつをは

き帽子をかぶっている。すばらしく立派に見え

た。

私にもどうかと来た。ペルー沖縄県人会長の

息子で,金持ちだという。祖父や叔父は「 くら

掛け馬に乗るようなものだ」 (玉のこしにのる

の意)と 勧める。私は即座に断った。母親を投

げだすことはできなかったし,父が移民先で病

気になって帰ってきている。聞くだけで恐ろし

さが先に立った。

結局私が結婚 したのは,県庁の警察部衛生課

に勤めていた生粋の首里ユカッチュ,森山昌宜

だった。私が 22歳 ,相手が 7つ違いの 29歳

士族同士の結婚だった。まだ士族,平民という

意識も社会に残っている時代である。地方にい

てはなおさらのこと。私の体にも役に立たない

気位が染みついて,結婚の第 1条件は士族と決

めていた。

仲を取り持ってくれたのは,家の近くにあっ

た与那原警察署長の平良昌英氏。いとこに当た

る夫のために,常 日ごろから若い娘たちを観察

かつ品定めをし,適当と思われたのが私だった

のだろう。

◆天妃のハプ坂に新居

結婚式は首里士族のやり方で,正式かどうか

は知 らないが,かなり格式ばっていた。琉装の

花嫁になった私は,赤 ,黄,白の紙三枚を重ね

てジーファーで髪に刺 し,頭から黒いチョウジ

ン (朝衣 =芭蕉布で作った礼服)をかぶって顔

を隠 した。首里からお迎えが来ると,か ごに乗

せ られ 4人のちょうちん持ちが先を案内した。

与那原では歩いて嫁入りしたので,珍 しがられ

たものだ。

祝宴の席では「スディクラビ」といって, 1

枚のチョウジンに花嫁花婿が片そでずつ通 し,

並んで座る。その次には 2人で 1つ の膳を食べ

る「ユ レーヌウブン」の儀式。夫の友達が「ウ

マニー (奥 さん)」 と呼んでひやかすものだか

ら,恥ずか しくて顔が上げられない。首が痛い

やら,足が しびれるやらで苦 しかった。その日

は花嫁が寂 しがらないようにと,友達 6人が泊

まってくれた。

翌 日も祝いは続いた。朝早 く集まった花婿の

親類にお酌をして回り,土産を渡す。年寄 りに

はたばこ入れのフウジョウ,女の人にはタオル

若い人には髪油だった。それから実家へ帰り,

その日の夕方,ま た首里か ら天ぶ らを下げてお

迎えが。「 ミッチャのウーエー (3日 の祝い)」

といって, 3日 間祝いが続 くのだが, 2人 とも

仕事がある。 3日 目は省いた。祝いの間は 2人

ともよそよそしかったが,石門通りの岩城時計

店で目覚まし時計を一緒に買いに行 った時,初

めて夫婦らしい気持ちになった。そして,天妃
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近くのハブ坂にある長屋に新居を構えた。

長男の昌親を産む 2カ 月前に,私は教師の仕

事を辞めた。結婚と同時に転勤となった南風原

尋常高等小学校へ,身重の体で通 うのはつらく,

また当時は女教師の待遇は低 く抑えられて産休

もなく, 3～ 4週間ぐらいで出校を迫 られる。

生まれた子供をみてくれる人もいない。このよ

うな現実にぶつかり,家庭に入らざるを得なか

った。だが,い つまでもそのまま取まっている

気はなかった。

◆私財投 した山城先生

それから3年後の昭和 2年 4月 ,私は「山城産

婦 人科付 属産婆養成所」へ入学 した。産婆は

かなり以前から,婦人の職業として一定の地位

は持 っていた し,一生の仕事 とす るには
,

やりがいのある職業である。私は希望に燃えた。

若狭町にあったこの産婆養成所は,明治 43

年に山城正心先生の手によって開設されたもの

である。それまで沖縄には,明治 23年に設け

られた「県立沖縄病院付属産婆養成所」がある

だけで, 1カ 年間実習研修すれば開業免状が与

えられるというものだった。

しかし,ま だまだ取り上げばあさんを頼むよ

うな時代,産婆資格者は少なかった。そのため

助かるはずの赤ん坊や母親が死んでいく。山城

先生は,産婦人科医として黙って見ておれなか

ったのだろう。私財を投 じて産婆の養成に踏み切

られたのである。月謝も取らずに,創立から昭

和 8年に辞めるまで 2百 人の有資格者を育成さ

れたのだった。

夜間の2年制乱 私が入った時には20人ほどい

たが,卒業するまでには半分に減っていた。

ほとんどが若い人で,私が 1番年上。既婚者は

2人だけだった。解剖学,生理学,消毒法など

の難 しい講義が続けられた。会陰部などの図が

出てくると,未婚の人は恥ずかしそうにうつむ

く。だが私は自分のお産で実地の経験もあるし
,

その時は 2男茂 (現豊見城カントリークラブ勤

務)をみごもっていて妊娠 6カ 月の体,図太く

質問もでき,ま た理解も早かった。

山城先生は講義に熱心で,少 しのことでは休

まれない。熱があっても頭に氷のうを載せて,

授業をなきるほどだった。私たちが「休んで下

さい」とお願いしたら,反対にしかられる始末

ありがたすぎて恐縮するばかりであった。

◆看護婦養成所に入学

産婆養成所に入学 して半分の 1年が過ぎたこ

ろ,私は産婆だけではあき足らず看護婦の資格

を取るために,「女子師範学校・ 学校看護婦養

成所」に入学 した。これからは学校にも衛生指

導者が必要だということになり,私が入った昭

和 3年に女子師範の中に新 しく設けられた。ち

ょうどいまの養護教諭みたいなものである。

入学が許されたのは首里,那覇の各小学校か

ら女教員 1人。それに教師資格を持っている人

と県高女,女子師範の希望者となっていた。 1

年制で,入学者は 25人ぐらい。講師として眼

科の仲村英信先生と衛生技士の王先生。名前は

忘れたが県病院の副院長もいた。

覚悟はしていたものの, 2つの養成所の掛け

持ちと主婦の両立は難 しかった。午前中に家事

をすませ,女子師範のはかまに着替えて昼 1時

から始まる授業に出る。それがすむと夕食を作

りにあたおゝたと家に帰 り,今度は和服に帯を締

めて産婆学校へ。目が回る忙 しさとは,あんな

時のことを言うのだろう。子供はしゅうとめが

みてくれたが,二番目の子が 6カ 月にしかなら

ない。授業中にお乳が張り,お なかをすかせて

泣いているのではと心配した。時には教室の後

ろに立って,子供をあやしながら授業を受けた

こともある。

昭和 4年に無事 2つの養成所を卒業すること
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ができた。私が産婆の道を志 した時には,山城

産婦人科と長田紀秀先生の善光堂病院にしか養

成所はなかった。だが卒業 した年に,真境名安

行先生が若狭の愛生病院の中に設立。また昭和

12年になると,垣花の大城病院と糸満の神谷

病院にも設けられ,女子の職業としての産婆の

門戸を大きく開いて くれた。

そして産婆の資格試験に合格 した私は,昭和

6年に若狭町で開業 した。 30歳の時である。

◆お産は産婆だけで

昔のお産はひどいものだった。妊娠中は一度

も診察に来ないで,突然お産だと呼び出される

ことが多かったし,用意もおそまつだった。そ

れだけ妊婦の側に出産に対する知識が乏 しかっ

たのだろう。またいま思うと不衛生な時代で
,

脱脂綿す ら満足になかった。ゆかたなど古い着

物の切れ端を,消毒液に浸 して脱脂綿代わりに

使っていた。もちろん足かけなどは夢のまた夢

だった。

お産は産婆だけで取り上げて,よ っぽどのこ

とがない限り医者は呼ばなかった。それだけに

絶えずいるんな問題がつきまとい,危険も多か

った。「生まれそうだ」と呼ばれて行ってみる

と,妊婦はうなり声をあげていた。内診 してみ

ると子宮は全開大 しているが,骨盤が小さすぎ

て胎児の頭が通 らない。異常だと診断すると,

産婆は医師の指導のもとで行 うのが原則である。

早速 医者を呼ぶように手配 した。

ところがである。妊婦は「大丈夫。もう少 し

したら生まれます」と医者をいやがった。あの

ころの妊婦は健康な赤ん坊を産むのを望む半面

お産の時に医者を呼ぶことは
《
女の恥だ "と

いう矛盾 した観念を持っていた。それに貧乏な

時代だか ら,経済面の恐れもある。私のたった

一言で妊婦は心身共に産みの苦 しみを味わわさ

れたことだろう

私は「このままにしていたら赤ん坊は死んで

しまうよ。お産費用は心配 しなくてもいいから」

とそっと耳打ちして,医者の所へ走らせた。あ

のころは,子供を産む女にとって不幸な時代だ

った。ただ助産婦の使命だけをふりかざ して
,

介助できるような世の中でもなかった。

◆
は
カッテ"に悩まされる

また,時には
《
カッテ" と呼ばれる気の強い

く
取り上げばあさん" |こ も悩まされた。明治生

まれの女の人なら知っているだろう。妊婦が陣

痛で「アキサ ミヨー」と苦 しめば,開 口期もこ

ないうちから力ませてみたり,腹の上に立って

無理に生ませようとする。出産後の消毒す ら知

らなかった。後陣痛がくれば,フ ィール (火ば

ち)に木炭や薪を燃や しi湯たんぽで下腹部を

温めてかえって出血させてしまう。まるで反対

の方法を取っていた。

新生児に対 しても,目 薬を入れてやらない。

リン毒性バイキンに侵されて,ノ ーロー眼にす

ることが多かった。また沐 (も く)浴も生まれ

た時だけ。へそが取れるまでそのままにしてい

たため,へそか らバイキンが入り破傷風で死ん

でいくのも珍 しくはなかった。お、つうのお年寄

りが,見てきたお産や耳学問だけで取り上げる

のだから,無理もなかったろう。だが
《
カッテ

ばあさん"の無鉄砲なやり方には,ただあきれ

るばかりだった。

それにまだある。山ほどあった妊娠 と出産の

迷信にも, うんざりさせられた。安産ではあっ

たが ,初産のためかなり長びいたお産があった。

例のごとくお年寄りが集まって,私にああしろ

こうしろと指示する。そして「屋根の網を切 り

なさい」「かめのふたを開けておいで」と命ず

る。そうすればす ぐ生まれるというのだ。

ある時などは,家に着いたら既に赤ん坊は産

声をあげていた。なぜもっと早 く呼ばなかった
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のかと妊婦に聞くと,「満潮時に生まれれば縁

起がいいので,潮が満ちて くるまで我慢 してい

ました」と言う。こんな送信にまどわされた人

たちに,違 うのだと説明 してやるのも骨が折れ

た。こうして思い出してみると,当時の私たち

の仕事がいかに困難をきわめ,ま た絶えず無知

と闘ってきたかがわかる。

◆ 那覇産婆会が発足

私が開業 して間もない昭和 6年に,「那覇産

婆会」が設立された。それまでばらばらでまと

まりのなかった産婆の親睦と,技術の向上を図

ろうという目的だった。初代会長は恩師の山城

正心先生。中心になって動いたのは,産婆の種

田先生や鮫島ヤス先生だった。このお 2人は
,

産婆のなかではかなりの実力者で名前 も知 られ

ていた。

ある時の集まりで,診察料とお産料を決めよ

うじゃないか―ということになった。いまのよ

うに定められた金額というのはなく,ま たこち

らの方からもいくらとは言わない。患者の分限

によって,随意に納めてもらっていた。暗黙の

うちに,最低の相場は三円となっていた。

だが結局,こ の話はまとまらなかった。とい

うのも産婆といえば,年を取れば取るほど信頼

度が高まる仕事である。経験豊富なベテランの

所には何十円と払い,ま た頼みに行 くのも寄留

商人などの金のある人が多かった。工度種田先

生に「いままでの最高額は」と聞いたことがあ

ったが,なんと百円もあったそうである。百円

もあれば,家屋敷が買えたころの話。あの方た

ちには十円が最低だった。

おそらくはほとんどの人が, 4, 5円 ぐらい

だったのでは。私のような若い産婆は,いいと

こ 3円 もあればよかった。金額のひらきがあま

りにも大きすぎて,話 し合 う余地す らなかった

のだろう。

那覇産婆会は,会長が長岡紀秀,真境名安行

柏常彦の産婦人科の先生方に替わり,昭和 19

年 10・ 10空襲が始まるまで続いていた。

昭和 8年に 3男 昌樹 (現 日本医科大学助教授 )

を出産 した。予定 回は明日だから大丈夫と人様

のお産に行ったら,初産でなかな力拳_ま れてく

れない。一晩中かかって家に帰れたのが明け方。

その 2時間後に息子のうぶ声を聞いた。 1週間

は休まなければいけないが, 3日 で床上げして

診察を始め, 7日 目には無理を してお産に出か

けた。人には体を大事に,養生 しろと口うるさ

く言うが,待 ったなしのお産相手では自分のこ

となど構っていられなかった。

◆ 子供の看病もできず

私 自身の場合はまだいい。平気で無理や冒瞼

もできた。かえって産婆の使命を貫 く喜びさえ

わいた。だが,こ と子供に関 してはどうにもな

らなかった。風邪,は しか,水ぼうそう,高熱

…こんな時に限ってお産があるのだ。そのたび

に,子供を置いて出かけるつらさ悲 しさで,涙

をいくらこば したことか。

忘れもしない。昭和 6年に沖縄中にデング熱

がまんえん,猛威を振るった。わが家でも,私

以外はみんな枕を並べて討ち死にした。子供は

高熱を出して,ひ きつけ (け いれん)を起こす。

この時もやっぱりお産だった。息子は「お母さ

ん」と悲 しそうな声で呼ぶ。私を連れに来た人

は,「す ぐ来て下さい」と待ち続けている。親

として子供のそばについていてやりたいし,母

と子の生命を預かった助産婦の責任 もある。身

を切 られる思いだった。私はす ぐ戻ってくるか

らねと,家を出た。

ところがな丁婦を診察 してみたら,生まれるま

でにあと4, 5時間はある。一度に気が抜けて

座 り込スッで しまった。出直してこようと思って

も,妊婦の家では心配で不安だからずっといて
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くれと拝むように頼む。帰れなかった。産婆と

いう仕事の宿命とはいえ,こ の時ばかりはなぜ

こんな職業を選んだのかと自分を恨んだ。夫に

も迷惑をかけた。子供が夜泣きをするたびに
,

外に出てあや してくれた。 ミルクなんてないこ

ろである。お産が長びくと,妊婦の家におっぱ

いを飲ませに来たこともある。夫はいやな顔一

つしなかった。「安産だといいね」と言う夫の

優 しい言葉と,お乳にむしゃぶりつく子供の顔

を見て,私は思わず目頭が熱 くなった。私の仕

事を理解 してくれたこの夫の看病さえ,十分に

してやれない時もくる。

◆ 自分のお産を教材に

さて, 1例 , 2例 と経験を重ねていくうちに

評判がよくなり, とても 1人では間に合わなく

なってきた。そこで助手を置くことにした。

手伝ってもらうと同時に,独立できるよう技術

を覚えてもらわなければならない。私は末っ子

の武子 (現オース トラリア在)の分娩の際,「 腕

だめ しをしてごらん」と言って,自分のお産を

教材に使って教えた。

お嫁に行ったり独立 したりで次々に助手も変

わったが,大城 トミ,宮里ヤス,備瀬ハル,大

城千代,新城 トシ,与那城春江さんらがいた。

がんばって 1人立ちして くれた時には,わが子

のことのようにうれしかった。

また昭和 10年ごろだったと思うが,働きや

すいようにと和服を洋服に替え, 自転車にも乗

った。洋服や女が自転車に乗るのは,ま だ珍 し

いころである。子供が追いかけ,大 人は仕事の

手を休めて見た。顔から火が出るほど恥ずか し

かった。だが自転車のお陰で,い ままで患者の

家で負担 していた入力車賃が出なくなったうえ

に,す ぐ来てもらえるというので患者は増えて

いった。

それから昭和 10年 11月 1日 に「森山派出

看護婦会」を設けた。入院患者の看護で困って

いる人になんとか役に立ちたいと考えてのこと

だ った。 30人余の看護婦が入会。私の家にも

4, 5人の人が寝泊まりし,ま すます忙 しくな

っていた。

◆息子と最後の別れ

昭和 19年 10月 10日 。空襲が始まるほん

の 1時間前まで,赤ん坊を取り上げるのに奮闘

していた。お産がすんで家の玄関を開けたとた

ん「ガガーン」である。地上からも空からも,

弾が火を噴いて飛んで くる。今思うとままごと

みたいなちゃちなものだが,防空壕へ避難 した。

東町辺りは火の海となり,若狭町大通 りが焼け

ていくのがよく見えた。午後 5時 になるとぴた

っと空襲がやんだので,私たち家族は浦添村経

塚の親類の所へ,火の粉をおゝり払いながら逃げ

た。

経塚では,割 と平穏な日が続いた。私が産婆

だとわかると,い くつかのお産が持ち込まれ ,

また弟嫁の出産で与那原にも出かけたりした。

戦争だからといって,産婆を休業するわけには

いかなかった。昭和 20年 2月 11日 ,紀元節

の日に宜野湾部隊にいる息子に会いに行った。

だがまさかそれが最後の別れになるとは,夢に

も思わなかった。

3月 に入ると,非戦闘員は戦争の邪魔になる

か ら国頭へ行け,と いう命令が下った。既に産

婆には禁足令が出て,県外疎開はできなかった。

私たちは荷馬車を借 りて,名護の東江へ向かっ

た。その時, 1人の妊婦を預かった。親類の娘

漠那 ミツさんで,産婆の私と一緒なら安心と頼

まれたのだった。

案の定,名護に着いたとたん急に産気づいて

しまった。夫と子供を先に行かせ,出産の準備

を始めた。 しか し適当な家がみつからず,納屋

でのお産だった。運のいいことに安産で,母体
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が回復するのを待っていた。そこへ突然,空襲

である。私は赤ん坊を抱き,母親に肩を貸 し,

荷物を背負って命からがら逃げ回った。

◆無事、女の子誕生

何という名前の山か知 らないが,私たちはず

っと名護山と呼んでいた。その山の避難小屋で
,

やっとみんなに追いついた。毎日のように敵機

におびえる日々。死ぬ時は親子一緒にと,私は

神様に祈 った。そんなある日, 1人のおばあさ

んが「助けて下さい」と,私の所へ息せききっ

て来た。

お産だった。この山に産婆がいるというのを

聞いて,や っと探しあてて来たのである。妊婦

は名護警察署に勤務する大山巡査の奥さんだっ

た。「娘の命だけでも救ってやって下さい」と,

妊婦の母親は泣きながら頼む。

私は,す ぐにでもいい返事をしてゃりたかっ

た。しかし,正直言って行きたくなかった。

死ぬのが怖かったのだ。私がこんな所に逃げて

きたのも,命が助かりたいからである。それを

道もない山や谷を越え, しかも砲弾のなかをく

ぐり抜けていかなければならない。私にはとて

もできない。断ろうと思っていた。だがやっぱ

り,見捨ててはおけなかった。

私も命がけだったが,妊婦は 2人の命をかけ

ていた。そして,無事女の子が誕生。感概 もひ

としおだった。私はこの時ほど,自 分の仕事が

人のためになったと思ったことはない。と同時

に,どんなに責任が重いかも知 らされた。ぁれ

か らずっと赤ん坊の無事を祈っていたが, 5・

6年前に親子とも元気でいると聞いて喜んでい

る。

食 うや食わずやの逃避行は,相変わらず続い

た。名護山から羽地へ,そ して国頭の安波へ。

ここではしばらく落ち着 くことができた∪だが

どこへ行っても食糧難は同けで,ソ テッの実が

みつかればいい方だった。 7月 の末だったと思

う。米軍と 2世が部落にやって来て,残敵掃討

するから辺土名へ行けと命令する。捕虜 になれ

と言うのだ。私たちは首里の真栄城敏産婆親子と

ともに,自旗を掲げて安波を出た。

◆4叉 容所で医療に従事

辺十名にはあムゝれるほどの人がいた。間もな

く米軍の命令で,戦前医療に従事 していた人々

が役場に集められた。そして住民の診療に当た

らせるために,各部落へ配置された。私はワレ

ル大佐から,比地へ行 くように言われた。既に

長田紀秀先生が半地に,宮 早浩司先生が与那に

いらっしゃった。沖縄に上陸 した米軍が,ま ず

最初に手をつけたのは医療衛生だったのである。

比地は金網のない収容所ではあったが,部落

の外に一歩でも出ることは禁止されていた。私

は赤十字の腕章をしているおかげで,出入りは

自由だった。お産は少なくわずか 2件だったが
,

脱脂綿や消毒液などは軍診療所からいくらでも

もらえた。

日本が降伏 したと聞かされたのは, この部落

でだった。悲 しみでぼう然としている所へ,マ

ラリヤが容赦なく襲った。私たち家族も全滅。

キエーネの薬はあったが,な にしろ栄養失調で

体が弱っている。たくさんの人がバタバタと死

んでいった。

昭和 20年の暮れになって,長田先生が近い

うち壷屋に行 くと話された。壺屋の職人が焼き

物を作るために帰ったが,今度その家族 も移動

するので医者もついていくという。ぜひ私 もと

思い,大宜味村塩屋にある軍診療所にお願いに

行った。意外にもあっさリオーケーが出た。

職人の家族よリー足遅れて昭和 21年 二月,

トラックで出発 した。私,長田先生,そ して久

茂地の福長先生の 3家族だった。収容所の人た

ちみんながうらやましがって,「女が生まれた

-90-



ら産婆にしよう。男が生まれたら医者にしよ例

と言う。故郷に帰ることは,戦争ですべてを失

った人々の一るの望みだったのである。

◆ ただ働きから解放

私たちは壷屋に入ると, トラックから降るさ

れた。那覇の町はすっかり焼けて,こ こも草っ

原に変わり果てていた。今の壷屋小学校辺 りに

は米軍部隊が,グ ランドオ リオン通りには物資

集積所があった。治安も悪 く,ア メリカのMP

があっちこっちに立 っていた。焼け残った家が

診療所に割り当てられ.私 と長田先生の家族で

同居 した。半年ほどはお産もなく,長田先生の

お手伝いを していた。

しばらくすると疎開者がばつばつ引き揚げて

きて,忙 しくなった。那覇近辺 には,産婆は私

1人だけ,遠 くまで出かけることが多かった。

同業の産婆 も 1人 , 2人と帰 ってきた。だが

医療の統制で,自 由開業はまだできないころで

ある。みんな私の所へ,ど うしたらいいかと相

談に来た。 1番手に那覇に入った産婆 として責

任を感 じた私は,と にか く一度集まってみよう

と持ちかけた。昭和 21年夏 のこと,壷屋にあ

る拝所
《ビンジュルグヮー" で,約 20人が再

会 した。

産婆として働ける方法を説明 した後,名簿の

作成を手がけた。だがそれよりも,お互い励ま

し合えたことが大きかった。みんな似たりよっ

たりの戦争犠牲者で,夫や子供を失い悲嘆にく

れていた時,「産婆の仕事が自分を支えた」と

口ぐちに言うのだ。長男を亡くした私も,全 く

同じ気持ちだった。

当時は米軍の管理下にあるか ら,診療費も分

娩代もただの時代。薬も無償配給だった。昭和

21年 4月 に沖縄民政府が発足すると,病院や

診療所は沖縄側に移管され,医療従事者も公務

員として勤務するようになった。給料は医師 ,

600円 ,産婆 200円 。これでやっとただ働

きから解放されたのである。だが金の値打ちの

ないころで,私の給料は豆腐 2丁代 しかない。

苦 しい生活を強いられた。

◆米 。看講顧間が指導

戦前の那覇産婆会が復活 したのは,昭和 22

年 3月 だった。これまでずっと男の会長だった

が,「 アメリカ世では,女の会の会長には女が

なるべきだ」と米軍から言われ,先輩の小橋川

ス ミさんが会長に選ばれた。私は会計に推され

た。戦後いち早 く会が興こされたのは,衛生材

料や薬品などの配給を円滑に行うのが目的だっ

た。そのため各地区にも,産婆会が次々と組織

されていった。

そしてこれを機会に,全琉の産婆会を 1つ に

まとめようということになった。昭和 25年に

軍政府看護顧門のワニタ・ ワーターワーズさん

の指導助言のもとに,規約委員会と推薦委員会

を構成。設立総会を開く準備が進められた。私

も慣れない定款作りに追われた。

ちょっと話は飛ぶが,ち ょうどこの年に日本

に遅れて「産婆」か ら「助産婦」に改称された。

今まで助産婦という呼び方がなかったわけでも

ない。ただ
《
助" がつくため,産婆の助手 ぐら

いにしか思ってもらえない。だれも使う人がい

なかった。那覇産婆会も新 しく「那覇助産婦会」

に変わった。

さて昭和 26年 3月 ,那覇市久米町に全琉各

地から300人 の助産婦が集まり,「沖縄群島

助産婦協会」が設立されたのである。会長には

久高美代さんが選ばれた。戦前戦後を通 じて
,

沖縄全部の助産婦が集まったのは例のないこと

だった。まだ混乱 した時代で,交通機関もなく,

電話もなく,郵便 もスムーズにいっていないこ

ろである。よくあれだけの人が集まったものだ

と,今さらなが ら驚 く。当時の助産婦の熱意と
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心意気を,わかってもらえると思う。

◆医学の進歩に目覚め

一通りの基礎が出来上がると,今度は助産婦

の資質向上を図るために「再教育」が始められ

た。これも軍政府の命令。直接に指導をしてく

れたのは, ミセスケーザーとミセスス ミスの 2

人だった∩ところがその教え方といったら,ま

るで私たちを未開地の助産婦 ぐらいにしか考え

ていない。消毒法や腹帯の仕方を,繰 り返 し指

導する。沖縄の助産婦の没常識を笑われている

ようで,面 白くなかった。

最初のころは反感す ら抱いていた。 しかし進

むにつれ,やはり私たちがいかに医学の進歩に

取り残されているかわかった。なかでも助産婦

の仕事を大きく飛躍させたのが「血圧測定法と

検尿」,戦前は検尿ができなかったので,妊娠

中毒症 になる人が多かったものだ。この 2つ を

指導 してくれたおかげで,異常妊娠や分娩の早

期発見ができ,どれほどの母と子の命が救われ

たことか。また戦前までは分娩介助のみだった

のが,母子保健まで担当するようになったのも

大きな変化だった。母親学級を 20時間学んだ

私たちは,妊娠初期から産 じょく期までの細か

い指導わすることができた。これでやっと「助

産婦は母と子の命を預かる仕事』と,自 信を持

って言えるようになったのである。

明治 23年 ,沖縄に開業助産婦が誕生 して以

来,なんの進歩もなく,わ くの範囲内だけそ働

いてきた。私自身,千篇一律の仕事から少しも

離れたことはなかった。それが戦争に負けて米

軍占領下に置かれると,急速なテンポで変化を

みた。助産婦にとって戦後の一年は,戦前の十

年,いやそれ以上の重みがあったと思っている。

◆物騒な世の中で……

壷屋の規格住宅から那覇のマチグヮーの近 く

に引っ越 したのが,昭和 24年 5月 。玄関に

「安産の家」と書いて,助産院の看板にした。

平和通 りから開南にかけて今は家がひしめきあ

っているが,あのころは畑のなかの一軒家。家

のなかから与儀の試験場や開南が見渡せた。雨

が降るとガーブサIIが はんらん し,床上 10セ ン

チまで泥海となった。ヤ ミ市時代からずっと市

場の移り変わりを,横 日で見てきたものである。

そのころ,こ んな薄気味熙いうわさがあった。

夜中にお産だと呼び出された助産婦が殺されて

体の油を搾 り取 られた一とまことしやかに街中

に伝わった。食糧不足の時代,助産婦が夜出か

けることが多いので, こんな作 り語も生まれ′た

のだろう。

それだけ物騒な世の中でもあった。米軍人に

女が乱暴される事件が多く,かわいそうに妊娠

する人もいた。私の所へ「おろして下さい」と,

泣きついてきた娘が何人いたかわからない。そ

れも最後の救いを求めてだった。「 トラックか

ら何度も落ちてみた」「柱に下腹部をパ ンパ ン

打った」「「小豆とタコを食べ合わせたら,流

れるというので…」「 1日 中海の水につかって

いた」……・。さんざん自分の体を傷めつけた後

どうしても流産 しないのでせっぱつまって私の

手を借りに来たのだった。

なんとか助けてやりたかった。だが,動産婦

が中絶手術をすることは,医師法で禁 じられて

いる。例え法を破 ったところで,その腕 もない

か ら危険は大きい。あきらめてもらうより外な

かった。信頼できる医者を紹介 してやるのが
,

私にできる精いっぱいの加担だった。

◆産んでいてよかった

中絶を望む人は,犯された人ばかりではなか

った。少 し世の中が落ら着 くと,米軍人の愛人

や特殊婦人が「なんとか してほしい」と訪ねて

きた。ある日,「食べるために仕方なく春を売
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を売っているが,妊娠 して困っている。助けて

くれ」と泣きながら訴えてきた。だが 8カ 月で

は,も う産むより外に道はない。私は「育てら

れなかったら私が赤ん坊をもらうから,勇気を

持って産んでごらん」と諭 して帰 した。

それか ら数年後のこと,その人が再び妊娠 し

て,私の所へ来た。青い目の子供を連れて,沖

縄の人と結婚 したと言う。「本当に産んでいて

よかった。危うく自分の手で,わが子を殺すと

ころで した」と感謝された。あの時私の取った

行為は間違ってないと自信はあったが,その後

どうなったか気になって しようがなかった。や

っと心の底か ら安心できた。

またこんなこともあった。赤ん坊をもく浴さ

せに通っているうちに,母親がポツリポツリと

身の上話を始めた。「夫が戦死 して,女 1人の

手では 3人の幼い子供を育てていけなかった。

軍作業でフィリピン人と知り合い,愛情 もない

まま世話をうけている。背に腹は変えられずそ

の人の子供を産んだが ,死ぬほど恥ずかしい。」

と。

3人の子を餓死させるか,自 分が死ぬか。だ

れも助けてくれない戦争後のことである。子持

ちの未亡人が,涙をこらえて春を売るのをだれ

も責めることはできない。「それでよかったん

ですよ」と,な ぐさめてやった。助産婦の仕事

をしていたために,あの当時死ぬに死ねない女

たちの悲 しみや苦 しみを,幾度となく見てきた

のだった。

◆
くベビープーム到来 "

ところで,昭和 21年か ら22年ごろまで毎

週土, 日曜日は,結婚式が続いた。その翌年か

らが
はベ ビーブーム" である。目の回るような

毎日が始まり, 3～ 4年 は続いた。 1日 に 2,

3人は毎日で,最高 1日 に 5人の赤ん坊を取り

上げたこともあった。

Aさ んの家に呼ばれたと思ったら,次のBさ

んが戸口で待っている。 Bさ んの家に行 くと
,

「まだですか」とCさ んが迎えに来るといった

具合。やれやれこれで帰れると思ったら,家に

も入らないうちに「 Dさ んが来てくれって」と

家の者に言われる。分娩介助のほかに, もく浴

に行かなければならない。診察もする。倒れな

かったのが,不思議なくらいだ。

1日 に 1食 も珍 しくなく,ま る 3晩眠 らない

こともあった。頭がボーッとなって,何 も考え

られない。だが,い ざお産となると緊張 し,全

神経を集中させる。終わると再びグターッであ

る。精神的にも肉体的にも無理を続ける日々だ

った。

助産婦の一番の楽 しみは,その夫婦の希望す

る子供が生まれることである。女 4人の後に
,

男の子が生まれた家があった。「万歳,万歳 J

で,親類が集まって祝宴である。私の手柄でも

ないのに,赤ん坊の父親は「歩いて帰 らせなし」

と,今にも私をおんぶ しかねない様子だった。

ここのお産が終わるのを待ちかねてイライラ

していたのは, 6男の父親だった。「私の所は

今度こそ女だ」と張り切っていたのに,生まれ

たのはまた男の子。お産が多かっただけに,お

産にまつわるこのような哀歓に毎日ぶつかった。

ちょうどこのベビーブームの時に,夫が胃カ

イヨウで倒れた。だが忙 しくて,側についてい

てやれない。お産に行 く途中一度家に寄って
,

窓か ら「お父さんどうね」と声をかけてまた出

ていくのだった。その後胃ガンになって,昭和

31年に死去。私はこの時初めて助産婦を 4カ

月休業 した。

◆小さな生命救って

昭和 27年琉球政府が発足すると,沖縄群島

助産婦協会は「琉球助産婦協会」に改称された。

そしてこの年に,私は那覇地区助産婦会長に選
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任された。会長時代に悩まされたのに,助産婦

の医師法違反がある。この問題は今に始まった

ものではなく,戦前からずっと私たち助産婦の

前に立ちはだかっていた。

助産婦の仕事というのは,「正常分娩 」介助

だけである。異常と思ったら,即医師の手にゆ

だねなければならない義務を課されている。逆

子や双子などの異常分娩,不妊症の人の腔洗浄

や注射を打つことなど許されていなかった。だ

が分娩は,フ タを開けてみないとわからない。

正常だと正確な診断をしても,異常事態が起こ

ることは十分ありうるのだ。

私にもこんな経験がある。まともに頭から出

てくると思ったら,顔面位で出てきた。すぐに

医者を呼びに行かせたが,赤ん坊の心音はSO
Sを打っている。とても待てない。永年の経験

から救えるという自信はあった。私は自分 1人

の手で取り上げ,無事赤ん坊の一命を取り止め

た。この行為が助産婦として許されないことは
,

百も承知。命を救って罪になったら,それでい

いという覚悟だった。

私自身,何度かこんな立場に立たされたこと

があったから,できる限り同業の助産婦をかば

ってやりたかった。だが医者か らの告発や厚生

局の通達があっては,責任上注意をしなければ

ならない。星師法違反をした助産婦の家を訪ね

るのは,つ らいものだった。

ところで,昭和 38年 5月 に「家族計画実施

指導員」の資格を得るために,自 費で東京の墨

東病院へ講習を受けに行った。私の外に宮里志

津子,安里セッ,浜元永子,神里慶子,石嶺初

子各助産婦の 5人である。

◆低い避妊への意識

家族計画というのは,受胎調節つまり避妊の

ことである。戦後,本土ではかなり以前から実

施されていたが,沖縄はまだまだだった∩一般

的に避妊に対する意識は低 く, 7～ 8人生むの

はざらで, 12, 3人 も珍 しくはなかった。ま

た反対に,妊娠 してから仕方なく人工中絶をす

るのも多く, 8回 も掻爬 (そ うは)し たといぅ

人もいた。全く母親の体のことなんか,考えら

れていなかったわけだ。受胎調節で生みたい時

に生むことができれば,い かに多くの女性の健

康が守れることか。健康な母体からは,健康な

子供が生まれる。沖縄の助産婦で,初めて家族

計画指導員となった私たちの責任は重かった。

9日 間の講習が終わった後,私 たちは「国際

家族計画連雷西太平洋如域」の片桐為精事務局

長に呼ばれて,沖縄の実情を聞かれた。おそら

く片桐氏は,沖縄にも家族計画運動を広めよう

と考えていらっしゃったと思う。私たちは「沖

縄には家族計画が必要だ し,そ れには指導員を

もっと養成 したい」と,協力を依頼 した。

しかし,実際に家族計画に手をつけるとして

も,沖縄には優生保護法もなければ母子保健法

もない。かなりの困難が予想された。それに受

胎調節をすればお産が少なくなるので,助産婦

は自分の首をくくることになる。だが母子保健

上どうしても必要なことは,毎 日のように痛感

している。私たちは例え自分の仕事がなくなっ

てもと,積極的に力を入れることにした。

◆ 母子保健指導に意欲

それから4カ 月後片桐氏が来島して,運動の

必要性をねばり強く説かれた。また助産婦協会 ,

沖縄婦人連合会,産婦人科医師会の赤嶺正次 ,

~女
座間弘,川平昌比の各医師,琉球政府の嶺井

ゆりさん,そ の他関係者の人々が集まって,沖

縄支部を設立する話 し合いが進められた。

そして昭和 47年 7月 ,天久の東急ホテルで

設立総会を開き「沖縄家族計画協会」が誕生 し

たのである。会長には,私が 2人のお子さんを

取り Lげて親 と′くとフていた当開重剛氏が就かれ
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た。

たぶんその年の 11月 に開催された,家族計

画の普及大会だったと思う。元東大教授の森山

豊氏は,壇上で「沖縄は 20年遅れているJと

テーブルをたたきながら何度 もおっしゃった。

私は講演後,森山氏をつかまえて「沖縄の助産

婦は戦争に協力 して犠牲者も出しました。終戦

になったら里子に出され,通訳を通 じての勉強

ぐらいで,本土から先生方を招 くことも,ま た

行 って学ぶこともできませんでした」と,不満

をぶちまけた。

森山氏は「責任は私たちにあるな」とおっし

ゃって,帰京後指導員認定の講習会を沖縄で開

くよう手をうってくれたのである。当時琉球助

産婦会長だった私は, 300人余の会員の資格

取得をどうするか困っていただけに,大助かり

だった。

毎年開いた講習会には,「日本家族連盟」の

吉屋吉雄理事長,「 日本家族計画協会」の寺尾

琢磨会長,そ して医学博士の久保秀史氏や荻野

博氏ら本上の最高権威の先生方が来島。お陰で

全琉の助産婦が資格を得ることができ,母子保

健指導に新たな意欲を燃や したのである。

◆研究学会開催を推進

昭和 39年,私は琉球助産婦会長に選ばれた。

63歳の時である。助産婦協会が創立されて 10

年余 り。初代の久高美代, 2代 目当山美津, 3

代目宮里志津子の各会長によって基礎固めはで

きていたから,こ れからは他府県と肩を並べる

ところまで持っていきたい。私は張り切った。

会長時代の大きな仕事は家族計画だったが,

もう 1つ「研究学会」の開催にも手をつけた。

復帰前までは,琉球助産婦協会は日本助産婦協

会にも入れず,孤立状態のようなものだった。

私は日本助産婦協会の会合があると聞くと,自

費でオブザーバーとして参加 したり,静岡や東

京の助産婦協会にも顔を出した。全く井の中の

カワズ,大海を知 らずである。どこでも研究学

会が定着,かえって沖縄にないのが不思議がら

れたものだった。

早速,那覇看護学校の伊敷和枝さんと許田英

子さんに持ちかけ,私たちもやろうということ

になった。また那覇看護学校の照屋寛善校長に

も協力を依頼した。分べんさせてただ出産証明

書を出すだけの助産婦から,脱皮を図ったので

ある。

伊敷さんと許田さんの行動力に引っ張られて

準備を進めたようなものだった。助産婦協会に

公務員助産婦を入れたのは,私が会長になって

からである。「なぜ開業助産婦の中に公務員助

産婦を入れるのか」と反対する人もいた。確か

に実地の方では,経験の多い私たちが上か もし

れない。だが公務員助産婦は専門知識が深く,

いるんな面で習 うべきところは多い。それに日

本復帰の話も出てきている。これからはどうし

ても,彼女たちの力が必要だったのである。実

際,何度助けられたことか。

◆ 病院分娩が主流に

昭和 40年 11月 ,「第 1回沖縄助産婦研究

学会」をおきばうホールで開催。私は会長に任

命された。研究学会が本物になったのは, 2回

目か ら。 1回目の時,公務員助産婦の発表に刺

激されたと思う。開業助産婦として,日 夜業務

のなかか ら研究 したものや体験発表が,次々と

出された。それは,私たちの知識や技術の向上

を図るような資料ばかりだった。

しか し,皮肉なものである。助産婦の意識や

社会的地位が向上 し,さ あこれからだという時 ,

時代の流れは病院分娩へと移っていった。昭和

43年ごろからである。助産院のような個人施

設か ら完全看護の設備が充実 した病院に流れる

のは,無理もないことだった。とうとう来たか
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私たちはこんな気持ちで,こ の曲がり角を迎え

たのである。

というのも,こ の 2, 3年前から助産婦の危

機が間近いことを,会員に訴え続けていた。

昭和 40年上京 したとき,個 人開業に見切りを

つけた助産院が保育所に転業 しているのを,い

くつも見た。当時,東京の助産院分べんは,20

%し かなかった。沖縄は60%の 分べんを扱っ

ていたが,き っといつかはこの波が押 し寄せて

くるだろう。そのときは滅びゆく助産婦ではな

く,生まれ変わる助産婦になろうと,会員たち

と話し合ったのだった。

あっさりと廃業する者,保育園へ転業する者

さまざまだった。が,病院に勤務 したり,協同

で助産院を開業するなど思い切った前進を試み

る人の方が多かった。しか しこれからの分娩は,

おそらく個人病院から大学病院や総合病院へ移

っていくと思う。分娩中や生まれた子供に何か

事が起これば,全科がそろった病院なら右から

左にすぐ対応できるからだ。その時,助産婦は

どんな転換を追られるか。今から案 じている。

◆娘の勧めで廃業

私が助産婦を廃業 したのは,昭和 43年 67

歳の時だった。東京芸大に行っていた娘が「仕

事を辞めてくれない ?」 と頼む。どんなに寂 し

くても辞めろとは一度 も言ったことのない子で

ある。「たまに帰ってもお母さんとゆっくり話

もできない。手料理も食べてみたい」と言うの

だった。私は職業を持つ女として生きてきたが

親として子供たちに接することは少なかった。

私は辞める決心をした。

ところが, これがまたなかなか辞められない。

「私まで生ませて下さい」と来るのである。こ

の妊婦まで,こ の人までと思っているうちに半

年が過ぎた。お産カバ ンがあるから仕事をする

のだと,思い切って助手だった新城 トシさんに

あげた。寂 しかったが, これでいいんだと自分

を納得させた。

36年間の助産婦生活で,た った 1つ誇りに

していることがある,10,080人の赤ん坊を取

り上げて, 1人の母親も死なせたことがないこ

とだ。赤ん坊の場合は,死産もあり,ま た初め

から生きる力を持っていないため助けることが

できなかった例もあるが…。不可抗力とはいえ ,

この仕事をしていて一番つらいときだった。

なにはともあれ,赤ん坊の産声に支えられて
,

この道一筋に歩んでこれたと思っている。

80歳を迎えた今は, 1人暮らしで自由気ま

まに過ごしている。でいご会やユネスコ会に入

り,旅行や福祉活動のなかで残りの人生を楽 し

んでいる。昔できなかったことを,取 り戻そう

と忙 しい毎日である。

私の戦後史

S56年 1月 沖縄タイムスより
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会 員 の 思 い 出

私は女学校卒業後、露領ニコリスクから汽車で

6時間の所で産婦人科をF升月業 している叔父の病

院に看護婦見習として働きにいきました。日本

人の 医者 は叔父だけでしたので毎日お産や異

常産が多く、初めての手術では倒れて介抱され

ました。そのうち慣れて, 1人前に手伝いがで

きるようになりました。

大正 8・ 9年のシベリヤ戦争で引上げて、沖

縄に来ましたが、主人がロシヤ語の通訳で出征

して居りま したので生活に困 り、2人の子供

を両親にお願いして大阪へ働きに行きました。

そこでは兄嫁が産婆として開業 していましたの

で兄の子供の世話人として働きながら昼の 1時

からは土肥産婆養生所に通学 しました。電車の

中でも人目もはばからずカー ドを出して字を覚

えたり、前置胎盤と月合盤早期剥離の鑑別等を覚

えたりで一生懸命勉強 しました。子供を親に御

願いして来ましたので半年で 3回 の試験に合格

し、大阪府の検定試験が受けられることになり

ました。早い方がよいと思い、夜となく昼とな

く勉強 して大阪府の試験に合格 しました。合格

した時は、嬉 しくて泣きました。神様のお陰と

感謝致 しました。昭和 2年 に港区の山本産婆看

護婦会に助手となり、女中もやれば助手もやる

なか、多 くのお産を経験 し、大変勉強になりま

した。 1年位 して先生が胃癌で亡くなりました

ので、大阪の北岡島で開業しましたら、沖縄の

方がたくさん居られま して、お産も多かったので

すが、異常産もたくさんありました。昭和 6年

4月 に主人がシベリヤから台湾に引き上げて行

きました。台湾では、叔父も義兄も開業 して居

思 い 出

那覇地区 屋 我   静

りましたので、大阪同様、多忙な毎日で御座い

ました。

昭和 6年 12月 に次男、昭和 8年に次女、10年

に三男と次々自分でとり上げました。次男の時

は 2日 目から、三男の時は 5時にお産 して 7時

にはもうお産を取 り上げに行きました。お産 も

無事にすんでお茶が出た時、私は 5時に男の子

を生んで来ましたと話 しましたら、びっくりし

て居られました。その頃は 1日 5～ 6人は取り

上げて居りました。

夜の8時から明朝の6時までに 6人のお産があ

り長男と二人で自転車で夜通 し働き、最後に35才

の初産婦が無事出産 した時はとても嬉 しくて、

神仏に感謝しました。 8時に帰って、息着く間

もなく又10時からは沐浴に行きました。疲れて

いたのか、その時、大きな トラックとぶつか り

そうになりましたが、後の人の大声ではっと気

付き命拾いしたこともありました。お産が多い

だけに異常 も多いので、異常産の時助けていた

だく園先生は「屋我と聞いたらビクッとする」

と申して居られました。

戦争で沖縄に引_上 げてからもお産が多く、三

つ回の赤ちゃんも4～ 5人取り上げましたが、

初めて見た時は、声 も出ない位驚きました。大

阪では幸い、二つ国の赤ちゃんは 1人 も取りあ

げませんでしたが、沖縄に来て初めてでした。

また 1人で3度 も双子がお出来になり、6人共、

大変お元気で成長なされて居られiす。たくさ

んのお産を取り上げて、道を歩いて居りまして

も「先生、先生」とお礼をいわれますので私は

産婆と云う立派な仕事をもって、ほんとに有難
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いと思います。苦労 も多ければ楽 しみもいろい

ろありました。80才 になって、沐浴を頼まれま

した時は、 3階を上ったり下ったりで苦労 した

こともありました。やっとのことですまして、

帰りは尺山のおネしを頂いて足も軽くなり、ホッ

としました。この仕事のおかげで子供たちも大

トピックス

学 に入れることがで き、今では一人前の人

間として、人の上に立って働いていますので、

何不自由なく余生を送って居りますが、年をと

るにつれ、足が弱まってまいりますので,若い

皆様今のうちにがんばって下さいませ。お願い

します。

一
 国際的なお、れあいの中で

助産 婦 の 役 割 を 確 認
一

イギリス王室近衛兵楽団の奏でる美 しい音色に迎えられ ,

49カ 国,2,000名 の会員がそれぞれの民族衣装に装いを

こらして ,ブ ライトン・ センターで第19回 ICM(国 際助

産連盟)大会が開かれた。

「これか らの助産婦」をメインテーマに「 クリニシャン

としての助産婦」「教育者としての助産婦」「カウンセラ

ーとしての助産婦」のサブテーマを掲げ,特別講演と各国

から学術集会 ,全体討議 ,分科会に別れての発表と討議及

びフィルムセ ッションが行われた。

会長講演では「明日にむかう今 日の助産婦」と題 して ,

世界の母と子の健康を期待 してこれ らの助産婦のなすべき

ことを力強 く説かれた。

専門を同 じくする者が国際的なかかわりの中で ,専門職

のあり方を追求 し,討論 し,互いに影響を与え合 って次の

活動へ生か していく。そして地球 レベルでの母子保健の向

上をめざす ICM大 会に,沖縄か らは 1名 しか参加 してい

ない。沖縄の ,日 本の ,そ して世界の助産婦の責務を30年

の節目で今一度考えるの も意義があるのでは―・―・・。

日本看護協会 協会ニュースよリー部抜すい

(1981年 10月 15日 )
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私の助産婦生活体験

ある婦人が私のいる病院へ,赤ちゃんを抱い

て来た。この婦人は,日 本の警察官を主人にも

つ台湾の高砂族の出身である。この婦人は病院

でお産をしたが,お産の翌日,赤 ちゃんを抱い

て庭を散歩 しているので,「いけませんよ奥さ

ん,早 く部屋でお休みなさい。熱でも出たら大

変ですよJと びっくりする私に「私達はどうも

しませんよJと平然としていた。 5人 目のお産

で,聞 くところによると上の 4人のお産の時は

川の側に小屋を作り, 自分 1人でお産をして
,

赤ちゃんが生まれたら,川の水で親子が浴びて

家へ帰 ったという。人種の違いは, こうも変る

ものである。この話は,昭和 8年の頃,台湾台中

靖里病院でのことである。

昭和 3年 4月 ,私は台北医院看護婦,助産婦

講習所に入り,昭和 5年 4月 卒業,台北看護婦

会へ入会 した。そして 10月 あの有名な霧社事

件が起 った。蕃地の現住民に各地の駐在所の警

官とその家族が襲撃された。軍隊,警察が出動

して 12月 漸 く鎮圧された。その激 しい攻撃の

続 く11月 ,私達は 3名ずつ交代で救護班 とし

て派遣され,負傷者の看護にあたった。その年

の 12月 ,看護婦試験に合格,昭和 7年 2月 台

中州知事より助産婦免許状をいただいた。

ある日台車にゆられてお産の家へ行ったら,

もう生まれていて着物に包まれた赤ちゃんは
,

あと少 し遅れたら助からなかったと思う。でも

その家は子供が多く,赤ちゃんを欲 しくない様

子だった。又蕃地の山奥から自分でお産をした

人が, ノーロー眼になった赤ちゃんを連れてき

たこともあり,気の毒だった。

八重山地区 宇江城   澄

昭和 9年 11月 家庭の都合で石垣島へ帰郷 し
,

開業 したのが昭和 10年 2月 である。その頃は

診察も受けずに突然お産に呼ばれたものである。

そしてお産の用意も整わず,お産に対する知識

も乏 しかった。力のある人をつれてきて早 くか

ら力を出させるから産婦がかわいそうだった。

難産なので,医者を頼 もうとしても囲りにいる人

は,自分達は経験者だからよくわかるかのように

医者を呼んでもらえなかった。ある妊婦は頭が

出そうになっているのに足のかかとで押えて満

潮時を待っていたこともある。

戦時中,町はずれの 1の橋の西で,夜お産があっ

た。燈火管制で灯 りを気にしながら無事にすま

せたが,翌日沐浴へ行った帰り大空襲にあい
,

敵機を目前にして橋のそばの桑の木
`こ

かくれ,し

がみついて命拾いをしたこともあった。白水山

の避難小屋でのお産,平得の飛行場の近 くで敵

機の爆音と爆弾の落ちる音を聞きながらのお産 ,

馬や馬車で暗い夜道を川平まで 3時間かかって

お産に出かけたこと等を思い出す。途中馬が立

ち止まって進まない。暗やみの中でおそろしさ

におゝるえたこともあった。

戦後脳帯脱出の異常分娩にあったが,医者が

不在 で心配 した。新生児は仮死,人工呼吸を

して蘇生 したことがある。翌日ご主人が私の家

に見え大変喜んでお礼を何度 も言われた時,本

当に良かったと共に喜んだ。波照間や小浜の離

島へ用船 して山里医師と出かけたら涙を流して

喜ばれたことも忘れられない。又台湾出身やフ

イリッピン出身者のお産の時には,言葉が通 じ

ないで戸惑った思い出もある。それからマラリ
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アと栄養失調で死 亡 した産婦がいたし,子病

の産婦をやっとの思いで出産させたこともある。

平得部落では頸部に膳帯が 3回 も巻いていたの

が奇跡にも助かった。隣帯の真結節のお産 も 2

度,早期破水 ,前置胎盤,脳水腫,無脳児,高

令の初産や 7カ 月の未熟児などいろいるなお産

と出会 った。石垣では三つ国の赤ちゃん力ゞ生まれ

牧志先生にお願いして 1カ 月目に治 してもらっ

たこともある。その子は成長 して那覇で手術を

受けて現在幸せな家庭生活を送っている。双胎

お産は 6回 ともみな安産だった。分娩後10日 目に

大出血があり病院で手当をお願いして元気にな

った。台湾からチ皮座真里芳先生が来 られてから

は異常分娩を快く御指導 くださり感謝 している。

昭和 26年頃,八重山で助産婦会が設立され

会長に大浜すゑさんが選ばれ,副会長の任をお

おせつかった時は,電話もなく自転草で走 り回

って用事をすませた。交代の人が出ないまま十

年位勤めた。

竹富,与那国,裏石垣を合わせて 33名の会員

がいたが,講習会が那覇であっても,経費の関

係で行 く人はいなかった。

時代の流れで現在では,八重山病院や私立産

婦人科ができて妊婦は安心 してお産ができるよ

うになり嬉 しく思う。私達,勤務助産婦は,今 日

新生児の保健指導や家族計画の指導にあたって

いる。

せんだって沖縄県母子保健指導家族計画大会

長 より微力なお手伝いにもかかわらず,表彰を

いただき感謝 している。

これまでの 48年間の助産婦生活をおゝりかえ

り,元気な赤ちゃんの産声に喜びをかみ しめて

過 した日々を思うと感無量である。

今,八十才を抑え,老人大学へ通うなど余生を

楽 しんでいる。

●
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助産婦業務をかえりみて

昭和 5年 5月 ,開業 して 50年近く助産婦一

筋に励んで参 りました。過去をおゝりかえって見

ると色々の事が思い浮びます。その中でも特に

私の脳裏に焼きついて居る異常妊娠についてお

話中し上げたいと思います。これは腹腔妊娠の

一例を経験 した事です。

この妊婦が初めて診察に見えたのは, 1947

年 (昭和 22年 )11月 28日 ,年令 40才
,

経産婦,初診診断6カ 月,異常なしとみました。

2回 目7カ 月,心音も妊娠経過とも異常なし
,

更に翌月, 3回 目8カ 月,胎児心音異常なし
,

然 し胎児の位置があまりにも左側によりすぎて

いるので,こ れは確かに異常妊娠に違いないと

思い,専門医の診察を仰 ぐ必要があると思いま

した。当時は,終戦間もない頃で,皆テント小

屋生活をしており,産婦人科の専門医院はあり

ません し,那覇では,奥武山と壷屋の 2カ 所に

診療所が置かれている状態で した。その日は
,

折悪 しく日曜日で休診中で したが,奥武山診療

所の山里先生に緊急で診察を受けることが出来

ま した。先生は,胎児の心音は明瞭であり,胎

児の位置が左根1に寄りすぎているから,身体を

右側位にするように申されました。時間がたて

ば自然に正常になるからとの事で,私自身安心

致 しました。然 しなが ら,何 となく気掛りにな

るので,更に中央病院の院長,長田先生に診て

頂こうと思いましたが,当時は交通の不便な所

で,それが果せないでおりました。

たまたま,他の妊婦のお産 をすまして帰宅する

途中,胎児位置異常の妊婦の親戚の方に出会い

ました。この方がおつしゃるには「当人は本当

那覇地区 小 渡 キ ヨ

に妊娠でしたか」と尋ねられました。私は「そ

うです,妊娠ですよ」とはっきりお答え致 しま

したら,こ の親戚の方が「実は,数 日前,別の

産婆の方に診ていただいたら, これは妊娠では

ない,子宮筋腫です,早 く中央病院の長田先生

に診てもらい,手術を受けた方がよいと言われ

て入院 した。」との事を聞かされました。

この話を聞いて ,私は大変なショックを受け

ました。この産婆は,私の先輩でもあり経験豊

かな方で有名な産婆で した。そのため私は産婆

失格かとがっかりし,どんなにして家にたどり

着いたのか今も思い出すことが出来ません。そ

の頃 20年余りも助産の仕事をしてきて胎児と

筋腫の判別も出来ない様では,と てもこの仕事

は務まらないと自信を失って しまいました。そ

れからは毎日が反省と不愉快な気持で沈んでし

まいましたが,自 分 一人だけの診察結果でもな

く山里先生も妊娠と言われたのだから誰にでも

誤診する事はあると慰め,ど うやら落ちつきを

とり戻 しました。

約 3週間程こんな状態にあった頃,中央病院

の産婦人科の奥松文子主任看護婦が私を訪ねて

来ました。奥松さんに私が気遺っている妊婦の

事を話しましたら,当人は手術を済まして元気

でいるということで した。

手術について病院では,こ れは子宮筋腫では

なく腹腔妊娠であった。長田先生は「小渡さん

はよく妊娠と分つたねJと 言われたそうです。

ほっとしました。大変嬉 しくなりました。誤診

ではなか った。妊娠 ではあ りま したが腹腔

妊娠であったとい うことが始めてわかりま
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した。筋腫と診断されたのも無理もないことで

す。あの産婆に診察された時には既に心音は聞

え なか ったため筋腫 と判断 された と思いま

す。私は自分の診断が正 しかった事に対して自

信を取り戻すことが出来ました。長田先生のお

話によりますと,腹腔妊娠はまれで,千人に 1

人位あると申して居 られました。それで当時,中

央病院に居 られた大田先生は医学会で,こ の腹

腔妊娠について発表されたとのことであります。

私はこの腹腔妊娠 と接 した体験を契機として

助産婦に大いに教訓となった事は
,

1 医師と助産婦が相互に密接な連携をもっ

て母性の生命を守ることが最も大切である

こと。

2.妊娠経過中は,継続 した診察と相談の重

要性を母性に自覚させることが大切である

トビックス

こと。

3.妊婦と助産婦との密接な信頼関係を持つ

こと。

この 3つ の事です。助産婦業務に携わるもの

にとって欠かすことのできない倫理を身をもっ

て体験することが出来ました。その時以来,以

上の 3つ を忘れることなく助産婦の仕事に励む

ことができました。

この度 日本看護協会助産婦部会沖縄県支部30

周年記念誌に投稿させて頂 く機会を得ました事

を深 く感謝申し上げます。これを契機にますま

すこの日本看護協会助産婦部会沖縄県支部の御

発展を心からお祈 り致 します。

― 一 掲 示 板 み て タ メ 息
―

弗→¥333,¥→ 343「これでは生活が苦 しくな

る一方です」
一

。これは復帰の前年 1971年 9

月 1日 の新聞の見出しです。本土へ渡るのにパスポー

トとビザを準備 し,船で本上の港へ降 りると,まず税

関の旅具検査を終え ,交換 レートの掲示板を見 ,ド ル

相場の変動に一喜一憂 し,住民が ドル相場にもっとも

関心の高かった頃です。

あれか ら10年余 ,固定相場制とか変動相場制とか交

換 レートに関心のある人は限られた一部の人だけでは

1971年 9月 1日 琉球新報より
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遠い日の思い出

昭和56年 4月 25日 ,見知 らぬ親子の訪間を受

けました。10年ひと昔と言いますが,30有余年

も前に私が取り上げた親子であることが分りま

した。思えば数多いお産の中でも時たま思い出

される古い古い思い出草の一つでしたが,はか

らずも今 日36年振りにわざわざ訪ねて下さった

親子の心温まる御厚意に我が息子にでも会 った

様な気が して感慨無量でした。のどもと過ぎれ

ば暑さ忘れるのたとえもありますが,私のささ

やかな心遺いが,こ れ程長い歳月を重ねなが ら

尚思い続けて来られたその気持ちに私は只々頭が

下がる思いを致 しまし猛 時におゝれ折りにおゝれあ

の時の身に余る親切を無にしてはと思 う一心に

私に巡 り会える日を心に念 じ乍ら,来る年も
,

来る年 も私の住所を訪ね歩いたとの事でした。

時は終戦 2カ月の10月 25日 深夜お産の依頼を受

けて,かけつけましたところ,産婦は負傷 した

その傷もまだ治ら二 お産の準備もないままに

非難小屋でのお産でした。貴重なローソクの薄暗

い灯の下で,やっと済ました当時の思い出に花を咲

那覇地区 小 渡 キ ヨ

かせました。当時35才だった産婦も今は71才の

自髪の老女,又息子さんは既に 2人の子の親と

して立派に成人された頼 もしい姿を見るにつけ
,

如何に時の流れの久しかうた事かと痛切に感 じ

させられました。当時着せてやる着物もなかっ

た赤ンナ方lこ,ガーゼで作った着物まで着せてもら

った息子と二人揃って今日やっと御礼に上る事

が出来て うれ しいとの事 に,私は只々恐縮す

るのみでした。御主人は妊娠 2カ 月に軍に徴用

されそのまま帰らぬ人になったとの事でした。

私 も戦争で主人と一人息子を失い寂しい老後

ではありますが,長生きしたお蔭でらこんな素

晴らしい方々との巡 り逢いを最上の喜びとして

又40有余年の長い歳月を助産婦としての天職を
,

一人誇 りに思 う次第でございます。顧みますれ

ば私も早や80才に手の届 く老い先短い身,こ の

度 日本看護協会助産婦部会沖縄支部30周年記念

にあたり, つたないペンをとる事に致 しました。

終 りにのぞみ沖縄県支部の御発展を心からお祈

り申し上げます。
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終戦後の思い出あれこれ

その 1

終戦後間もないある日,臨月とも思はれる大

きなお腹を抱えた若い女性が買物途中に急にお

腹が痛 くなったとの事で我が家へ訪ねて参りま

した。早速診察 して見ましたところ,既に分娩

開始の状態でした。住所を聞いて見ましたら「

コザです」との事,そのまま帰すには途中がJとヽ

配で したので,私の方で分娩させました。男の

子でその後の経過も母子共順調でした。多分分

娩後 5日 日頃ではなかったかと記憶 しています

が,そ の当時は水道はなく井戸で助手と二人で

洗濯 しているあいだに,母子の姿が見当りませ

ノし。

「いろいろお世話になりました。これ以上御

世話になるのも心苦 しい」との走 り書きを残 し

たまま。それから数時間助手と二人で方々探 し

歩いたのですが見当らず仕方なく警察に届けま

した。既に赤ちゃんは壺屋の墓地にすてられて

泣いているのを近所の人が拾って警察へ届け
,

その後森山助産婦さんの所に預けてあるから見

に行 って呉れとの事でしたので急いで助手と二

人で出かけました。やっぱり私が取り上げた赤

ちゃんでしたので連れて帰る事にしました。当時

の石原署長から壷屋三四郎と名付けられ,私の

方で10日 程預 って居 りました。ある日警察の方

から母親の確認をしてくれと頼まれ,産婦に面

接 しましたところ,間違いないと言う事で育て

る意志をた Lッ かめた上赤ン坊は母親に引き渡さ

れました。後日,住所もコザでなく安里である

事がわかり,又おしめ一組と着物一枚を持 って

おり始めから計画的であった事に気がつきまし

那覇地区  小 渡 キ ヨ

た。

時は流れあれから36年,そ の後会 う機会もな

い母と子にどうぞ幸せであります様にと祈るの

みです。

その 2

つきぬ数々の思い出の中に又一つ,それは終

戦直後の月の奇麗な晩の事で した。昼間見た妊

婦のお産が夜中になるのではないかと思い,夕

方もう一度診ておきたいと思って出かける事に

しました。昼間は治療所であり又私の勤務場所

でもありましたが,夜は検兵の結所でもありま

した。当地は宜野座村松田と云う所で,丁度部

落の中央にありましたので,そ こを通 らなけれ

ば,つ まり目的の場所には行けないので,ど う

して検兵に説明すべきかと思案 した末,検兵を

私の家の前まで連れて来ましたものの,明治生

れの私に英語が話せるはずはありません。そこ

で窮すれば通ずるの思いつきで英語の単語を 1

つ 1つつなぎ合せて看板を見せて,手振り身振

りで「 ミー, ミルヮイフ, トナイ,ベ ビーポー

ン」と話 して見ました。 2回程も操 り返してい

るうちに,や っと解 ったようでした。検兵はニ

ッコリ笑 って私の肩をたたいて承知 して呉れた

のです。やれやれ助かったとその時はほんとに

喜 しいやら又有 り難いやらで した。日の色の青

さと黒さの違いはあっても,や っぱり人間性に

は何等の変 りのない事を痛感すると共に平和の

有実砕さを永遠にと心から祈 らずには居 られませ

んで した。
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戦禍の中での母親達

第 2次世界大戦は中国大陸か ら始まり,人心

も落ち着かない。健康体の男性は出征 し,妻子

は生活にも困る人々が少なくなった。それで県

は「出征軍人の妻の分娩は無料にせよ。」との

命令で産婆はそれを実行 した。その時,産婆は

疎開該当者でなく,地域住民の負傷者の看護及

び出産を介助するように命ぜられた。

その他のお産ならぬ問題にも度々悩まされた。

出征軍人の妻が不義の妊娠 して,未の帰還の通

知を持 って私の所に来て「どうにかなりません

か。」と泣きつかれたが,当時は生めよ増やせ

よで産科医でも中絶など許されなか った。天皇

の赤子だと妊婦には妊娠手帳で,肉魚を買う特

典があった。

そのうち沖縄に米軍が上陸,艦砲射撃が始ま

り,防空壕の生活となりその中で 4人出産があ

った。目か くしもなくローソクの光で,おえら

方の面前で世にも不思議な場面が展開される。

「殿方は後ろ向きにしていて下さい」と,そ の

人垣でびょうぶ代りにして分娩介助, もしや異

常分娩にでももと,今にして背筋に水を流され

る思い,産湯はもちろん入浴す ら 1回 も出来ず ,

でも4人の赤子達は原始のまま元気だ った。そ

のうちの 2人の産婦は夫が出征中で看護人もい

なく,′と、細か ったと思う。

私の夫は球部隊野戦銃砲隊へ,長女は沖縄最

高司令官中島閣下の筆生 として,長男は鉄血勤

皇隊で,次女以下 4人の子等は実母と一緒に北

部の山奥へ疎開させた。末娘を背にしての介助

であ った。

夕方, トンボ (偵察機)が飛ばなくなると人

那覇地区  知 念 美 代

々はモグラみたいに地下から出て 3回分の食事

の仕度をしていた。首里市長はじめ職員家族が

私の壕にいらした。夫が買い集めた蔵書までマ

キ代 りになり,井戸水も使用不能となって4百メー

トル先のl義側 ||ヒ ージャーから汲む有様だった。

地下生活が板についた頃,砲弾が激 しくなり
,

今にも山もろともくずれそうになり,あ あこれ

で最後かなと声を出す人もなく身を寄せ合 って

神様にお祈 りするだけだ った。軍命令で「ここ

は戦闘地区になるから南部へ立ち退け」といわ

れた。

私はモグラ生活より新鮮な空気ほしさにホッ

トした。救急薬品をかばんに入れて後生大事に

少々の食糧を持 って,産後 3日 の母子達と共に

壕を出たのは, さだかではないが 4月 の木頃だ

ったか,首里城がメラメラ燃えるのを見て世も

末かと急に悲 しさがこみあげてきた。

私の背中の末娘は満 1歳で下痢で弱 りきって

声さえ出ずねむり続けてばかりの砲弾飛び散る

中を照明弾が頭上をかすめる。す ぐ伏せては末

娘の頭をさわって安心 したことを覚えている。

糸満近くの照屋部落のカヤブキの家で しばし

の宿を借りている時 ,県立一中 4年生の息子と

私のいとこ同 3年生が私を探 しに来たので夢か

と喜び合 った。

鉄血勤皇隊が解散になったとの事だ った。

静かでのんびりしている所に戦場から負傷兵

がタンカでかつぎこまれ,いつの間にかカヤブ

キの家は明戦病院と化 してしまった。私の往診

カバンを見て「看護婦さん助けてくイし」と片足無

くした兵隊が夜通 し泣くし,手持ちのガーゼー薬
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品が残り少ないのが何より心配だった。 1カ 月

くらい負傷兵の看護で明け暮れ,更に摩文仁近

くの平安座部落まで来て残酷きわまる分娩に立

ち合った。

20歳の初産婦,分娩 2期 に来て児頭も出かか

っている「ハイキバ リなさい。」 と陣痛と同時

に,産婦の左臀部に破片が飛び込み,出血多量

でみるみるうちに顔面蒼白となり, 脈は弱る。

医師は見当らず,外科的処置も不可能)私はな

パー ト1 岩影の会議

追いつめられて摩文仁の絶壁まで来てしまった

が、敵中突衝皮しょうとして,息子は腹部と肩甲骨

に破片を,私は左足貫通で出血多量に,い とこは

層間に負傷,背中の末娘だけ無傷という状態の時,

海岸で夢のような不思議な場面が日に止まった。

砲撃もなく,軍鑑か らマイクで「戦争は終 り

ました。白い旗を上げて降参 しなさい」との呼

びかけがあり, 日本兵は銃をたたき割 って薪に

し, 飯盆で飯炊きをしているのです。

そこで私達は岩影に身を寄せ会議をした。息

子は「こうなれば国と運命を共にし,自 決すべ

きだ。」と主張し,い とこは「死ぬべきではな

い。」といい,私は北部に避難させた母と子の

身を案 じ「死を思いとどまろう。」と主張,結

局意見は 2対 1で捕虜になることに決った。

隣の岩影には 3人の日本兵がいた。私に「お

終戦前後の思い出あれこれ

すすべもなくただ傷口をガーゼで圧迫するだけ

で,産婦は息をひきとって しまった。

生めよおゝやせよの時代,県や市の戦時政策の

不備,特に妊産婦避難指導のまずさに私は怒 り

を党えよりによって大事な産婦をなくすという

非常な運令のいたずらを体験せざるを得なかっ

た。

(女の気持ペングループ会報特集30年 目の記録

特別寄稿沖縄の声に記載)

那覇地区 知 念 美 代

ばさんどうする?)」 私「子供たちに腹一杯御

飯を食べさせて死のうと思います。」と心にも

ない事を言 った。というのは当時は「捕虜にな

る。」と言えば日本兵による銃殺はまぬがれな

かった。これを聞いて, 日本兵は「おばさん達

はたら腹飯を食って死ぬそうだよ。」と言 って

3人共大笑いしていた。「おばさんマッチない

つヽ。」と言われ, 1箱上げたら, お礼にお米 2

升もらった。「兵隊さんはこんな大事なお米を

下さって,ど うなさるんですか。」と言えば
,

「どうせ死ぬ身。不用だ。」と言 って笑った。

足元に波が寄せては返す岩影で一夜明けた。

神の助けか,友軍の防衛隊らしい27・ 8才位の人

が来て,私に「軍から指令が出て,今死ぬのは

待て/」 と言った。実は一緒に捕虜になろうと

いう意味であった。隣の日本兵が見あたらない

ことを幸いに防衛隊の人と一緒に,わが一行は
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子持ちの私を先頭に,岩影を出て運命の日を迎え,

九死に一生を得た。着のみ着のままの 3カ 月間

の人間の生活にはほど遠い日々が終 り,戦後の

新 しく苦 しい波乱の日が始まる。

家族は10人中,夫は戦死,実母を戦争による

疲労で失い, 8人 となる。

私は昭和21年石川病院へ運よく就職。

石川市は当時,政治・経済 。文化の中心地で
,

色々と便利であった。各地の避難民が我も我も

と石 III市へ来たがっていた。旧首里市,旧那覇

市の住民も多く,配給物資も無償であった。

そのうちに石川病院附属産院が出来てそこに

配属された。

パー トⅡ 楽 しか った石川産院の思い出

故神谷仁清先生を産科医として迎え、 9人の

産婆が 3交代で勤務 していたが,全員が免許を

所持 しているわけではなかった。産婆養成所で

勉学中,戦争が勃発,中断された方が3人もいて、

勤務配置には苦労したが,出産に支障をきたさ成

1カ 月に97人の出産をこなしたと記憶 している。

当時は軍命令で,出産は必ず産院でするよう

にとの事だったので,遠い所からトラックで来

る途中に遂落分娩 し,当 直産婆を手こず らせた

こともあった。ある日は 3人の出産が同時にあ

り, あわてたものだった。

産院と言 っても20坪の トタンぶきの建物で水

道がひかれていたのが何よりも有難かった。

分娩料・入院料とも無料,お手伝さん入れて

11人の職場で,異常分娩だけを病院の神谷先生

にお願いしていた。産婆の給料220円 ,助手180

円で,物価を思えば不満なく,一家の暮 しもマ

ァマァだったが,公務員の給料としては最下位

だった。長女 と長男も文教局で働 くようになり
,

暮 しは楽になっていった。週末に病院の小那覇

先生 (歯科医で故人)の指導で琉舞のおけいこ

がおこなわれるようになり,私は生まれてはじ

めて手を上げ下げし口説を覚えた。

戦後の混乱の中で,夫を亡 くした自分が, も

し産婆の資格がなければどうなっていたか, 7

人の子供たちの行末を思うにつけ,「手に職匂

と言 う昔の格言を身にしみて感謝 している。

パー トⅢ 1947年 7月 産婆の自由開業

ある日突然病院長の神村先生が窓から声をか

け,「貴方は明日から自由開業だ」と宣言され

たので,皆びっくりしたのが忘れられない。「

さぁどうしよううゝ。狭い収容所で診察室なんて

考えられない。それより, 無資格者の問題を…

…Jと 私は頭を痛めた。「こうなれば郷里にて

開業だ。」ということで, 1947年 12月 に産婆

検定試験が行なわれた時には,以前より私のも

とで実習していた方が受験i合格 し,首里に帰

り,焼野ガ原に,民政府に造ってもらったカヤ

ぶきの規格家で開業した。

当時は産婦人科医院がなく)現在の那覇病院

の前身の首里病院があるのみだった。

鉗 子分娩で内科の先生の往診で無事出産 した

事もある。内科の先生が「鉗子分娩は初めてだ

けど成功 したので今後も是非そのつど呼んでほ

しい」と言われたのが印象的ではっきりと覚え

ている。思えばその頃が助産婦としてもっとも

多忙な時代だった。

軍政府看護顧門のワニタ・ ワーターワーズ女

史やケーザー女史の再教育で助産婦業務も向上

し,助産婦部会 も30周 年を迎えますも 35・ 6年

前の事を書きましたが,記憶も確かでないもの

もあると思います。おわび申し上げてこの手記

を終 らせて載きます。
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保育器の役目をしたおばぁちゃま

那覇地区  知 念 美 代

WHOの 基準を下まわる 1000グ ラムの出生

時体重で介助 した児が,国費生として大学を卒

業して,現在,高等学校の教員をしておられる

との事を聞いて,生命の偉大さを感ぜずにはい

られない思いでおります,今にして思えば当時

の母子保健,ま してや未熟児保育については,

医療の発展 した現在において比べることの出

来ないくらい差を感ぜずにはいらぬものでした。

その事例は昭和16年の 10月 ,私 と同じ町内に

住んでおられた初妊婦が診察にみえて,最近 ,

夫と共に大阪から帰沖との事,妊娠 7カ 月にな

っても胎動を感 じないので,大阪では産婦人科

医,産 婆,そ れか ら大学病院での診察の結果「

胎児はすでに死亡 している。早く出した方がい

い。1と 云われたが,母性本能と云うのか,妊

婦はどうしてもその気にならず「 もし本当に死

胎児だとしたら郷里の沖縄に帰 ってからにしま

す。」と云 って処置をお断わりしたそうです。

私の診察の所見は心音は微弱ながら聞こえ る

ので,予定日まで安静にするよう注意しました。

しかし2週間後に実家で陣痛が初まり,無事

分娩させたものの,1000グラムの低体重児で ,

初声も弱く,「木浴 もせず,ガーゼを肌にあてて

1脚旨綿にくるんで,児の祖母の懐にだかせまし

た。当時の未熟児は「体温保持のため 1日 2回

も沐浴せよ。Jとの指導法で したが,私としては

あまりにも低体重児でしたので 1日 1回ガーゼ,

脱脂綿を交換 しました。 3週間めにせ っけも使

用せず,手 早くお湯に入れるだけにしました。

そのご家庭には児の祖母にあたられ方がおら

れ,日 夜,フ トンにくるんで,懐に児をだき懸

命に母乳をしばり出して飲ませるようにしまし

た。やっと生後 3週間後から母乳を吸う様にな

りましたが,しか しその間一般状態は悪く,数

[1チ アノーゼになり,今にも息が止まるかと緊

張の連続でした。

その時,天の恵か,児の叔父様にあたる方が

福岡帝大医学部卒業で,沖縄県立病院に小児科

部長として赴任して来 られたので,チ アノーゼ

のたびごとに,電話連絡で往診して,手厚い処

置,看護により幸いにも無事に,児は危機を脱

することができました。

38年前の事例とはいえ,「育つ児は育つ」と

古老は云われるけれども,父母の愛,祖母の熱

意,当 時の最高医学を学ばれた叔父様のお蔭だ

といえましょう。それに恵まれた家庭環境,亜

熱帯沖縄の自然環境 も大きくプラスになったと

思います。

児の祖母は看護のために 2回 も過労で倒れた

と聞きました。その祖母も最近,90歳余 りで亡

くなられ,御冥福を祈りつつペンをおきます。
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現役時代の思い出

―
・ AЧを,撃4本

―

ミ

私は終戦を台北市で迎 え,翌 21年に戦争の

傷跡をすべてむき出しにしたま のゝ沖縄に引揚

げて参 りました。あれから36年 ,月 日の流れ

は早いもので, 私も80才に近づき感 無量 の

思 いです。が ,人 間は忙 しく,元気で働 い

ている時が一番幸福だとつくづく考えるこの頃

です。

助産婦現役の頃は,助産婦教育委員を永年勤

めさせていただき,私 自身が大変勉強になりま

した。助産婦業務は責任重大で,他人が寝てい

る時間でも一晩中寝ないで夜を明かし,そ の苦

労も多かった反面,他 人の味わうことのできない

喜びも幾度となく経験いたしました。異常出産

に会うときは,いつも心の中で安産を神に祈 り,

無事に赤ちゃんが産声をあげるのを聞いた時の

喜びは,ほかに例えようもありません。この職

をやめようと考えたことも幾度かありましたが

引退するまで続けることができて良かったと思

います。助産婦と云う職を持っていたからこそ

皆様にも感謝されたり,喜ばれたり,その上私

も又幸福感にひたるという体験を持つことがで

きたのだと思います。約 40年余の助産婦生活

にはいろいろなことがございましたが,そ のい

くつかをこ にゝ綴ってみました。

終戦直後台湾でのことです。「お産だJと 呼

ばれましたが,乗物の少なかった当時ですので

自転車で参りました。産家は街はずれの文化村

と呼ばれていたところで した。大きな門がまえ

の家から犬が吠えてきました。急いでペグルを

踏み しめますと,次々に門の中か ら出て来た犬

が吠えながら, 3・ 4匹 自転車を追っかけてき

那覇地区 豊 里 久 子

ます。もうどうなることかと胸は ドキ ドキしな

がらも,必死にペダルを踏んで産家にたどりつ

きました。でも,玄関から産婦のうめき声が聞

えたとたん,犬のことはすっかり忘れ屋内にか

け込み無事お産をすませました。 しか しそれ以

来, この年になるまで,犬はじゃれてきても恐

いものになって しまいました。

1951年 に自由開業ができるようになり,

看板をあげて 10日 ほどたった時のことです。

「お産ですJと 迎えに来た御主人と夜道を出か

けたところ,途中で「もう赤ちゃんが出て しま

った。早 く早く。」と云いながら走ってくる姑

さんに出合いました。当時は電燈のない頃です。

かけつけたとき,産婦は暗闇の中にそのまま放

置されていましたので,急ぎ灯をつけさせ,無

事に処置を終りました。産婦はあまりにもお産

が軽いので,かえって主人と姑を心配させたと

小言を云われていました。私は,元気な赤ちゃ

んが無事産れ,めでたいことだから奥さんをお

こらないで下さいとなだめると,そ れまでの緊

張感がほぐれ,ホ ッとした後は笑い話になりま

した。医学が日進月歩する今日,妊娠に気がつ

くと,妊婦はすぐ病院で診てもらい,母親学級

などに行きますので,一度 も診察を受けずに分

娩することは皆無に近いと思われますが,当時

としてはめずらしいことではありませんで した。

4・ 5年前のある春のこと,留守中に届けら

れた祝いの品に古謝と記されてあり,誰だろう

と考えあぐねておりました。 しか し翌日二本線

入りの帽子をかぶった男子と母親が訪ねてきま

したので,す ぐに 10数年前のことを思い出し
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ました。そのお子さんは末熟児で生れたのです

が,保育器 もない時代なのに家族は病院にあず

けることをきらって,私が保育を引き受けるこ

とになりま した。アメリカの軍人用の水筒を代

用 して湯タンポを作 り,両脇と足を温め,やな

ぎごおりに応ゝとんを敷いて寝台代りに使いまし

た。たびたび体重を計りながらやっと2500
グラムになってから沐浴もさせ,順調に発育 し

ていったのでホッとしたもので した。その後古

謝さんは近所から泊に引越され消息を絶ってい

たのですが,そ の坊やが高校生になったと云う

のです。日の前の立派な姿に思わず目頭が熱 く

なりました。

先だって買物に出かけた市場で久 しぶりにU

さんに呼びとめられ,「先生にお世話になった

子供たち兄弟が揃って国費の医学部にパスしま

した」と嬉 しそうに礼を云われましたので,ま

るで自分の孫がむつかしい試験に合格できたよ

うな嬉れ しい気持になったものです。

この職について間もない頃台湾でお世話 した

子供たちも今では社会の中堅として,各地で活

躍 しておられるとたびたび聞かされます。

このように仕事を通 して得た喜びには限りない

ものがあります。が, この職についていたから

こそ,夫に先だたれながらも3人の子供を育て

なんとか生計を立てることができ,老後の今日

まで楽 しい人生を送る事ができたのだと深 く感

謝する日々を送っております。

トピックス

行 きか う「 ドル」 と「 円」

―沖縄県 ―「通貨交換 」スター ト

27年の アメリカ統治に終止符を打ち,沖縄県として新たにスタ

ー トした15日 ,全県各地で通貨交換が始まった。米施政権下の象

徴であった ドルから円に変わ ったことは県民の日常生活と直結 し

た最大の実感である。

日銀が準備 した円は総額 540億円。県下 189カ 所で紙幣 ,硬貨

に区分けされて ,そ れぞれの推定交換額を輸送 ,円 。ドル交換を

はじめた。各交換所は日銀や地元金融機関係員の指導案内をはじ

め ,1,300人 も動員された警官警備のさなか午前 9時 から交換を

始めた。

B軍票時代か ら4度目の通貨交換を体験 し,や っと 5度 目の27

年ぶりに日円に交換されたわけだが ,施政権の象徴である通貨が

ドルか ら日円に変わった実感とともに 1ド ル=360円から1ド ル

=305円 に減価されたという損失実感の方が沖縄県民の重荷とな

っている。物価上昇への起爆としての意味も伴ってきた。

1972年 5月 15日 琉球新報より
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私 の 体 験

昭和 18年の事,私は東京のある病院に勤務

しておりましたが,当時満洲は皆の憧れの土地

でしたから私も知人と共に夢で胸をおゝ くらませ

ながら満州の土地を踏みました。

チチ′ッレの慈恵病院に看護婦兼助産婦として勤

務する事になり,院長は山口先生でご夫婦そろ

って医者で した。それから 1年後結婚すると同

時に助産所を開業致 しました。

朝鮮人や。満州人のお産も取り上げました。満州人の

お産は分娩がすみますと脳帯結繁をすませ毛布で

くるん竃 沐浴もせず,へそは自然乾燥をまって

脱落 させていま したが,当地の習慣とはいえ

当時は異様に感 じました。

それから終戦 となり, 日本の予期せぬ敗戦の

知 らせと共に満洲 人は暴徒と化し,日 本人の多く

は暴動に会い,着のみ,着のままで追出され 1

箇所に集められ集団生活をすることになりま し

た。その時有る民家から私に往診の依頼があり
,

私は聴診器と腰帯せん とうを持ち産婦を診ま

したら多量の出血で,内診 したら子宮は開口せ

ず,私は,前置胎盤と判断 しました。私の手に

負えるものではないとして病院に運び込もうと

しましたが,そ の頃市立病院はロシア軍に占領

され,個人経営の病院も皆避難 して,ど うする

事 もできず,周囲では満洲人がピス トルを持っ

て,暴発するなど,と ても恐ろしい所でした。

私はどうする事もできず,帰ろうとすると産

婦は命がけで私の裾をつかんで放 しません。が私

も暴徒におそわれそうになり,命からがら逃げ

出して しまいました。非人J情 なことですが,間

もなくその産婦はな くなられたのではないで し

那覇地区  仲 里 静 子

ょうか。私の今でも忘れられない出来事のひと

つです。

それから日本に引き揚げて主人の故郷である

長崎におりましたが,私の兄弟が沖縄で健在と

きき,沖縄へ引き揚げてまいりました。

それから知念地区病院に助産婦として勤務 し

1年後に助産所を開業して,現在は廃業致 して居

ります。

又,双胎分娩が 2組ありました。その子たちも

現在は,社会人として活躍 しております。

こんな例があります。 3回 目の産婦でしたが

4カ 月頃になって往診 して くれとの事で,行っ

てみますと,二粒ほどのぶどう状の血のかたま

りがでましたので,私はぶどう状奇胎と知り早

速病院に運んで一命をとりとめました。

子供の手の指が 6本あり,早速外科医に送り切

除 してもらったこともあります。

又 ,あ る初産婦は陣痛 らしいのが有るとの事

で早速病院に入院 しましたが 4日 間も痛みっぱ

なしでまだ出来ないとの事で私の所へ来ました。

早速内診 したら子宮が開いて居るので相談の上

私が引き受け無事女児を出産 し大変 に喜ばれ

ました。その子が高校生になって,私の家に訪

ねて くれました。当時のことをいるいろ話 しま

したら大変感激 していました。

助産婦という職業のもたらす感動を新たにし

たとだいです。

― Hl―



助産婦志望と動機に就て

私は平良市西仲のわびしい農家に生れ,兄弟

8人で上から2番 目の長女として家事を手伝い

弟や妹のおもりをしながら,小学校 2年生の頃

から5年生まで通学 し,16才 の頃には宮古上布

の繊子として家計を助けつ 成ゝ人 しました。縁

あって西仲の下地家に嫁ぎ 写真結婚 して,大正

14年 3月 兄に連られ,当時大阪タクシー会社の

運転手であった主人のところへ上阪,初 めて見る

大都市文化に驚きました。 (井の中の蛙大海を

知 らず)私は先づ都会生活の知識を学ぶべきだ

と主人と相談の上近 くの個人開業医院に女中を

兼ね看護見習として働きました。 (石の上にも

3年 と言われます),私 も開業医で頑張り,よ

うやく家庭生活や務め先での生活がなれた頃故

郷のことが頭に浮びました。

大正の始めから昭和初年頃にかけては,宮古

は医療機関が乏 しく殊にお産の時など全 く原始

的で母子の不幸が数多くありました。産婦人科

病院は 1箇所もありませんでした。このような

現状に偲び得ず,産婆を志望致 し,主人と相談 ,

理解近協力を得 ,｀ そして「成せば成る何事もJ

と進学を決意致 しました。幸にして昭和 3年 7

月大阪市北区堂島浜町通りの回生病院より入所

許可通知があり大喜びで思わず飛び上りました。

授業準備にそなえ誕生半ばの長女を親元に託 し,

その道の勉強に取 り組みました。主人は玉城村

字富里の大城病院に運転手として勤めていまし

た。院長大城幸之一先生は衆議院議員でもあり

有名な方で,私の毎月の学費と生活費は主人に送

ってもらったので勉強に努力を続けました。処

が学期半年目の冬休み最中,不幸にして長女初子

宮古地区  下 地 シ ゲ

危篤の電報が舞い込み早速大城病院に身を寄せ

ました。その晩,又電報「娘死亡すぐかえれ」

に接し,私はあ 残ゝ念無念すべての自信を失 っ

てしまいました。丁度12月 31日 でした。主人は

先生の年末年始の御挨拶廻 りで唯―の交通機関

である自家用車の責任者,重大な時期で致 し方

なく私 1人で帰郷 しました。長女を亡 して残念

至極, もう産婆の勉強を断念するとの手紙を主

人宛に送 りました。間もなく返事が来ました。

「勉強なかばで断念とは何事つゝ,意志薄弱だ。

何事も水の泡だ, もう一度よく考え直せ。有名

な乃木将軍は明治10年の役で長男,次男共に国

家に捧げられた。胸に手を当て将来に向け如何

に在るべきか考え力強く生き抜暁」云々の返信

でした。親元では父母や兄弟その他の方々から

喜びと激励を受け奮起致 し,な らば最後まで頑

張 って来ますと別れを告げ,上阪の途中主人の

勤め先の大城病院に立寄り,先生にご挨拶致 し

ました。人間味豊かなる大政治家幸之一先生の

切なる慰めと,激励のお言葉に感謝を申し上げ,

始業に遅れ じと再び上阪 して勉強に励み昭和 4

年 9月 には晴れて卒業出来ました。

そうして同年 12月 には大阪府産婆国家試験合

格免許取得,大阪市立産院にて実地研修を終え

昭和 5年 6月 大阪港区八中番屋町山本産院に勤務

昭和 8年 には大阪市北区都島善源寺町 2-24番

地で開業することができたのであります。

今までの長い苦学と修業にもやっと光明が開

けました。大都市で助産婦として腕を磨き自信

満々錦を着て昭和 9年 には多数の方々の出迎え

を受け,懐 しの故郷に帰 ったときは感無量でし
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た。

同年 2月 宮古平良市東仲宗根75番地で開業す

ることになりました。

昭和14年 3月 台湾に渡 り基隆市入船町 1-33

番地で開業,同 16年には大束亜戦争没発,終戦

後の 21年 ,宮古へ引揚げて見ると焼野原で ,

生活難がおそい次々と復員軍人と外地引揚げ者

で,人口は増加, 自給自足の生活状態が続きみ

じめな毎日で した。唐の世から沖縄世,大和世

からアメリカ世へと時代は変 り,米国から救援

物資の配給制度がとられ,衣服や食糧,缶詰類

ポテト等の配給を受けるも,日 々の生活は苦るし

く如何なる世代が来るかと不安な毎日でした。

当時宮古には産婦人科病院 1軒 (友利龍夫先

生)と助産婦は伊是名ツルさんだけで した。

お産は出来るだけ自分達で取り上げる習慣で
,

自分達で取 り上げた後始末やお産の経過がおか

しいと思 った時病院や助産婦に依頼するのが常

で した。問題は生活苦と径済面にあったと思わ

れます。

私は平良市で 2番目の助産婦開業ですが,貧

富の差別なく,研修と体験を以て宮古郡下一円

をフルに活動致 し,絶対に往診を断った事はあ

りません。

その頃宮古は交通不便で道路は話にならない

悪道路で した。時々田舎から馬で往診の依頼を

受けましたが,農家の生れで,乗馬は得意とし

つ ゝも, 3～ 4才位の荒気の馬から振り落され

た事も度々ありました。

世代は次第に変 り生活も豊かになり文化発展

途上に進み,同時にシゲ産婆の人気は沸騰 しま

してお蔭様で不眠不休,猫の手 も借りたい位 ,

馬から自転車へ,そ してオー トバイに次いで自

動車免許を取得 して頑張ってきました。幸にそ

の頃外地引揚げ者で来間島出身の長浜光代さん

と城辺町福里出身の新城 としさんがインターン

生として協力 してくれました。現在 2共助産所

開業,協会員として元気に活躍 して居ります。

1966年 頃,沖縄県では助産婦開業者は 200

名位で,協会長を森山シゾさんが勤められ,宮古

では不肖私が支部長を 4年間勤めました。厚生

局公衆衛生部仲里幸子さんや,そ の他要職の方

々と密接な連携を保ち,全会員の親睦と協力が

組識されて居りました。

処が日本復帰後は国立や県立総合病院が設立

され,宮古でも県立宮古病院が設置され, 5軒

の産婦人科病院があり,従いましてお産の時の

心配は解消されました。那覇地区その他の助産

婦は転職,又は廃業する方も少 くない現状で協

会との連携も自然消減かと心配せざるを得ませ

ん。

あえて私の体験から2～ 3の エピソー ドを述

べてみましょう。

(お産は時を待たず)台風40メ ー トル以上と

の予報時にも必ずといえる程, 2～ 3組 のお産

がありました。

その 1, 或日のこと午前 4時頃,島尻部落か

らお産のため小型貨物車で平良へ向う途中道端

でお産,胎児をか えゝて座っている,産婦に遭

遇 幸に母子共に元気で したが,応急処置を処 し

私の家に連れてきて 5日 間で退院の喜こびを迎

えたこともあります。

その 2, 午前 6時 に愛運丸入港の汽笛が聞え

て目が覚め,15分位後に玄関をたゝく船員の声 ,

出て見ると八重山行のお客が赤ちゃんを産んだ

が本船にはお医者がいないと云 ,ゝ 現場へ急行 ,

母子を処置して無事入院させ 1週間後退院,石

垣へと喜んで帰 りました。

その3,或 る冬の日午前 4時頃,色の黒い海男

と思われる人達 4人が「佐良浜からです」とお

産往診の依頼に見えました。離島か らは運般船

か漁船をチャーターして来るのが普通ですが
,

色々の事情でクリ舟 2隻 を組合せ, 8人 のベテ

ラン漁師とかできた。天気は15メ ー トル以上と
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思われる強風雨,私は「泳ぎは出来ないアンカ

ーです。」と断ったが,男達は「シゲさん大丈

夫ですよ。浜にも後 4人お待ちして居 ります。

発動機船より安全です。」と嘆願する彼等の気

持,煙草を 1本づ すゝすめながらしばらく考え

ました。有名な久松五勇士のことが頭に浮かび

ました。私の命は 1つ ,彼等は母子 2人の命だ
,

「よし」と決意して往診に応 じました。男達 8

人はクリ舟 2隻を組み合せ荒波けって島蔭づた

いに佐良浜港へと力漕,お よそ 1時間半,私は

雨具を頭から被 って座 ったままで,男達は大声

で「シゲさんもう港に着きました。」と云う,

港には 5～ 6人の婦人達が迎えて案内してくれ

ました。丁度大陽が上る 6時には男子安産です。

待ちわびた人々は祭のように大喜びで,「 万才」

防 才」やモーアシビー歌と踊りをしながら「

シゲさんほんとに有難々々」 と何度もお礼を言

われました。多数の人々が港まで見送 り,別れ

を惜んでバイバイする人垣は遠くまで見えまし

た。

さて歳月は流れて早や50年余 り助産婦として

の体験と記録は沢山ありますが,紙面の都合で

エピソー ド2～ 3,を述べました。これまでと

りあげたお産は 1万数千人,医博や歯科医,薬

剤師,電気技士又は一級建築設計士,弁護士 ,

実業家,大政治家等諸々の方々が社会の要職に

就きご活躍中で大 へん敬福 しております。

時は流れて 2～ 30年の今頃,忘れがちの私に

愚然「シゲおば―さん」と呼び止めた紳士の一

声,近寄ってきて握手 しながら「 自分はどこそ

この其の子供です。」と名刺を出し,「ありし

日のことを母から聞いて居 ります。」と喜びの

一駒,感涙日に余るのがありました。「薬艮難辛

苦汝を玉にす」と申します。彼れ曰く「シゲ産

婆さんいついつまでも元気で長生きして下さい。

私のおかあさんですよ。」と大笑………。

私も75才の坂道 を生 き抜 いてきま した。お

蔭様で健康に恵まれ,多 くの人々と知 り合い
,

心のおゝれあいが出来ますことが最大の幸福と感

謝致 し,細々乍 ら今後共頑張る所存であります。
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離島竹富島での前置胎盤を取扱って

八重山地区 中 野   藤

昭和18年 5月 上旬 ,夜半から降り出した大雨

の朝だった。八重山がまだ空襲を受けてない頃

で交通も緊急の場合でもくり舟で石垣島へ渡る
,

又医療 も帝王切開など全然行われていない頃の

話 しである。

戦争もいよいよ酉‖になり国民皆兵を叫ばれて

竹富小学校の校庭では島の婦人部に現役帰 りの

若い教官が,大地はどんなに踏んでも落る者で

はないと言って足踏 し子供のように鬼ごっこ
,

体操 ,手に手にバケツを持ちリレー式送水方の

消火訓練等を行った。激 しい運動ではあったが

皆は明るい気持ちで家路についた。その中には

妊娠 8,9カ 月位の人も4,5人 いた。昨日の良

い天気は一夜のうちに大雨になり,朝 ,裏口か

ら隣りの じいさんが「敏子が一寸変だと言って

います来てください」と呼びに来た。敏子 と言

うのはこの じいさんの養女で 2才になる男の子

が一人居て,夫 は召集されていたが,敏子はす

でに妊娠初期だった。そして先月出血があって

石垣へ行 った事を誰かに聞かされていたので私

は気が掛りで本人にそのことを訪ねると,鶏を

食べたら良くなったへの返事であった。 しかし
,

血だと聞くと同時に稲妻のようにいやな予感が

私の全身を走った。急いで消毒をし内診をする

と子宮口は 1指位開いていて明 らかに海綿様の

胎盤が側面か ら触れる。側在前置胎盤 (一部前

置胎盤)であると診断したので家族を集め「今

度のお産は普通のお産ではない。家族の方は気

を落ち着けて私の言 うことを良 く聞いて実行 し

て下さい。このお産は昨年石垣でお産のため死

んだ○○家の娘と同じです。まず,直 ぐ石垣に

舟を出し,医師を迎えに行 くこと,第 2に親を

助けるため子供は責任を持てませんがそれで良

いでしょうか」 と話 しますと家族の方は「子供

は男の子が一人居 りますので親の生命をお願い

しますと言う。午前10時頃,4人の男がくり舟

を出し石垣へ医師を迎えに行きました。が ,ま

もなくして大雷雨です。島の人たちは大変なお

産 と知 って心配し爺婆を始め伯父 ,伯 母,従姉

妹 と島中の人々で家は溢れている。私はどうし

た ら止血が出来るかと考え,脱脂綿に糸を付け

沢 山のタンポ ンを造り消毒 し前腟寄隆部 ,後腟

有隆部に全部腟一杯固 く詰めた。子宮の収縮が

来 る度に出血がタンポンを通して出てくる。興

奮剤に泡盛 ,水 ,砂糖を交ぜ少 しづつ飲ませる。

陣痛は小さくつぎつぎと くる。私は学校で教そ

わった事をいろいろ施 しながら自分一人必死で

考え沢山集まった人声等耳に入 りません。タン

ポンを通して出血は続 くのに,午後 2時になっ

ても医師は未だ見えません。そうだ止血剤を打

って見ようと思い止血剤を lcc診療所から持っ

て来てもらい打ちました。効果てき面出血は止

まった。不ムは心が明るくなり「敏子 さん貴女は

助かるから安心 して頑張りなさい」と力づけた。

タンポンも取って食物を少 しづつ与え陣痛も強

くなり児頭の下降で出血もな くなった。雨も止

んだ。が石垣からの人は未だ見えない。午後 4

時20分男子を娩出した。 もちろん死産だ。胎盤

が出て調べるとき位は黒 く変色 している。先に

剥離 した所と示し,又胎児の勝帯は胎盤の中央

の厚い部分に付くのが普通だけど胎盤辺縁か ら

卵膜にかけて付着 して居るのも異常であると説
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明すると皆納得 し感謝していた。お産が済んだ

頃 ,医 師一行も見え ,親が無事であることを見

て喜んで下 さいました。

このお産の最中に竹富小学校の校長先生と若

い教官がお見舞いに来られ,昨 日の激 しい運動

が大変なお産になったと島中の人から非難を浴

びせ られ,運動が原因で難産になったのかと ,

皆の前で助産婦の私に問われた。私はその原因

は本人が持っている胎盤の異常で運動 したから

ではありませんと答えると,校長先生は母親の

無事なお産を祈って「有難 う」と帰って行かれ

終戦から4年経った頃 ,台湾からH先生が石

垣にお帰 りになり,産婦人科を開業なされた。

といっても現在の様に開腹手術等は行われてい

ない頃です。その頃竹富町黒島の伊古は漁業を

営む41世帯程の集落でした。

4回 目の分娩であった。すでに双胎と判り浮

腫があるので石垣のH産婦人科に診察に行 く事

を話し合おうと思っている矢先だった。 S25年

5月 5日 の真夜中に呼ばれた。器械の消毒をす

べくお湯を沸かさせなが ら診察の準備をしよう

としたら,な にも手を付けないうちに第 1子 が

自然に自分一人で生まれると同時に第 2子の上

肢が飛び出した。私は内廻転を試みようかと考

えたが産婦があまり丈夫でない事を思い,産婦

の夫にその場で石垣に舟を出すように命 じまし

た (舟 といってもくり舟 )。 午前 2時でした。外

上肢脱出で子宮破裂を免れたお産

八重山地区 中 野   藤

ました。夫が戦死 したので敏子さんは再婚 し
,

6名 の親になり,先 日あまり豊ではなさそうだ

が元気な姿を見受けました。その時,走 り寄 り

産婆 さんこれ車賃にして下さいと200円 をくれ

ました。彼女はどんなに心から思 ってくれたの

だろうかと考える時 ,私は 200円 が黄金の様に

尊 く思いました。

離島竹富で医者 もな く, 不 自由な中を側在

前置胎盤を若い助産婦一人で奮闘 し,産婦を疲

労させずに取り扱った40年前の懐 しい思い出は

忘れられません。

陰部の消毒をし,脱出肢をガーゼで汚れないよ

うに包み ,T字帯をし,病院に行 く準備を し
,

産婦には親子 とも無事に お産をさせてもらう

から心配せず痛みが来ても力まずに静かにする

よう指導 し,母体を側臥位に した。第 1子の沐

浴もすまし,石垣へ行 く準備も整え終っても舟

の用意を命 じた夫は 1時間して も2時間たって

も姿をみせません。産婦の母親に隣り近所の人

を呼び掛けてもらいました。夫は10人 目のお産

で産みきれず死亡 した自分の母親の事を思い出

し震え上がり,腰を抜かして隣で座り込んでい

たそうです。

伊古部落で一番大きいくり舟で産婦をタンカ

で連び舟に乗せ ,母 親,私 ,漕手の 3人 で伊古

の浜を出た時は東の空が白み初めでました。産

婦に力んではいけないと励ましながら,一刻も
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早 く着 くように ,無事であるようにと祈 りまし

た。漕手も一生懸命です。半分の距離を行った

頃 ,石垣からの唯―のモーター舟に出逢いくり

舟を牽引 してもらい,石垣の浜に着いたのは学

校生徒や通行人の慌ただしい姿から推 して出勤

時間の午前8時頃と思います。一足先に病院に

お願いに行くか ら貴女方はタンカで静かに連れ

て来て下さいと言って走りに走った。ところが

H病院では先生はお留守だった。登野城小学校

のPTA会 長であられる先生は5月 5日 の子供

の 日の為 ,子供さんを連れて市井の電柱にR占 っ

てあるポスターを見廻りに行かれたとのことで

す。奥様に「横位で上肢が出て来ていますので

手術になるかもしれません |と 伝え,器械の消

毒をお願いしましたら心よく応 じて下さいま し

た。産婦は玄関で担架に寝かせたままです。陣

痛は少 しづつ強まってくる,が ,痛 みの時は□

を開けて力まないようにと励ましなが ら先生を

待ちました。が,午前 9時になっても先生は帰

られません。先生の行きそ うな所に電話を した

りして ,や っと捜 してもらいました。奥さんの

弟さん (外科の I先生)の所に居 られた。

私は上肢脱出で黒島から参りましたよろしく

お願い申し上げますと述べると,先生は腹が減

っては戦さは出来ないとおっしゃり食事に行か

れた。時計は10時です。次第に痛みは増 して来

ます。居ても立 ってもおれない気持ちで只 ,只

もう産婦の無事を祈 りながら待つしかありませ

ん。やっと10時半頃白衣に替えて分娩台に産婦

を乗せて診察なさった先生は,こ れは手遅れだ

とおっしゃいますが,私は,玄関で 3時間半も

お待ちしていましたと,お願い申し上げたとこ

ろ,それか ら産帰に麻酔をかけて胎児の内臓摘

出が始まりました。嵌頓した横位脱出で汗だく

です。奥様は側で先生の汗を拭いてあげておら

れます。胎児の腹部内臓が取り出されて胎児を

2つ に折って取り出された。ああ,や っと子宮

破裂をまぬがれた。助かったのです。祖母に抱

え られて連れてこられた第 1子 は元気です。 2

週間位で退院 しました。 2年位は弱かったけれ

どその後 S28年 ,S30年 に男子が出来 ,現在は

64才 で孫に囲まれながら石垣市の中央市場で魚

を売って働いています。今ならヘ リコプターを

使用したり,又施設で直 ぐ帝王切開したりして
,

第 2子 も助かったかもしれません。

彼女は「産婆さん 5月 5日 は絶対に忘れませ

んよ」とニコニコしなが ら合うといつ もお美味

い魚をくれる元気な○○○○さんです。

31年前の無医村地区の離島黒島での懐 しい思

い出のお産です。

/

ヤ

V
▼
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骨盤位についてのたのしい思い出

八重山地区  大 浜 サ ダ

私が助産婦を開業 して, 5カ 月日の午前 10

時頃,突然男の人が訪ねてきて,「家内が産気

付いて居りますか ら住診 して下さい。」との事

です。自転車で私の家から半里程の所で した。

産家に行き,産婦を見たら,一見大変健康そう

でしたので,安心致 しました。私は外診をし
,

更に陣痛が規則的にあるので,消毒をして内診

を しました。ところが児の臀部 が先進 してい

るので ,さ てさて異常分娩だと思い,私独 りで

は心細いので「産科医立会の下でお産はしまし

ょう。心配する程の事ではありませんよ。」と

産婦に安心させ,私は産科医をお願に行きまし

た。ところが先生も患者でお忙 しい御様子で
,

「先生は患者がすみ次第行きますか ら,其の間

は助産婦が産婦を監視するように」との事で し

た。私が産婦の陣痛状態を監視 していると,間も

なく陣痛は激 しくなり,児の先進部は段々と下

降 して,破水と同時に児の臀部が露出しました。

私は尚一層緊張 して「よし,自分は助産婦とし

て,頑張らねばいけない。」と自己に言いきか

せ,先づ骨盤位分娩機転を頭に深 く描き注意に

注意をし,児体を清潔なタオルで包みました。

さて児頭娩出も大成功 し,児は元気で娩出しま

した。本当に,本当に此の喜びは筆や日では表

現できないもので した。間もなく,胎盤 も正常

に娩出 し,出血もなく無事,分娩は終りました。

産科医が見える頃には,な んの異常もなく,お

産が済んでいましたので,先生は私を大変誉め

て下さいました。私は助産婦として自分に自信

をもち,一歩進んだ技術を獲得 した喜びを感 じ

ました。このように心の底の喜こびを持って働

いていますと,職業上の大きな幸を持ってまい

ります。 46カ 年間の助産婦生活の中には,色

々と楽 しい思いでが数 多 くあります。双胎分

娩の成功,顔面位の成功,大出血の救急処置の

成功等,助産婦の職責の重大さに誠心誠意努力

を重ねました。心の喜びと幸を深 く深 くかみ し

めながら老後の楽 しみとし,取 り上げた子供達

が社会に役立つ立派な人間になって欲 しいと願

うものです。

-118-



助産婦業務をかえりみて

助産婦業務を戦前の産婆開業時代と戦後の助

産婦時代に分けて書いて見たいと思います。

私の産婆開業当時 (昭和初期から19年 まで)

は産めよ増やせよの家庭分娩の時代で御座いま

して正常妊娠,分娩,産褥及び新生児取 り扱い

は開業産婆の業務でありました。異常分娩とな

れば産婦人科の先生方に往診をお願いして業務

の遂行をはかっておりました。

このようなことは当時,世間一般の常識でも

ありました。それで異常分娩の時は先生方も昼

夜を問わず往診を受付けて下さいましたので開

業産婆も安心 して助産業務に従事する事が出来

ました。当時の妊産婦は明治生れの大正育ちで

すので年輩の方からお産は病気ではない,自 分

で妊娠 したんだから自分の力で産むのが当然だ

と常に聞かされ,注意されて居るので分娩取 り

扱い上プラスの面も有りましたが開口期,娩出

期を問わず力ませ,娩出期に陣痛微弱となりこ

まった事 もありました。

そこで聴診器をたよりに産婦に食事を与え体

力を付け,腹部を温め子宮の収縮をうながし,

無事にお産を済ませた事 も度々でした。当時の

服装は主に琉装と和装の時代でおしめも古いゆ

かたでつ くりました。又開業産婆も往診には和

服姿で人力草を利用 した事が想い浮ばれます。

昭和 6年に産婦人科医師のお力添に依 り那覇

産婆会が設立されまして,会長に産婦人科の先

生が就任され副会長其の他役員は開業産婆の先

輩方が担当し運営 して下さいました。

昭和 19年 と云えば戦時中で和服がモンペに変

り品物も配給制となり,妊産婦 は妊産婦手帳で

那覇地区  石 嶺 初 子

特配を受け開業産婆も組識を通して衛生材料等

受取 った事など記憶に残 って居ます。

月日が立つにつれ戦は,は げしくなり住民は

本土疎開,医師,産婆は上司の命によりそれは

許されず地方に避難する事になりました。避難

の先々で空襲時灯火完制下 も身の危険をわすれ

ての業務従事でal座いました。

戦後の助産婦時代, 1947年 皆さんも御存 じ

の産婆自由開業となり,私 も避難地漢那産院に

勤める事になりました。其の時まで地元民に産

婆資格者がなく無知な取 り扱いだ ったらしく,

私はとても重宝がられ衣食住にもことかかず ,

ほんとに助産婦資格を身につけてよかったと痛

感せざるを得ませんでした。避難地漢那でも人

口密集のため妊産婦が多く,本籍地那覇にも帰

えれず 4カ 年間務め 1950年那覇に移転開業致

しました。

其の後産婆の名称が助産婦に変り地方の産婆

会を統一 して 1951年に琉球助産婦協会が設立

されました。

医学は日進月歩 しておりまして治療医学より

予防医学に進み,助産婦 も資質向上を目指して

厚生局医事課と助産婦協会共催で 2回 にわたり

再教育が実施されました。以後開業助産婦も血

圧測定,検尿等業務上取 り扱 う様になり,妊娠

中毒症を防ぐ事が出来ました。戦前の業務の分

野では血圧測定,検尿もないなかで重症患者に

も逢わず無事すごした事を考えると背すじの寒

くなる思いが致 します。

昭和38年厚生局より財団法人日本家族計画連

盟による家族計画実施指導員認定講習会の通知
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が有 り,東京の墨束病院で 9日 間講習を受けて

きました。メンバーは,宮里志津子,森山シゾ
,

神里慶子,安里セツ子,浜元永子,石嶺初子の

6名でした。昭和40年財団法人沖縄家族計画協

会設立 ,し , 2回 目は東京都に於て 9日 間の日程

で,費用は西大平洋地域連盟より出費され,田

代文子,古堅キヨ,小嶺光子,嘉数美津の諸姉

が受講致しました。

昭和41年 と昭和42年 2回財団法人沖縄家族計

画連盟による認定講習会が若松ホールに於て開

かれ,全会員が家族計画実施指導員としての資

格を修得致しました。助産婦の資質の向上は致

したものの,世の移り変 りと申しましょうか病

産院での分娩取 り扱いは増加 し,開業助産婦の

分娩取り扱いは減少 して参 りました事は誠に遺

憾に思います。 しかし分娩取 り扱いだけが助産

婦業務ではなく母子保健指導で道は開けると思

いますが,今のところ母子保健指導料が少ない

のではないでしょうか ?,

沖縄助産婦協会も会員の皆様の御協力に依り

まして日本看護協会助産婦部会沖縄県支部とし

て前進致 しました。之に従 って今後の助産婦業

務の確立をお若い会員の皆さんにお願い致 しま

す。

トピックス

い ま 祖 国 に 帰 る‐

一 変 わ ら ぬ 基 地 ,続 く苦 悩 一

沖縄の復帰を告げるサイレンと汽笛が 15日 午前零時を期 していっせ

いに鳴り響いた。47番 目の「沖縄県J発足の一瞬である。沖縄統治最後

の最高責任者として君臨 してきた高等弁務官・ ランバー ト中将は午前

零時10分嘉手納基地か ら東京経由で帰国 し′た。「沖縄の核を抜いたJ

とのロジャーズ米国務長官の書簡 も発表された。政府は「国家の慶事」

として那覇と東京で復帰記念式典を開催するが,県民の心は重い。極

東―を誇る嘉手納米軍基地をはじめとした基地は存続され「太平洋の

キース トン1に なんの変化 も見られないからだ。同時に日本国民とし

ての主権を回復 し,平和憲法が適用されたとはいいながら,屋良初代

県知事がいうように「完全な解決への第一歩」にはかならない。政府

は「国家の慶事」としているが,新生,沖縄県づ くりの前途は自衛隊

の配備,公用ナ也法に基づ く土地の強制収用,本上の大資本による攻勢

を受けながら他県との較差を理めるため経済基盤づ くりと課題は多く,

多難である。

1972年 5月 15日  琉球新報より
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私 の 体 験

昭和■年 5月 19日 ,23時 頃,比 島ダヴァオ市 ,

T病院勤務中の出来事で ,昼の子宮外妊娠の手

術や分娩介助 ,病棟勤務の疲れに明日のスタミ

ナを養う如く,床に就いて間もなく,夜勤のナース

に呼び起こされた。Drの指示との事「日本人の

急患か」と,何 か悪い予感に胸さわぎしながら分

娩室まで行 くと,分娩室入回の ドアの所に 1人

の男の人が泣きはらした目をして立っている。

直感で ,日 本人だなと思いまして「どうしまし

た ?」 と尋ねると,思わず私の手をとり,「 先生
,

助けて下さい。家内が……」と泣 きすがりまし

たので「おちついてしっかりしなさい ,」 と言

いなが ら分娩室に入 りました。分娩台には 1人

の妊婦が横たえられ,顔面蒼白,全身浮腫。大
,

きいお腹をして目をひきつ らせた顔。これが人

間の而も若き27才 の姿かと思わず顔をそむける

位でした。患者は既に死亡して居 り,Drの 診断

では,妊娠中毒症により子腐発作。車にゆられ

てくる途中心停止。死後30分経過。死亡推定時

間22時 10分 との事でした。御主人をなだめて今

日までの経過を尋ねますと,昭 和 10年 7月
,

叔父の呼び寄せで来島,麻山を分けて頂き,夫

婦共に希望に燃えて元気で働いていた。去った

10月 10日 最終月経を見て,その後から生理が

なく,うわりもなく,い たって元気ですので受

診させず。それは病院が遠いのと彼女が受診す

るのをいやがるのと,多忙のためにだった。 し

かし3月 の中旬頃 ,町へ買物に行 くついでにミ

ンタル病院にて受診 ,妊娠5カ 月といわれ,2

人とも大変喜んで麻山に帰り,そ れからはあま

り無理をさせないように しておりました。力、去

南部地区 我 謝 光 子

った4月 初旬頃から叔父の子供が肺炎を患い
,

病院に入院 しているので叔父の家に毎日炊事 。

洗濯の手伝いに行って疲れたのか ,かねてから

手足が腫れているという。力L妊娠のせいだろうと

気にとめてなかったが,下旬頃からは,頭 痛と

時々目がかすんで変だと言いますので,叔父の

子供が近い中に退院するから,そ の時に診察し

てもらおうと話 していたところ,夕 方食事の後

に嘔吐 して,頭痛と目が変だと泣きながら訴え

るので,び っくりして叔父の家に車を借りに行

くと,叔父は留守で ,そ の隣の家まで行って車

を借りて来 るまでには妻は台所に倒れて,日・

口 。手足のけいれんを起こして呼んでも返事は

なく,直 ちに車に乗せてこちらまで来ましたが

比律賓 Drの診察では, もうすでに死亡 してい

たとの事ですが,本当で しょうか ?ど うにか出

来ませんで しょうか ?血液が必要なら私は0型

です。輸血 したら助かりは しませんで しょう

か ?と たてつづけの言葉に私は返す言葉もあり

ません。「植民地での残酷物語とはこの事でし

ょうか ?」 と残念で残念でたまりませんでした。

御主人に妊娠中の保健1旨導 ,殊に病名の件 :妊

娠後期の急性妊娠中毒症の危険度をよく話して

聞かせ ,同 じ日本人でこんな悲 しい,み じめな

思いをするのも初めてだし,日 本だったら命を捨

てるような事もなかったのにと 2人泣 きながら

話 し合いました。御主人は「妻が駄目だったら

せめてお腹の子供を出して彼女に抱かせて葬り

たいのです。」との事,Drに その事を伝えます

と,「 産みに来たんだからね。その方が彼女も

うかばれるでしょう。死亡 してい るか ら出血
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もないし,消毒する必要もないから同郷だし,

貴女が執刀 して日本でやるようにちゃんとして

上げなさい。」との事です。Drの 指示のもとに涙を

流 しなが ら執刀開腹。児を出 して上 げ ,男 児

2500′ ,ふ るえる手で胎盤と共に出して比島

人ナースに渡す。沐浴してベビー服を着せるよ

うに指示 して ,私は腹部に綿花を詰めて縫合 し,

アルコールで全身清拭 して衣服を着せ ,私 の化

粧品できれいにお化粧 して霊安室に連れて行き,

ベビーを最初に御主人に抱かせ ,奥 さんの側に

寝かせて,御主人と私の 2人で御通夜をして夜

が明けると麻山へ帰 してやりました。植民地比

島での麻山生活は全く原始生活と等 しく,麻山

での隣近所 といへば 4Kも離れた所です。病院

とて町に出なければな く,分娩は殆んど自宅で

御主人か,近 くの奥様達に介助されている状態

で した。彼地には妊婦の貧血 ,マ ラリヤ ,フ ィ

ラリヤ等熱帯病が多く,私が勤務 している病院

は常に満床でした。近 くにはアメ リカ病院 ,麻

山に行 く途中にはミンタル病院 とい う日本人

経営の病院 もあ りましたが常に満床で ,麻山

から治療を受けるのには常に泊 りがけで治療に

来なければならず大変不自由な思いをしていた

ようです。異郷に在る身にとって日本がどんな

に住みよい所か ,異郷に住んで初めて日本の良

さ有難さがつ くづく解 りました。勉強して医者

となり彼地に永住 して同胞のために御役に立て

ばと思いましたが,故あってたった3カ 年で日

本に戻って参りました。妊娠中毒症の患者に逢

うごと,彼地での彼女の事が思い出されます。

異郷にての悲 しき私の忘れ得ぬ体験です。

戦争中の思い出

昭和20年 ,大平洋戦争がやがて終わろうとす

る時 ,医療関係に職のある者は県外に疎開する

事は絶対に許可されませんでした。私は当時 ,

3人 の子供をか ゝえて,7カ 年前か ら助産婦個

人開業をして居り,主人は 1カ 年前に軍属とし

て南京に出嫁ぎに出て,現地応召を受けて出征

中です。胸部疾患で熊本県軍病院入院治療中な

るも,職業柄面会に行く事も出来ず ,後 日従軍

看護婦として応召されるまで,沖縄で保健指導 ,

分娩介助と毎日多忙な生活をして居 りました。

当時は ,自 宅分娩が多 く,夜の分娩介助に行 く

南部地区 我 謝 光 子

途中,軍病院の前を通るのに衛兵に誰何され ,

「助産婦です。只今か ら分娩介助に参ります。」

と報告 して始めて許可され,通 してもらったも

のです。 7才を頭に 5才 ,3才の 3人 の子供を

かかえて ,毎 日,毎 日,防空壕掘 り,沫浴,自

宅分娩介助とめまぐるしい生活を して居 ります

と,村長さんから,「3月 10日 ,村出身の妊婦を

国頭の古知屋に疎開させるので,彼地には医師

も,助産婦もいないから私に彼地にて,妊産婦

や子供達の保健指導を頼む」との事でした。願っ

てもない幸いと大変喜び,早速必要品を準備 し
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て ,我が子 3人と,弟の子供 2人 も連れて ,古

我知屋部落に疎開する事になりました。私が
,

部落に住みついて 3日 目か ら部落民の分娩 ,疎

開者の分娩と10日 間は平和で,こ のまま米軍の

上陸もなく,戦争が終えてくれたらと, どんな

に神仏に祈った事でしようか
'

3月 20日 頃から,夜 になると南部方面から避

難民の大群が列をなして,荷馬車に老人や子供

を乗せて,荷物は頭に,肩にももてるだけの荷

物を運んで北部へ ,北部へ ,と 歩いて行 く人の

群れ。子供とはぐれたのか ,歩 きながら子供の

名を呼びさけぶ母の姿。

娃婦が荷馬車で流産をして出血。歩きながら

陣痛が始まって近 くの山羊小屋をかたづけて分

娩介助 した事。夜の艦砲射撃に脅えなが ら自然

壕での分娩介助 ,流早産の介助。米軍機銃掃射

の射撃の中を5才 と3才の子供を連れて,住民や

や兵隊の死体を乗りこえ,2Kも ある山奥へ初産

の分娩介助に行く,陣痛微弱で子宮口3 cl,開 大で
,

今更部落に帰る事も出来ず ,親子 3人 ,避難民

小屋にて 1泊。翌15時女児安産 3200',出血も

なく母親に産後の注意事項 ,児の取り扱い,沐

浴 ,勝の消毒等を指導 して部落に着いたのが午

後 8時 ,山道は暗 く線香を12本束ねて火をつけ

て,それをたよりに死体を乗 りこえ帰ったこと。

子供は 2人 とも絶対に目を明けないようにと注

意して,1人は私が,1人は案内人がおんぶして

帰る途中,死体の側を通った時にくっついて居

たのかウジ虫が2匹スカートにウヨウヨしていた

事。あの当事は不思議な事に,何事が起きても

又死体を見ても恐いという事はちっともなかっ

た。戦争のため ,日 本が勝つためだということ

しか考えず ,死体を見ても自分達もおそかれ早

かれいつ かはあんな姿 になるのだと死ぬ事に

は本当に無頓着だった。 しかし,子供達のこと

を考えると,自 分の職業の関係上 ,県外への疎

開も出来ず,戦地にてみ じめな生活や悲 しい思

いをさせ ,不 自由な毎日を過ごさせるのかと思

う時,全 く申し訳なく思いました。

荷馬車での分娩 ,流産で出血の処置,墓 の中

での分娩介助は使命として受けとめた仕事。そ

れを終えて疎開先の家に着いて子供達と語 り合

うときはいつ も「ああ,今日も1日 命は延びた」

とホッとしたものです。機銃掃射の中,又 ,道

もない山奥でハブにもかまれず,よ く生きのび

られたものだと今更ながら不思議でなりません。

3月 ■日から4月 1日 ,米軍上陸まで21件の分

娩と流早産の介助を無事果たす事が出来た事は

ただ神に感謝するのみでした。

米軍上陸後は多少英会話のたしなみもあった

関係上 ,住民や避難民の診療所開設と同時に
,

行政班長を兼ね,保・助・ 看 3役を勤めて ,何

かの御役に立つ事が出来たと同時に ,疎開 して

命を永 らえることができました。疎開先の住民の

皆様に大変感謝申し上げます。今後とも健康に

留意し,時代に相応 して視野を広め ,母子保健 ,

家族計画 ,新生児訪問 ,母親学級に専念 ,勉強

して何かの御役に立ちたいと思います。希望多

き前途有望なる若き皆様の御指導 ,御助言よろ

しく御願い致しますと共に,助産婦部会の益々

御発展の程御願い致します。
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新生児窒に勤務して

最近母乳栄養の必要性 ,産後母体の復活の重

要性等 ,多 くの妊産婦の認識が高まり,母乳栄

養の希望者が増えて来た事は大変喜ばしい事だ

と将来を期待 し,嬉 しく思っております。助産

婦として,取 り上げた子供達が常に健康で幸福

に過ごしている事を神様に祈りつ 毎ゝ日を過ご

して,助産業務50余年。生を受けて70路 の坂を

たどりながら,尚 ,こ の業務を捨て難 く,相変

わらずいそしんでいる者です。15年 前までは自

宅分娩が多く,貧富の差はなく,乳児は母乳栄

養のみで保育され,食生活も今 日の如 くぜいた

くではなかったにもかかわ らず,母乳だけで充

分に保育されていました。が ,現在は食生活の

向上 ,生活にゆとりが出ているにもか わゝら

ず ,母 乳が出ない ,新生児が飲んで くれない

等と,人工栄養に甘んじている母親を見ると子

供達の将来の事を考えてなんともやるせな くな

ります。分娩後 3日 間哺乳力の不充分な児 ,哺

乳量の多いわりによく泣く子 ,シ ーツを多くよ

ごす児 ,母乳を吸ってくれない児 ,ミ ルクを飲

みながら口角からミルクを流す児 ,こ ういう児

をよく観察 しますと殆んど舌小帯の短縮症 ,癒

着症 ,舌拘着である事が解 りました。先生の指

示のもとに,舌小帯切断を施行。その後母乳も

充分に吸う事が出来 ,日甫乳力も良好。母乳の出

南部地区 我 謝 光 子

も良く,乳児は満腹するという好条件となり ,

母親達からも大変喜ばれています。以上の症状

は出来るだけ新生児期に処置した方が無難のよ

うです。先生に相談 して ,舌小帯の癒着してい

る部分を小せん刀で切断してやる。出血も殆ん

どなく,あ っても消毒ガーゼで圧迫 しておけば

す ぐ止まる。舌小帯を切断するのは舌小帯をす

かして見て,向 ←うがすけて見える部分まで切

断するだけで充分のようです。あまり奥まで切

ると出血が多くなるから要注意です。消毒を充

分にすることは当然です。私の体験によります

と 1%は舌小帯の短縮症 ,癒 着症がいるように

思われます。それをそのまま放置しますと哺乳

力の問題 ,将来舌たらずで話術にも多少影響す

るように思われますので ,会員皆様の御推察 ,

御協力 ,御助言よろしく御願い申し上げます。

これか ら母となる若き女性のために,私達助

産婦は視野を広め,時代に相応 した指導が出来

る様勉強しなければなりません。特に核家族の

多い昨今 ,経験者から教えて頂 く機会 もな く,

産後の摂生や育児の問題 ,家族計画の問題 ,幼

児の性教育の件などの相談相手となれる様努力

し,勉強 して行きたいと思います。助産婦部会

創立30周 年を配念 して皆様と共に ,尚一層協会

の発展を祈念してやみません。
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協会設立当時を振 り返って

沖縄助産婦協会創立か ら30周年を迎えるに当り

発足当初がl表 しく,思い出はいろいると脳裡をかけめ

ぐります。
《
光陰矢の如 し" で当時の若さもどこ

へやら。発足当初各地から理事を出すことにな

り,石川地区は多くの先輩方が居 られる中,不精

私に声がかかリー応おことわりした積りが突然

3,4名の先輩方が見えて是非とのことでそれ以

上無理におことわりも出来ず又,側か ら父がや

ってみたらとの言葉 もあって,と うとう不安な気

持で御引き受けしたのが昨日今日のような気が

致 します。幸い会員の御協力のお蔭で 2ケ年の

任期を無事に勤める事が出来ました。創立当初

は,会合も度々あって,又 御産 も忙 しく,会

とかちあう事 もしば しばありました。予定日を

控えていると他の方に会への出席をお願いして

もなかなか代ってもらえず,そ の代り御産の方

は代って上げるからと, 3,4回伊波キヨさんの

お世話になった事もありました。或る時は会を

終え帰宅早々の往診にやっと間にあった事もあ

りました。で も忙 しい中, 田舎から会合へ出

席 して皆様にお会い出来る事も唯―の楽 しみで

ありました。小渡さんの玄関先で会長さん始め

役員の方々御一緒に撮影 したのも懐 しい思い出

となりました。

石川地区 新 垣 房 子

協会設立のお蔭で助産婦資質向上の為の,助

産婦再教育や,本土か ら専門の先生方をお招き

しての講習会があり,お蔭で母親学級を開き, 自

信を持って指導 に当ることができ,助産婦 も安

心 して妊娠初期か ら分娩・産褥までか わゝる事

が出来て本当によかったと思います。

母親学級で,妊娠初期から分娩・産褥・新生児

について各月令別分担で指導 に当 った時,一

生懸命講義を受けている妊婦の真剣な顔がまだ

忘れられません。こうして会員が,い を一つにし

て指導に当る事が出来たのも組織の中の和があ

ったればこそで,本当に素晴 らしい事だと思い

ます。今は会員の方々も永い間の御苦労の後 ,

尊い 経験を惜 しまれ なが ら も隠退された方

々も多いと思います。が,ま だまだ現役でバ リ

バ リ御活躍なされて居 られる方々,こ れからも

何卒組織の明るい和をもって母子保健,母子福

祉のために頑張って下さい。

忙 しいかたわ ら,会員の皆様が常に健康に気

を配り,ま すます助産婦部会が発展することを

お祈り致 します。
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助産婦会30周年を記念 して

助産婦の業務に喜びを感 じ,毎 日楽 しく働い

ていたら,月 日の立つのは早いものです。私が
,

助産婦を開業して早や,40年以上過ぎたかと思 う

となつかしくもあり,ま た弟のようでもありま

す。その間,病気ひとつ した事がな く, 毎日

張 りがあり夢中で働いたものです。 しかし,助

産業務が年 少々なくなるとともに ,心の「範」

もゆるみ ,体の不調をきたしてしまいました。

つい最近のことですが,風邪をこじらせ入院

するはめになりました。ひと月以上の入院生活

は ,手持ちぶさたな ものです。何故私が,助産

婦を希望 したか。そして助産婦になってからど

ういう事があったか ,頭の中にちらつ く昔の思

い出等を 2・ 3書 かせて戴 こうと思い,病床で

筆を取りました。

貧 しい農家に生まれた私は,人並に進学する

事が出来ず,や むをえず尋常高等小学校だけを

卒業 しました。私が,小学校 6年生の時,父の

病気で医者に往診を得ることになり, 2里 以上

の山道を歩いて薬をもらいに行 くのが,私 の役

目でした。その時 ,病院では次々と来診する患

者のため待ち時間があまりにも長いのでたまり

かねて「看護婦さん,私 は遠い所だか ら早 くし

て下さいませんか」とお願いしましたら,「 薬

代を持っているか」と聞かれました。「持って

いません」と答えた ら,「 お金を持たない人は

最後だ」と言われました。その時,日舎では
,

病院の支払いは,盆 (7月 )と 正月に病院から

集金人が来るのが普通になっていました。私は ,

立ったり坐ったりして落ちつかない状態で待た

され,や っと薬がもらえた頃は,日 が西に傾い

那覇地区 永 山 郁 子

ていました。そのような思いで もらえた大事な

薬をしっかり持ち,私 は,帰 りの山道を悲 しさ

に泣きなが ら,走 って帰 りました。帰りの道々

私の心にうかんだものは,「 お金の無い人は
,

可愛想だ。私は ,看 護婦になりたい,盾護婦に

なって貧 しい人を助けてあげたい」という気持

でありました。

あの時のあの酒護婦がいった言葉と姿が,何

時迄も私の頭の中から消えさることなく,ど う

した ら看護婦になれるのだろうかと,心の中で

その事ばかりを考えつづけ,看 護婦の道への強

い信念を持ったのです。

その後 , 2年程経た後 ,あ る人の世話により,

私は ,県立沖縄病院の産婆養成所に入学する機

会にめ ぐまれたのです。

しかし,入学 してか ら免許を取得する迄には
,

書面では書きつ くすことの出来ない程 ,多 くの

苦労がありました。 このような多難な過程を経

て,や っとのことで産婆の免許を貢った時の気

持ちは,筆舌に書 き尽 くすことの出来ない感激

で一杯でした。

免許を受け,し ばらく家事の手伝いをしてい

たのですが,或 る日の事:突然,小学校の校長

先生が「ちょっと私の自宅まで来てくれ」とお

っしゃるので,掃除か洗濯の手伝いかと思いな

がら行きました。すると,隣の部屋で誰かうな

っている声が聞こえてくるのです。校長先生は
,

「家内のお産だ,君 が取 り上げてくれ」とおっ

しゃるので した。突然な出来事に驚き,「私に

は出来ません。また分娩用器具もありません」

と言って ,そ の場を逃がれようとしたのです。
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すると校長先生が,「 あなたは ,´ 産婆になる積

りで免許を貫ったのでしょう。出来ないと言っ

ていたら,いつ迄たっても出来ないよ。家内は

5人 目のお産だから異常はないと思 う。器具な

ら準備出来ているから,勉 強の積りでやってみ

なさい。」とおっしゃるのです。そのお言葉に私

は,深 く感激致しました。そして,恐 る恐るお

産室に入ったのです。すると,さ すがに校長先

生だけあって ,洗面器の中のクレゾール水に
,

はさみと麻糸が入っており, 側 に は綿花もヨ

ウチ ンもおかれていたのです。胸をどきどきと

きめかしなが ら,ろ くに診察する事も出来ない

ままに ,おろおろしていましたところ,産婦の

自然に発する「怒責」とともに,児頭の娩出と

なり,そ の瞬間,私は,無意識にも児体をささ

えていたのです。時間を気にすることもなく ,

ごく自然に児は娩出され ,元気に産ぶ声をあげ

ました。養成所時代 は,指導者の側で,産婦の

陣痛が始まったら,「 I抵 ら,陣痛だよ,腰をおさ

えなさい。心音はどうか。陣痛は何分おきか。」

等といわれ,気ぜわしく,いかめしくお産を取

りあげたのですが,こ のように,い とも楽々と

したお産の現象を見て ,と ても信 じられない心

境とともに初介助で聞いた産ぶ声の感激は今で

も忘れられません。

校長先生にさしずされてガ斉帯結札 し ,胎盤

も順調に剥離 し,完全に娩出してはっとしたの

ですが,な しとげた感動で沐浴の時迄 ,手のふ

るえるのが,止みませんで した。「おへそが取

れるまで沐浴 してくれよ。」とたのまれ ,「 君

はきっと,立派な産婆になるよ。」と先生に言

われた時,私は本当にそうかしらと思いながら

も,と てもうれ しくて ,「 よしきっと立派な産

婆になって,貧 しい人を助けよう。」と神に誓

って決心 したのです。

その後 ,ま た近所の人のお産に呼ばれました。

前の経験で感激 していたので,自 信はなかった

のですが,断わることも出来ず,少 し楽 しみに

産家に行ったのです。 しかし,今思い出してみ

ると,そ の時にやった消毒や児の取り上げにつ

ぃてはあま りおぼ えてないが,胎盤癒着があ

ったという事だけは,は っきりおばえておりま

す。産婦の家族に「医者を呼んで下さい」と頼

みましたが,医者は遠 くて間にあわないという

事で,取 り上げばあさんが来ました。その時 ,

私にむかって「子供は,ど きなさい」といい私

をおしのけて,手 も洗わず ,も ちろん消毒 もせ

ず ,そ のままの手を子宮腔内に入れ,用手剥離

を行ったのです。 確かに胎盤は取り出された

のですが,こ のような無知なことがどうして出

来るのか,理解することが出来 ませんでした。

その時か ら取り上げばあさんのする事なす事が
,

ただ恐ろしく,産婦が可愛相になりました。そ

れ以来,私は未熟な自分がこの村にいたらどん

な恐ろしい事になるか分からないと思い,与那

原の産婦人科医院に産婆見習いとして働き, 4

カ年の実施見習いを終わって村に帰った時は ,

多分な自信をもって開業する事が出来たのです。

時と共に開業場所も変わりました。昔 ,神 に誓

った気持ちは変わらず,神 から与え られた仕事

と思い,我が生のある限り貧 しき人があれば
,

助けつつ働 くことに喜びをもって,こ の年まで

過 してまいりました。 しかし時代と共に家庭分

娩や助産婦の取 り扱いが少なくなり,現在では

助産婦としての昔 なが らの業務 が 出来な くな

ったのですが,私 は,今なお助産婦としての誇

りを捨てることな く,ま た,転業することもせ

ず開業助産婦と して
'看

板をあげております。そ

のかたわらでは ,時代に応 じての業務にかかわ

り,保健所での母性クリニックや新生児訪問指

導など地域母子保健の推進のためがんがりたい。

30周年の記念に際し我が助産婦業務を回想し

助産婦としての誇 りを新たにしている昨今であ

ります。
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思 い

助産婦部会,沖縄県支部のお 0周年を迎える

にあたり,い ろいろな思い出を記 してみたい。

戦禍になめ尽され郡 覇の街で不思議にも警察

の武道館だけが残って居た。其の 2階の 1室 で

私達規約委はワーターワーズ女史を中心に一生

懸命定款作 りをした。交通も不便で帰れず知人

を尋ね宿を求める始末だったので,今なお記憶

して居る。既に 30年「光陰矢の如 し」と昔の

哲人はよく云つたものだ。

悪夢のような戦禍の中で,特に苦労 したのは

助産婦では無かったか。両手を合せての命乞に

は応ぜざるを得ず我が身の危険 も省みず ,又

疎開も許されなかった。私は当時北部方面の疎

開者の保健に当るよう県よりの至上命令を受け

て居た。

日増に迫 り来る戦況は日毎に打寄せる疎開者

の波で大混乱であった。

垣花でのこと乱 新垣と云う方だった。夜中に

洞窟に呼ばれた。経産婦で軽い浮腫が有った。

まもなく元気な赤ちゃんが生れ後産も無事に済

んで居るのにどうも出血がひどい。止血剤 も無

く,あ の手此の手を尽 して一命を取り止めた時

は胸を撫で下ろし亀 落着いた頃,「明日また寄り

たいけどお約束は出来ません」と以後の処置を頼

んで私は引き上げた。大変気掛りだけど,昼 は

空襲 ,夜 は鑑砲で一歩 も出 られない。部落

も危い,夜のうち1こ早 く山奥へ逃げる様にとの伝

達が有 り,新垣さん達が大変気掛 りだった。

後 日風の便 りで陣地と間違えられて全滅 した

と聞かされた時はほんとに断腸の思いがした。

山の中でも睡を見たら機銃を打ち込むので食事

那覇地区 新 里 ヨ シ

は全部夜作っての生活だった。谷を越え川を渡

りで,よ くも続 くお産であった。

8月 のな力司ぎ頃部落に近い山小屋は不意打ちに

全部焼かれ男は連れ出された。早く山を降りな

いと焼かれる,殺されると荷物をいっぱい背負

い山の一本道t所帝に見る「仮装行列」だった。

久 しぶりに自宅に着いたら豚小屋まで知 らない

人達でいっぱいしている。家を開けて呉れと頼

んでも戦時下に個人所有は無いと断 じて聞き入

オυない。致し方なく御先祖様だけでもと安置 した。

しか しどう変ったのかあれ程頑張って居た人が

先程は済みませんで した譲り合って住みましょ

うと折れて来たので御先祖様の御威光に感服 し

有難 く部屋に有り着いた。

しばらくすると2人の米兵がジープより降りて

来てここに産婆さんが居ると聞いて来た。今 ,子

供が生れるからすぐ車に乗る様にとの事である。

しか し今までいろいると沢山の悪い事件が有る

ので踊されてたまるかと用心 して居る。

「そんな人居りません。」「いや聞いて来た刺 の押問

答である。荷物のカバ ンを発見され一言 も云わ

さず両方から力づくで車に乗せられアッと云う

間に引ったてられた。折角今日まで命拾いをして

来たのにどうなる事かと気も狂いそうであった。

着いた所が村はづれの農道で通訳にあの人を診

て下さいと云われて始めて事実だとわかり安堵

した。大分苦 しそうである。 4才位の子供が,心

配そうに傍に居た。どこから連れ出されて来た

のか現場には百名位の人が居た。

口出H差 の事でどうして良いか全く見当がつかない

が「毛布は有りませんか。寝台も,薬品も,器具

出
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も」,と 一気に云 ってしまった。日よいすぐ取って

参 ります劇 と 10分 もたたないうちに注文 しない

大きな電燈まで持って来てくれた。「有難うで し

た。これからは私一人で出来ますのでお帰りに

成って下さし刊 と云っても何か しら帰る気配が無

い。どうしたのかと思って居たら通訳の方が此

の人は医者であると云うのである。今先持って

来た予防着も着用 して居るので確かに医者だと不ム

は思った。「それでは私が助手を して上げますの

で先生どうぞ宜 しくお願い致します。」と頼んだ。

それでも棒立にして動きもしない,洞窟から引

張り出した難民の哀れな姿はきたなくて手のつ

けようが無いのかと私は思って居た。しかし「大

分進んで居る様ですけど,どう致 します力ち」と催

促 した。通訳は二足たいをして「実は医者では有り

ません。赤ちゃんが生れるのを見たいのです。」と

云った。わざわざ予防着まで着込んで医者に化

けて見物する魂胆だ。写真でも取 られたらそれ

こそ大変だと思い,「アメリカさんが居たら怖い

からベビーは出て来ません。 2時間後に丈夫な

ベビーをお見せします」と云った。相手の心中が

読めたので今まで硬直して居た気持がほぐれて

冗談も飛び出,今度来る時には母親の食事と衣類

をお願い出来ませんかと頼んだらすぐOKと 立

ち去った。いるいろな缶詰類を用意し,テ ント

まで持って来て張ってくれた。実に至れり尽せりの

親切である。昨日まて銃を持って人殻 しをして来た

人間とは思えないのである。約束の 2時間後に

来て赤ちゃんの手や足をさわりながらナイスベビ

ーと微笑む姿は此の世で一番貴 く感 じた。

其の産婦は首里の大名の仲間と云う人でした。又

次の日もお産力来 た。極度の栄養失調で児の心音

は全く聞えない,此の体力で果 してどうなる事

かと心配 したけど無事に死胎児を産んだ。

にせ医者達が持って来た缶詰類が大いに役に立

って早 く元気になった。毎日お産は続き低いテ

ントの下で しかも野外で赤ちゃん達は炎天にこ

たえて居る。おまけに夜になるといるいろな虫

や,蚊や,ム カデまでがお見舞に来るので全 く

油断も出来ない。どうしても屋内で無いといけ

ないと思い警察所長に事情を訴えて自宅を開け

て もらった。 入って居る方々には恨まれたけ

ど赤ちゃんの為には仕方がなかった。母屋より

離れまで大きな産院が出来た。既に南部方面よ

りの看護婦や助産婦達も加わって毎日沢山の赤ち

ゃんが生れた。中には栄養失調の余 り命を落す

人も多く居た。

又終戦直後の食糧事情は大変なもので,大豆

な ら大豆ばっかり,ム ギ,メ リケン粉等と通 り

一ペメた乳幼児の食事に大変困って居たがこせ医

者達は産院及其の他の係りでしたので幼児の食

事をよく説明してお願いしたら,翌 日よリー斗

缶入りの水 ミルクを毎日持って来て飢えて居る

子供達を助けて呉れた。しか し残念な事に急に

帰還となリミルクもぶっつりと切れてしまった。

実に世話やきで心の清い好青年だった。

戦に行かずに元気で居て欲 しいと思い出す時

もある。

又或る早朝の出来事である。見た事も無い米兵

が誕生そこそこの女児を抱いて来て縁側に置い

た。何か一言二言云うけど言葉が通 じないので

全くわからず,兵隊は其のま 立ゝ去った。

子供は泣い咽吾るけ炉 が出ない。耳 も透けて

全く血色が無し、 目も見にくいのか時々こすつ

たりする。みんなは集って来てどうした事なの

赤ちゃんが居るから乳児院と思ったかしら, と

話 し合っても押売されたのでどうするすべも無

く二人づつ当番で世話をする事にした。お腹 も

弱いらしくよく下すのである。なかなか元気に

なって呉れない。ほんとに困って居た。

或る年よりの話で,「アタビーのも 肉ゝ」を常

食にしたら早 く回復すると教えて くれた。若い

者ばか りであるからアタビー捕りはいやだと云

う。仕方がないので,自 分たちです ぐ実行する
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事にして毎 日夕方になると当番でひと作業であ

る。 しばらく続けて居たらホントに元気に成っ

て可愛いほゝには肉がつき美人型の面立ちは皆

の 人気を集 めペ ット変 りに成って一同を楽 し

ませて居た。丁度其の頃松葉枝をした 30前後

の女の方が足を引きずり引きずりして「私の子

供がこゝに居ると聞いて来ました。」と訪ねて

来た。

親子は涙の対面をし,何回も何回もお礼を延べて

喜んで帰 った。あれか ら30数年である。

今頃は 2.3名の子供の母親に成って居る事だろ

う。何時かめぐり合って再び会 う日を楽 しみに

待って居る。其の人達は与那原の津嘉山と云う

方だった。

産院 も民政になる迄で続いたが全部無料奉仕

であった。宜野座病院発足と共に産婦人科に統

合され病院勤務とな った。その後,病院閉鎖ま

で 9カ 年勤めて自由開業となった。

あの頃生 まれた子供達は今では立派な韓

層である。 30年余も忘れないで時々おネしの言

葉を受けたりする時は実に嬉 しく,生甲斐を感

じ助産婦になってほんとに良かったと思 う此の

頃である。

ピックス

鹿 児 島 で 5つ 子 誕 生

母 子 と も 元 気

1月 31日 昼す ぎ,鹿 児島市の市立病 院で 5つ 子が誕生

した。専 門家 によると, 5つ 子の無事 出産はわが国で初

めて。赤 ちゃんはいずれ も未熟児で保育器に入 っている

が ,母子 とも元気。産婦人科部長 を中心 に看護婦な どで

プ ロジェク トチームを編成, 5人 の赤ちゃんがなん とか

無事に育 つよ う懸命の努力 を している。 とい うニュース

か ら4年後 1980年 3月 また もや,鹿 児島で 5つ 子誕生 ,

1981年 9月 またまた東京 で 5つ子誕生。―母子 ともに

元気― とい うニュースが ありま した。 いずれの場合 も排

卵誘発剤 のなせ るわ さ ?

先のニ ュースの山下 さんの 5つ 子 もす っか り大 き くな

りま した。徳 ノ島,東京 の 5つ 子 ち ゃんたち もす こやか

に育 ってほ しいものです。

1976年 2月 琉球新報より
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沖縄での助産婦開業30年 を返 りみて

中部地区  川 畑 カ ネ

私は昭和 12年大阪府の助産婦免許を戴き
,

以来昭和 21年迄神戸で開業,そ して昭和 22

年故郷奄美の一端沖永良部で開業,昭和 27年

に 12才を頭に生後 10カ 月の 4人の子供を連

れて渡沖 してかれこれ 30年近 くなりました。

当時の沖縄は現在では想像もつかない程,衣食

住,言語等にとても不自由を感 じ,特に言語に

は全 く困って しまいました。

何 しろ子供さんか ら御年寄に至る迄の方言は一

番大きな当惑の一つで した。でも6年生と 2年

生の子供は一週間もすると,す っかり方言が話

せる様になり,私 も早 く皆さんと親 しく話 し合い

が出来る様にと,子供達か ら熱心に方言の勉強を

したものです。

まず,下応地区の理事古堅さんの御宅に御伺い

致 し助産婦協会設立の苦労談を聞かせて戴き,

又助産婦業務について話 し合い,私 もこれから

は沖縄助産婦協会の一員として大いに活躍 し邁

進 して行 く事を固く心に誓ったのです。

そして丁度渡沖して 2・ 3日 目の夜,分娩にあ

いましたが,当持は水道もガスもなく其の上自

宅分娩の時代でもあり,電気も夜 11時以後は消

燈,薄暗く,ま た産家先の御主メ、が夜勤だったのこ

夫を起 してお湯を沸か して貫い,私達夫婦で

お産に取りかかったのが沖縄での分娩第 1号と

して印象深い思いでの一つです。

これが幸となったのか,良き宣イZと して貫いそ

れから
`よ

夕壬婦の診案 分娩は勿論,育児法,問題

児,家族の複雑な問題等の相談を持ちかけられ

私も親身になって話 し合い,結果的に喜ばれたこ

とも少なくありません。

今,あの時の親やそして現在立派な親となって居

るあの時の子供さん達の成長振りを見るに付け

30年昔の気憶が甦ると共に,本 当に良かったと

我が事の様に喜ばずには居 られません。

年が立つにつれ仕事も忙がしくなりますと,先づ

私達の職業には昼夜の別なく殆んど徹夜が多く

昼は沐浴,診察,家庭の事等自分一人で助産婦業

主婦業,母親等と 3役 も4役 も背負って全 く自

分の身であり乍 ら自分の自由に出来ない職業 )

そして何日も徹夜が続き寝食を忘れ,精
二ぱいや

っても自分以外誰にも認めて貰えない情けない

職業だなあ等と思った事もあります。

それずかりではなく,数多く,取り上げる中には飛

入り分娩も多く,そ う云 うのに限 つて異常出血、

子病等に会い自分の命も縮まる思いをしたりし

ました。或は蘇生術によって児が泣き出し,ほ

っとした時の嬉 しさ喜び等,種 々様々な気持

は同業者でなければ理解出来ない事で しょう。

又,どんな時にでも総て献身的にやって来た中

で,甚 しい事には一人の産婦に 4回 も無料分娩

させた事もあり,而 も石鹸,ガーゼ,脱脂綿等

自分で持参すると云う始末で した。

其の他 ,2回や 1回 の無料分娩は数多くありま

した。それやこれやであまりにも自分の惨めさ

につ くづ くいやになった事も幾度か。而 し其の

度毎に,私が助産婦になろうと決心 した時の初心

「助産婦になったら貧富の別なく人助けの精神

を忘れず,少 しでも世の為人の為に貢献 して行

こう」を思い出す事によって自分の心を支える

事ができ,助産婦開業 40余年,沖縄での開業 30

年近 くの長年のつらい事,いやな事等も乗 り越
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えて,現在沖縄での私が在る事と信 じて居 りま

す。

そし
~ご
更laよ琉球政府主催による助産婦再教育

母親学級講習会。家族計画実地指導員認定講習

会等多くの知識を広め,助産婦業務が自分にとっ

って最大の生甲斐であると思う様になり,私 も

何時ともなく地区の教育委員を勤めるようにな

りました。そ して沖縄が日本復帰 して沖縄助産

婦協会が日看協助卿 支部となった時に

地区の評議員 ,これも時期が時期だけに仕事と役

目に忙殺され,めまぐるしい毎日を過 した事も

印象深 く忘れられない思い出となって居ります。

そして推進委員等と微力ながら助産婦協会に尽

力の真似事でも出来た事に対 し,今思い出しても

本当に身も心 も引き締る思いです。

特に助産婦協会創立20回総会並びに 20周年

記念式典の司会の拝命を受けた時の胸のときめ

きは,今尚はっきりと記憶に残って居ります。

時世の流れに従じ,あ れだけ多忙だった助産業

務も次第に減少 し,私 も休業やむなきに至り,今

では家族計画指導に専念 し市や保健所の委嘱を

受けて 1才半児の検診,乳児相談,母親学級の

中での家族計画を指導する事によって,やはり自

分に与えられた仕事に誇 りと自信を持ち今日に

到っています。その中で,昭和 55年 2月 思い

もよらぬ沖縄母子保健家族計画大会長表彰を戴き

身に余る光栄と心から感謝すると共に,是を機会

にこれからも尚一層母子保健と家族計画指導に

全力を注ぎ,社会に少 しでも貢献出来ればと益

々張切って居る此の頃でございます。

約30年の長期間に初代久高会長から8代許田

会長と歴代名会長のもとで一会員として,こ れ

と云う間違いもなく無事自分の業務に悔のない

終止符をうつ事が出来たのもやはり歴代会長初

め多くの会員の御協力と御指導があったればこ

そと深く肝にめいじ,感謝の念にたえません。

沖縄での助産婦業務約30年を振り返るに付け

多くの会員の中には健康的にも職業的にも種々

多様な変化があり,私 も多忙だった時代を思い出

す度に現在の自分の存在が空しく又わびしく,新た

に年代を考えさせられます。が,そ れと共に良

くやって来たものだと今更の様に自職に対 し誇

りと感謝の気持ちで一ぱいです。

諸会長並びに会員の皆様本当に有難 うござい

ま した。

どうぞこれからも益 の々御健康と御活躍なされ

ん事を心から御祈 り申し上げます。
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私 の 思 い 出

私 は,村立機織 り学校を終えた後 ,将来 は助

産帰 になって働 こうと考えました。

昭和 7年 2月 中旬頃 ,那覇に行 き産婆試験の

日までだいぶ 日数があったので県病院の看護婦

を していた友達の所で勉強 してか ら下宿屋に帰

りました。 やがて愛生病院産婆養成所に受験 し,

合格 は しましたが ,助産学の本を買って読む事

になると難か しく, これは私に出来るかなあと

不安 にな ったが ,「 折角 自分でや り出 したのだ

か ら」 と頑張 って養成所に通 う事に しました。

次第に内容がわかり興味が出て来 ました。

養成所の向かいに医師会事務所があり,そ し

て戸締 りをするために,一 部屋に友達 3人 で 自

炊 し,そ こから2学期は通うことになりました。静

かで勉強す るのには良い環境で ,試験前にな る

と波の上の巌の下や護国寺の問燈の前で 3人 と

も暗記にいそ しんだ こともありました。 あの時

の勉強は何時になっても忘れ られません。

昭和 8年 11月 ,検定試験に合格 した時 ,医 師

会事務係の古堅厚保 さんが合格のお祝 いとして

草履 の品をもって下宿屋 までい らっしゃたこと

は ,な んともいえない喜びでした。下宿屋の叔

母 さんの紹介で住吉町の安次嶺愛子助産帰の所

で助手 として働 く事にな ったが ,お 産が多 くて

大へん↑亡しかった。先生は仕事や家庭の事にとて

も厳 しかったが人情のある方で,今になって私

の助産婦 と しての仕事等に役立 った事を大へん

感謝致 しています。今 ,家庭訪間沐浴指導の時 ,

自分があの時指導受 けた事が思い出され ます。

水産学校の近 くで弛緩 出血のお産にあいました。

其の当時は電話 も少な く一人 は水産学校へ電話

男Б覇地区 吉 本 ナ ヲ

をかけにゆ く。往診も人力車で時間がかかるの

で ,お医者 さんがい らっしゃるのが待 ちどお し

か った。産婦に食塩水を含 ませ ,腹部にかオル

何枚かをたたみ当て ,帯で強 く締める等対処 し

ている所へ比嘉堅 昌先生がい らっしゃいました。

先生 と一緒 に処置を行い ,一命をとりとめ るこ

とが出来 た。産帰 と子供の元気な顔を見た時 ,

「胸をなでおろすJと い う言葉 どおり,安心 し

たことを今 もはっきり覚えてお ります。一番の

悩みは産後の出血であります。 また ,年令が若

いのも悩みの種で した。「姉 さんや18才ないみ」

と聞 く人 もいて ,年若 く見 られているのを感 じ

恥ずか しかったこともあ ります。でも将来 自分

の仕事にな るものだと一生懸命働 きま した。

昭和 10年 3月 嘉手納で比嘉堅 昌先生が産帰人

科医院を開業する事になり,友達 2人 とも看護

帰 として働 く事になりま した。 しか し,医院は

銀行の後の設備 もととのってない建物で したの

で疲れ る時が多かった。先生 は私達に次のよう

な歌を聞かせてくださいました。「梅デ ンシ,ユ

チニ ,チ ミラ リテル ,ア トド花 ン香 イマスル
,

ウチ世デムス」患者に対する心意気が意味であ

った。

読谷村字大木か ら往診を頼 まれ ,当 時は乗 り

物 もな く馬 車 で行 った。 過 熟 巨大児の初産

で本人 も疲れているよ うで した。鉗子分娩する

こと|こ し,死産分娩 とな り,そ の男の子を可哀

相に思 いました。今になって も夜中に田舎の夜

道を馬車で帰ったあの有 り様は忘れ られません。

19年村長 さんが村助産帰 と保健婦の採用のた

め家にお願い しにい らっしゃいました。 10月 8
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日嘉手納警察に願書を提出し,普天間の旅館に

1泊 し,9日 に宜野湾役所と浦添役所へ保健婦

仕事の内容を見学に行き,県庁まで行きました

ら試験は10月 23日 となっていました。那覇で 1

泊 し,試験まで日数があるので家へ帰る積りで

10月 10日 朝 自動車の切符を買いましたが,大

空襲となり叔父さんの家族と一緒に新町の壕に

入 り,飛行機は私達の壕の上を低空 しました。

昼食時の頃,墓を明けて入 り,カ ンパ ンを食べ

て骨壺と一緒にその日は過ごしました。夜58号線を

歩きつづけ,■ 日勝連平安名の役所につきました。

平安名で 1泊 ,12日 自分の島に帰 りました。

ある日の午前は浜 ,翌 日の午前は比嘉部落の

保健指導 ,時には防空頭巾とモンペ姿で防空訓

練や救護の訓練にたづさわりました。友軍兵の

検診のため農林学校に行 く時 ,自 分がいた病院

の前を通った時,先生も軍医として招集され ,

病院は跡かたもなく球部隊の兵舎になっている

のを見て淋 しい思いがしました (後で先生は戦

死 したことが分かった)。

小さな島の漁をする人達が住んでいる浮原島

で家庭訪問したとき, 2回空襲に逢い,海岸の

アダンの下に隠れ平安座島の船に飛行機から射

撃するのを見たこともあった。夜になってから

舟を出して貰い帰って来ました。

2月 17日 ,壕の中でお産をさせま したが,仮

死分娩で大変困り,瓶につめてある飲み水を沸

か し,た らいに少 し水を入れ,蘇生術をして生

か したこともありました。その子は壕の中で生

まれたので巌 と命名しました。

私 の 体 験

3月 23日 の空襲は次第に激しくなり,2日 間

は消防団と一緒に働いたけど3日 目から戦争 と

なり,壕に隠れるようになりました。私は壕の

奥にいた事はなく,負傷者が出て消防団が呼び

に来たらすぐ出ていけるようにと壕の入 り口に

いつもいました。ハンカ患者もいました。午後

6時頃から各壕を廻るため,一度は後か ら飛行

機の音が聞こえたかと思 うとパ ラパラと機銃音

がするので ,す ぐ畑と畑の間の溝に隠れました。

一人で夜歩くと照明弾が上がったりして大へん

怖かったです。 自分の壕に帰るのはいつも夜の

9時頃でした。

那覇地区 吉 本 ナ フ

戦争が終って津堅島や久高島か ら多 くの人達

が入 りこんで来て一時食糧に困ったが,後から

は軍からの配給で暮 らす事が出来ました。 7月

に浜比嘉の部落に診療所の設備が出来て, 1週

間通訳つきの衛生兵から講習を受けて仕事を初

めました。時々,元順病院の金城紀晃先生が廻

って来 られて,い ろいろと教えて くれました。

部落民が多 くて診療所での仕事や家庭訪間で忙

しい毎日でした。

21年 2月 に主人が具志川高江洲の警察に転勤

となり,私 も具志川前原で助産婦と して働 く事

になりました。足位のお産で陣痛徴弱で時間が
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かか り,何 もない時で処置する事 も出来ず死産

にな ったのは残まで したけど親が元気 だったの

でよかったと思いました。 16才 の方で したが過

熟児で親の力と私の力ではお産は出来ず ,私が

島にいた時 ,ア メ リカさんが聴診器 と鉗子を下

れてあ りま した。 それを使 うのは医師法違反と

は思 いなが らも親子を助けるには使わねばな り

ません。お蔭で親子 ともに助か りま した。

真和志村か ら早 く来て くれ との事で,生後75

日の子をかかえて昭和24年 2月 に那覇にい きま

した。

26年 4月 頃 ,子府患者のお産に呼ばれ ,や っ

との事で車を さが し,首里地 区病院へ連れて行

ったが ,看 護婦の手が足 りないか らとの事で先

生の紹介で コザ中部病院に廻 され ました。土曜

日で先生方 は帰 っていません。患者は浮腫は余

りあ りませんが ,短時間のけいれんを何回 も起

こすのでどうなるかと心酉荒とし,此 の病院で しか

助か らないと思い,看護婦 さんにお願い して先

生を呼んで買 って帝王切開を して親子の生命を

とりとめる事が出来ま した。 同 じ年 の12月 頃 ,

足位のお産がありま した。症状は普通でたやす

くいけると思いましたが ,途 中で進みが遅 くな

って来て,こ れは危ないと考え ,す ぐ病院 に連

れて行 きま した。先生は往診に出 られていまし

が ,ま もな く帰 っていらっ しゃい ,す ぐ仕事に

かか ったが「普通の足位お産 とは違 うかも知れ

ない」とい うことで,仕方な く自然に待つ事に

しまし滝 暫 くして胎盤 と一緒 に胎児 も娩出され

たが ,頭蓋骨破裂の奇形児で脳が胎盤に癒着 し

たまま娩出 したものと考え られた。

又 ,あ るとき,お 産は正常に終 りましたが
,

胎児の体を見 た ら肛門が 2つ あるのかと思われ

る症例 もあ った。魚の目みたいに肉がゆるゆる

して気持ち悪 かった。脊ずい破裂で産婦人科医

院に連れてい きました。先生の紹介で整形外科

医院 に入院 したが12日 間 しか生 きなか った。

戦 前 ,戦後 と昼夜或いは雨の 日も家庭分娩で

働 く助産婦の難儀は同 じ助産婦でないと分か り

ません。 助産婦は親子の生命を預かる仕事で苦

労ではあ りま したけど自分でも誉 りに思 ってい

ます。助産帰 であったお蔭で子供達 も成長 し
,

今 , 1人 は大学 , 3人 は勤めています。

医学の進歩 もめざま しく,今 では病院分女免が

多 くな りま したが ,助産業務の範囲は広 く,母

子保健 ,家族計 画と働 く面も多 くなりました。

家族計画受胎調節の講習 も最後に受 けま したが
,

私は其の頃 ,更年期で体の調子が悪かったので

勉強は足 りなか ったと思い ます。諸先生方の講

習や講演 ,研修等にか加 し勉強にな り,お 蔭様

で働 き続 ける事が出来て有難 く感謝 してます。

今 ,母性 ク リニ ック,家族計画及び受胎調節実

施指導員 ,母子保健推進員 と して働いています。

私がいつ も訪 間 していた心臓疾患の 3人 の子供

も先生方の手術のお蔭で元気に大きく育 ち,今

学校へ元気に通 っています。 これか らも諸先生

方の御指導をお願いす るとともに,先輩の方 ,

係 りの方 々いろいろとお世話になり有難度 うご

ざいました。後輩の方 々も沖縄のために元気で

頑張 られ るよ うお願い致 します。

最後にみな様の御健康 と御幸福を祈 り,当 協

会の御発展をお祈 り致 しまして筆を止めます。
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一枚の新聞紙と私

私が助産婦を目差 した動機として,私の田舎

では新生児の幾人かが破傷風にかかり生後 6,

7日 で急に高熱とケイレンを起 して死亡すると

いう実例をよく見かけたことがあげられます。

母親は母乳も出る様になり腫れて痛 く,い き

おいよく出て くるのにその母乳を飲んでくれる

我が子がもういないのです。産婦が自分の手で

我が子を抱 く事も出来ない悲 しみは本当に気の

毒 で した。昔 は生後 6日 にはマンサン祝 いと

してやるべきはずのお祝いが急に赤ちゃんが亡

くなり,お祝いの準備が葬儀に早替りした事もよ

くあ りま した。 私の姉 も7日 目に破傷風で亡

くなった と母 か ら聞か されました。昔は今と

変り衛生知識 もなく薬品一つ使わずにお産を取

り扱って居た時代で したので無知の怖さがうか

がわれます。そうこうしている中に私は真剣に

物事を考える年頃になり,何 とか出来ないものか

と思っている所ヘー枚の新聞 と出合い忘した。

公告欄の那覇市善興堂病院附属産婆養成所生徒

募集が私の日に止まったのです。これを勉強 し

てあの新生児を私の力で助ける事が出来たら幸

いだと思い,私の心は燃えました。

丁度良いチャンスと受験を致 しまし疱九 一通の

合格通知が来ました。受験はしても基礎教育の

なっていない私ですのであまり期待はしていな

かったのです。がこの一通の通知で私の進路は

決まりました。当時は経済事情 も決 して楽では

なく一人居る叔父さんに相談し海九 心良く相談

にのってく翼名決 して楽ではない中から私の為に

本代として拾円出してくださいました。私には

見た事 も手にした事 もない大金で した。

石川地区  伊 波 ヨ ン

私の父は私が生後十力月の時 ワヽイに一足先に

渡 り私達親子を呼ぶ約束で出かけましたが,そ

れが実現 しないうちに日本人移民禁止になり,

其の時点で親子 3名が別々に暮 らす破目になっ

たのです。それから母は再婚させられて,私は

あっちこちに預 られ,何時も孤独な思いで育ち

ま した。こんな境遇で したので学校へ行きたく

ても学費も出してくれる人はなく仕方なく女中

奉公 したり,或る時は看護婦見習又助産婦さん

の家で住込助手をしながら勉強させていただき

ました。 私が接 した方々は皆厚情の方 ばか

りで した。 こうして今 ,私が この職 に着 い

て居 る事 も皆様方の御蔭だ と感謝致 して居

ます。

勉強時間は仕事力!准っ
~(「

から夜の時間になりま

したので学校での折角の講義の時は寝不足と医

学の本で理解 しがたく居眠りして居る状態で し

た。が,あ まりにも貧乏学生で したのでどんな

孤独にも耐え辛抱 して頑張りました。悪条件ば

かり揃った私には人一倍努力しなければ追い着

かない状態で したので,と にかく無我夢中で頑

張りました。そうして居る中に教科書も次第に

理解出来るようになりました。が国家試験に挑

戦 した所失敗。それでも何度か挑戦を繰返 し,

つ いに合格 しま した。 いろいろと難問を突

破 して これを克服 した時の喜 びは又格別で

した。あれか らイ ンタ ー ンを終 え 田舎 へ

帰って憧れの看板を掛けたのは私が 25才の春

で した。そして一番喜んでくれたのが母と叔父

で 共 に喜 ん で くださったのが地域住民と妊

産婦でした。一例二例とお産が重なるにつれて
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妊産婦には誠意で接 し母児両者の生命を預かる

重い職に責任重大と心を引きしめ,お産に臨みま

した。微力なが ら相談相手や個人指導も行い私

の下手な話にも耳を傾ける方 がおゝえた事は大

きな喜 びで した。お産 も無事 に終え「有難 う」

とお礼を言 わ れる時は助産婦ならでは味わえ

ない喜びでした。母児両者が元気な姿で退院さ

れることも又,楽 しみの一つで した。

私がお産を取り扱ってからは,あの怖かった破

傷風も全く姿を消し,資いしてマンサン祝いが出来

る様になり微力ながらも私ののぞみがかなえられ

た事は本当に喜びでございました。 6名の子供

トビックス

達も今は父となり母となりして一応はそれぞれ

やっていますので長年掛けてあった看板も取り

はずし,家でのんびり休んでいました。が,宮城

光江さんに声をかけられて今は名城産婦人科で

勤務させていただいています。

後書きになりましたが会員の皆様 30周年おめ

でとうございます。 20周年の時下手な踊りを

したのが昨今の様に思いだされますが ,時は流

れて早 30周年。本当に感無量でごさ`います。

助産婦部会沖縄県支部がますます御発展なされ

る様期待致してやみません。会員の皆様今後と

もよるしくお願い致 します。

試 験 管 ベ ビ ー 誕 生

福 音 か ,行 き過 ぎ か

1978年 7月 25日 深夜
《
試験管ベビーカ

が世界で初めて産声をあげた。医

学の進歩にまた 1つ記録が生まれた。永年,不妊治療に取 り組んできた産婦人

科の臨床医たちの間では「とうとう成功 したか」「不妊に悩む女性たちには大

きな福音」と今後に期待をかける声 も。が,一方では「治療とはいえ,医師が

く
神以上"の ことをしていいのか。医学の思い上がりだ」「子供が商品として

扱われ,親子関係,社会秩序,倫理の混乱を招 く」など厳 しい指摘も出ている。

体外妥精児の出産という現実を迎えたいま, これを人類の幸せにつながる朗

報というべきか, 自然の営みに人間の考え出す技術がどこまで関与できるのか,

一科学者の間でも反応は複雑だ。

1978年 7月 26日  琉球新報より
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忘れ得ぬ思い出

昭和31年の12月 寒さが身にしみる午前 2時頃

のことです。突然,「お産ですが,産婆さん」

と,かん高い声にびっくりし, とびおきて玄関

をあけてみると,「 7カ 月ですがお腹が痛い」

というのです。急いで着がえて,カ バンを片手

に,の りものもなく,部落はずれの山道,道巾

が狭 く, 小石の多い,ガタガタ道を小走 りで ,

気はあせ っているけれど,一向にすすまず,あ

れこれ考え, そうこうしている間にその家へ着

きました。30分位かか っただろう。す ぐに戸を

あけ,その産室へかけ込みました。なんと妊婦

さんが破水し,児体がはい出しているのではあ

りませんか。びっくりし,一瞬,ど うしていい

かわかりませんでした。その妊婦さんは二度目

のお産です。取 り出した児は女 の児で体重が

1850グラムで全くの未熟児てす。皮下脂肪が少

なく, しわが多いけれど,首を左右に動かし,

国も何か求めようとしている。私はこの赤子を

どうにかして生かしたい,ど うにか して。家族

達は,こ んなに小さいのに助かるということは
,

むずかしいとあきらめた様子で した。その頃産

婦人科の病院はあったのですが,赤ちゃん専用

の保育器の設備不充分の頃です。

私は,思い切って自分達の手で養育 してみよ

うと,早速綿をたくさん集め,赤 ン坊の身体に

つつみ,顔だけ出して,両肩,足の方に二個湯

タンポを入れ,児のそばに寒暖計を備え温度調

節し,保温に気をくばりながら, 2時間毎に体

温を計り,安静にし,室内は木炭火を使 って温

かくしてもらう。その方法で,家族の方に協力

してつづけてもらいました。

北部地区  玉 城 ツ ル

その間,赤ちゃんの沐浴はさけ,手指の消毒 ,

清潔な衣服のとりかえ,綿で乳口作り,少 しづ

つ砂糖湯を与える,と にかく夢中でした。 3日

目位からとても元気そうで,顔のつやも出て
,

何かを求めようと, 口をもしゃもしゃし泣いて

いました。授乳の方はまだまだと思いましたが ,

母親のお乳を搾乳 して与えたところ,未熟児と

思えない速さでちゅうちゅうとのんでいました。

もう大丈夫だ。この児は生きるのだ。/み んな

の協力のおかげだ。でも気になる事がありまし

た。黄疸です。私は毎日観察 してゆきました。

何日経 ったで しょう。その心配 もなく, その児

は危うく,一命をとりとめたのです。

奇跡といいましょうか。 うまく文章には表わ

すことができませんが,当時の苦難の日々が思

い出されます。

昭和42年 3月 15日 呉我でのことです。午前 1

時頃男の声におこされ,あわてざまに玄関をあ

けてみると,顔見知 りの人で した。「どうした

んですかJと 尋ねてみると,「妻がお腹が痛く

ないのに,水みたいなものがたくさん落ちる」

とのことで した。早速く急ぎ足で妊婦の家へ行

き,診察 した結果,妊娠 8カ 月の前期破水でし

た。内診 してみると,子宮が 3指位の開大で
,

聴診器をあててみると,児心音は正常で胎動も

活発です。彼女は,今 5回のお産をしょうとし

ている経産婦であります。前の 4子とも皆早産

でしたが,お産はとても軽いし,元気でとても

丈夫な赤ちゃんでしたので,別に気にもとめず ,

疑問も持ちませんで したが,今回の場合は,い

つもと少 し様子が違うように思いました。陣痛
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は規則的に来る割に子宮回は似然として 3指開

大です。内診時に指先に血が少 しついただけで ,

別に異常と云うことは認めることが出来ません

でした。時間はどんどん経 っていきます。長び

かせては親子に負担がかかると思い,指定の名

護の産婦人科に行き,診察を受けた結果,子宮

ガンと判 り,全 くやりきれない暗い気持でダラ

ッとして しまいました。と同時に先生への怒 り

をかんじました。なぜかと申しますと,彼女は

妊娠 4カ 月か ら7カ 月になるまで当病院で診察

している事はよく知 っていました。病院からの

帰 りはいつも私の家へ来ていろいろ話をして帰

るとてもしっか りした 4人の子の母で した。別

に病気がある様子もなく,至 って元気そうに見

えました。先生の話では,病院のカルテには ド

イツ語で記入してあると私に見せてありました

けれどわかるはずがありません。家族の人も何

にもわかっていませんでした。ほんとに残念で

す。仕方なく先生の紹介で那覇の赤十字病院に

入院,す ぐ帝王切開で赤ちゃんは出し,母親を

助けました。赤ちゃんは 5日 目で亡くなりまし

た。その後母親の治療にかかり, 2カ 月で元気

になり退院後家事の手伝いをしていましたが
,

2,3カ 月後再発があり, とうとう36才の若ので

なくなりました。

今か ら14年前の事で忘れ得ぬこととして印象

に残 っています。

ヽ

ヽ
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私 の 体 験

45年 の歳月が夢の様に流れ,眼を閉じると色

々な事が走馬灯の様に思い出されます。

医師の往診 もむずかしく,何の設備もない自宅

分娩時代ゆえ,忘れえないことは数多くありま

す。早期破水に陣痛微弱。しかも初産で 3日 目

にやっと出産 した男の子が無呼吸である。私は

一生懸命人工蘇生手術を施行 しつづけた。

其の時私の耳許で「 もう駄目ですよ。もうよい

ですよ。半時間もたちましたよ。Jと ささやく

其の家のおじいさん。でも私は口にガーゼを当

て息を吹き込んだり温湯を入れ冷水をかぶせた

りする。私の肩が苦 しくなった頃やっと「オギ

ャア」と一声泣いた。ああ助かったと感無量。

あの赤ん坊が現在本土で教師になっているとの

ことです。

早産で第 1児女 1800フ ,第 2児男 1200

夕の双生児のことも忘れられません。早速脱脂

綿と真綿を取り寄せ其の中に包み三方より湯タ

ンポをあて脱月旨綿にミルクをおゝくまざ述 させる様に

してやっと 2カ月目に沐浴,皆で喜び合った。

保育器 も無い頃運良 く育 ってくれたと,今思い

出しても胸がいっぱいになります。

又,戦後のベビーブームには 3日 間も寝ずに 12

時間に 7人も産まt走 り回ったこともありまし

た。お産の無い日は皆無といえる程でした。

その後自宅の隣に助産院を開設 し数多くの分娩

を取り扱い,血圧測定,尿検査を行い,少 しで

も異常を認めたら医師の診察を受けられるよう

|こ しました。

毎水曜日,血液センター内で母性相談家族計画

指導などが始ま りました。

那覇地区 長 嶺 キ ヨ

電話の相談な どで特 に中学生には悩まされ
,

その子等の診察には心を痛めた。ある日女教

師が女生徒を連れて来 られた。間診 しても本人

は平然として月経は今月も有ったというが診察

をしたら妊娠 7カ月位,骨盤位である。その旨

先生に申し上げたら,「ハイハイ結婚させます」

と青 くなったり赤 くなりしてこぶしをにぎりおゝ

るえている。その先生をやっと落ちつけて帰 し

た。その後どうなったか,と今もって気になる。

中学生の トイ レ分娩では中学は卒業出来る様

取り計って頂いたこともあった。現代の若者は

愛だの自由だのといい大正生れの私にはその考

えは解 し難いのが多い。学校の先生や親も悪い

とは言い得ない。これが時代の流れなら一時の

流れであってほしい。

さて,現在中央保健所の母性相談 ,新生児訪

間にたまに出かける。那覇市役所で母 子保

健推進員, 1才 6カ 月検診 など,小禄 支所に

月 2国家族計画指導で出かける。家族計画は貴

方が健康な時産む様出産の時期,産む自由,産 ま

ない自由,云々弁舌をおゝるう。コンドームは95

%位使用で率が高い。オギノ式を併用する様す

すめる。が,私が声を大にして指導をしても果

して実行 してるかなどと気になる。人によりけ

りだが女の子が 2人だとどうもとか,男の子ほ

しさに 9人 も女の子を産んだ方もいる。

沖縄の出生率が日本一であるのはそのせいであ

ろう。あの トートーメー問題を取り上げられた

伊波先生には敬服する。バンザイとほめたい。

女性でも家の跡つぎが出来る沖縄になってほし

いと沖縄女性のために心に念 じた私である。
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昨 日の新聞で トートーメーは,女性でも継承

出来るとの審判が下された。男女平等,誠にう

れしい。生まれ来る子供はみんなに祝福され望

まれて産まれるべきと思う。

56才 の主婦が診察に来た。妊娠 3カ 月ですと

申し上げたら泣き出した。「私は孫 4人も居ま

すJと 。初潮年令が早くなり閉経が遅 くなって

いる今日とは知りつつも大人がこうである。

ましてや若者達をどう教え導いてよいものか。

さて,昭和51年 日本家族計画協会長賞,昭和

53年厚生大臣賞を受賞した。母は私力潔障を頂い

て来たと満面に笑みをたたえて喜んでくれた。

それか ら2カ 月後母は他界 した。私が 1年遅れ

の受賞だったらあんなに母を喜ばし得なかった。

私 を御推選下され,私に親孝行させて下さった

方々に心の底からこの書面をかりて深 くお礼申

し上げます。

さて移り変 り行 く時の流れとはいえ,現代の

若者の無軌道ぶりには皆様方 も心痛めておられ

る事と思います。みなさん,声を大にして次の

世代 をにな う若者達 のため,親 には話せぬ

事 で も私達 に相談 に来て くれる若者達 には

心をくだいて良き相談相手になりましょうよ。

書きたい事は山程あって一朝二夕では書き得

ません。戦前の産めよ増やせの時代,又戦後の

ベビーブーム,そ して現在の家族計画指導,母

子保健云々の中で,私は何時の間にか年老いて

しまいました。でも自ら苦労苦学 して選んだ助

産婦の道です。どんなに忙 しく,つ らくても後

悔 した事は 1度たりともありません。ああむべ

なるかな人生。花は散りても又開く,月 はか く

るとも又満つる時来る。未来の助産婦,又過ぎ

にし日,助産業はなやかなりし頃に思いをはせ

てペンを置きます。

沖 縄 の 顔
母子保健の向上で厚

生大臣表彰を受けた 長 嶺 キ ヨ

43年 間に 6,250人の赤ちゃんを取りあげた助産婦の超ベテラン。 親子二代世話になっ

た人も多い。

「いまはほとんど施設 (病院 ,医院)分べんですからネ,助産院はあがったりですヨ」。

自らも助産院を開業 していながらうれしそうな表情。

「そりゃ,県民の母子保健思想が向上 している証拠ですからネ」。相談に来る妊婦にも

赤ちゃんの脳や各器官の検査設備の整 っている施設分べんを勧めている。………中略

昭和40年 ,沖縄家族計画協会が設立されると受胎調節実地指導員として ,知識の普及に

県内各地を精力的に飛びまわった。その実績がかわれて ,い ま那覇市役所の委託助産婦。

肩書は小禄支所の「家族計画実地指導員兼母子保健推進員J。

性の価値観や道徳観が地すべり現象を起こしている現状での母子保健指導は困難。ムリ

押 ししないで納得させるのはかなり根気がいる。

「受胎は夫婦の共同責任なのに相談にくるのは女性だけ」と怒 った。「男性の協力がな

い限り女性は妊娠の恐怖か ら解放されない。これか らの家族計画は男性の教育ですヨ」。

-53年 11月 琉球新報よリー
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首里で生れ首里で育った私は,那覇市上の蔵

にあった愛生病院産婆養成所 (真境名安行先生

比嘉松栄先生)を昭和 9年 3月 (第 4期生)に

卒業 し,昭和 9年 3月 より10年 3月 まで与儀

清秀先生の病院に 1カ 年,仲吉朝太先生の病院

に 1年半,昭和 11年の 8月 より比嘉松栄先生

の病院に 5カ 年間看護婦をしなが ら研修後,名

護市にて昭和 16年 4月 より開業することにな

りました。

助産婦生活40年の間には色々なことに出会い

ました。協会設立以来 30年を迎えました今日

感無量でございます。

開業直後の頃は衛劇帥 低ゞく妊娠 5カ 月頃診

察にきて,分娩まで 1回の診察もなく久志村の

山道を自転車の荷物台に乗せられて,自 分の子

供をおんぶ し,或は瀬嵩より小舟に乗せられて

産家を往復 したもので した。取り上げ婆さんと

一緒になることも度々ありました。

殊に忘れ得ないことは,比嘉松栄先生のお供

をして大宜味の山中の 1軒屋での錨子分娩,大

兼久での無脳児分娩,重症の妊娠中毒症で産婦

が子病を起 して帝切になったこと等です。

19年 10月 10日 の空襲時の安和への往診 ,

20年 二月 14日 の東江原の避難小屋での分娩 ,

20年 2月 17日っ大兼久の防空壕内での女児

分娩,戦争がはげしくなり壕と家を往き来 して

いましたが比嘉先生の往診車に乗せて貫って主

人の郷里瀬嵩へ移動 した頃の思い出。

思  い   出

中部地区 池 宮 貞 子

敗戦後 山から降 りてから,大急ぎで呼ばれて

行 くと汀間の部落で墜落分娩で豚小屋に児を落

し,助けることが出来なかったこと。

瀬嵩での骨盤位分娩を多和田ツルさんと2人で

介助 した男児分娩,食糧難の時で,マ ラリヤや

結核で亡くなられた方々,横位や胞状奇胎で
,

大急ぎ宜野座病院へ送ったこと等が私の頭に残

っております。

主人の仕事の都合で昭和 26年コザヘ移って

からセンター通りで開業することになり現在の

所で産院を持つ様になりました。が,出血や難

産で私が困った時,大田為雄先生や福本康二先

生,平敷好吉先生に支えられて無事分娩を終え

母児共に喜び会ったこと等が昨今の様に思い出

され只々感謝のみでございます。

母児 2人の生命に関する重大な仕事を大禍なく

過すことが出来ましたことは,故 人となられた真

境名安行先生,比嘉松栄先生,仲山朝盛先生 ,

仲吉朝太先生のおかげだと感謝いたしておりま

す。殊に比嘉松栄先生御夫妻には養成所時代 ,

結婚から分娩, コザに来でまでも大変御世話に

なりました。

現在の所で,常に力になって下さる大田先生 ,

福本先生,平敷好吉先生方の御健康を祈念致 し

ますと共に,協会役員の方々の御苦労を感謝中

し上げ今後も協会の限りなき発展を希望致 しま

して私の思い出と致 します。
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30カ 年の業務をふり返って

1970年の 4月 に20周年記念を祝福した事 も

つい此の間の様に思われます。「時の流れは流

水の如 し」とよく言われて居 りますけど,全 く

その通りでございます。

あれから早や10年 ここに30周 年記aを迎え
,

実に感無量でございます。一家庭の主婦として

の立場と,助産婦という職業を守り通して来た

此の30カ 年と言う長い年月が一生の内最も厳 し

い人生であ ったと思います。助産という母と子

の生命をあずかる立場から,精神的,肉体的疲

労,育児,家事は思えば苦難苦闘の体験で した。

戦前/戦後/只〃助産一筋に明け暮れ専念 し
,

寝食を忘れ恐怖と喜びのもとで聞い通せたのも,

この職業が,私に与え られた天職であると信 じ
,

強い根性で今 日。現在頑張っております。それ

に人生生き甲斐ある仕事をもつことはしあわせ

です。其の根性こそ助産婦でなければ人知れぬ

ものでございましょう。

次第に時代の変遷 もあり医療機関もめざまし

く発達 した今 日,私達助産婦 もいよいよ由断出

来なくなりました。治療より予防と言う立派な

教育等は私にも最大なる必要性を痛感 します。

助産一筋ではなく,幅広く母子保健指導の業務

にも手を伸ばさせていただき本当に感謝いたし

ております。おかげさまで,助産の合間に地域

の指導員として家庭訪間をし,母性・新生児・

家族計画指導等を行 ってきました。と同時に市

役所主催の推進活動にも参加させていただき,

保健婦さん方 と共に多 くのお母さん方の喜びの

声を聞いてまいりました。

その様な活動が出来るのも一重に行政並びに

那覇地区  備 瀬 治 子

助産婦部会主催の教育講演会や研修会の賜もの

だと深く感謝致 しております。幾年月か過ぎ気

がついてみると我が子も各々成人となり社会に

飛立 っていきました。知 らぬ間に此の年にな っ

た事を思えば感無量でございます。

昭和54年に支部長さん (那覇看護学校教師許

田英子先生)か ら良き知 らせを受け,本土講習

会に参加する事が出来ました。「チヤンス」も

「チヤンス」有難きかなあ。糸満の大城俊子さ

んと共に講習会 を受けてきました。

厚生省委託開業助産婦九州ブロック講習会 (

昭和54年 9月 25日 ～29日 )福岡県国保会館で行

なわれ,多 くの諸先生方の講演はすばらしく本

当に勉強になりました。引き続き那覇看護学校

で催された樋谷式乳房マッサージ法の講習会 も

また私達助産婦には是が非でも無 くてはならな

い必要な勉強で,私は自分の年も忘れ無我夢中

で勉強しました。

今では活気益々湧き溢れ,若 い者にまけじと

産婦人科病院で働いています。昔から「健康は

財産である」と両親から聞かされた事 も思い出

し,身内の者からも力強く励まされ,現在産婦

人科で助産と新生児看護に専念 しています。ま

た忙 しい業務の会間に私は自主的に保健指導と

乳房マッサージの実施に勤めています。充分な

母乳分必は産婦の心身をいやし,家族からもた

いへん喜ばれています。

近代乳児には母乳奨励が盛んになっておりま

す。私も児の健康と,母と子のスキンシップの

面か らもなお一層母乳を奨励 し明るい子,元気

な子に育つように地域の母親などと語り合 って
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おります。

院内でも,看護婦さん達と共に教えたり教え

られたりしながら頑張るつもりで居ります。

助産婦の皆様,年 を考えず「未来はこれから

だ」, と思う意気込みで少々でも社会の為めだ

と思い,30年 と言はず 40年 ,50年記念を目指

し,若い世代を追 って邁進 しようではありませ

んか。

助産婦部会沖縄県支部が末長く発展すると共

に会員の皆様方の御健康と御幸運をお祈 り申し

上げる次第でございます。

ピックス

け さ 6時 ,交 通 方法 替 わ る

一  「 人 は右 」「車 は左 」に 一

沖縄の歴史的な
《
交通世替わり"である7・ 30交通方法の変更は30日 午前 6

時を期 して,全県下です斉に行われる。この時から県内の交通規則は,こ れま

での「人は左,車は右」か ら「人は右,車は左」に切り替えられる。

交通方法の切り替え作業は29日 午後 7時から本土か らの応援警官を合め,約

3,600人の警官が全県下の衡頭に繰り出し,午後10時,全県下の各市町村消防

署や船舶などが鳴らすサイレンを合図に特別交通規需1に入った。県警が特別に

許可した 1万台の特認車両を除くすべての一般車両が全面交通止めとなり,作

業員 2,500人 が信号機 353基,道路標識,約 41,000令 の切り
芦

え作業に入っ

た。

作業は順調に進んでおり,切 り替え作業は30日 の午前 5時前にすべて完了す

るもようだ。30日 午前 5時50分のサイレンを合図に,右側通行の全車両をその

場に停車させ,10分間に警官の誘導で車両を反対方向に移動,午前 6時 3度 目

のサイレンを合図に車の左側交通がスター トする。

1978年 7月 30日 琉球新報より
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助産婦を志した動機と現在の道

北部地区  小 嶺 光 子

私が14歳の時,近所の嫁さんが当時のとりあ

げ婆さんに介助されて,氏者の診察もうけない

で原因不明のまま,赤ちゃんを残 して死亡して

しまいました。私の小さな胸にこの不幸が,き

ざみ込まれて,あの日,自 分の生きる道は産婆

これしかないと,固 く決心しました。高等科を

卒業すると上阪し,ま ずは学問を身につけよう

と,短期大学の 2年の課程に学び,引 続き大阪

緒方産婆看護学校に入学,同時に見習看護婦と

して,実施の勉強など続け,青春のすべてをそ

の業務に夢をたくしたのです。

その後,玉木産婦人科に勤め,分娩介助に一

生懸命の毎日でしたが,一方では大きな病院で

もっと自分の力をためしてみたいという気持が
,

日々 につのるばかりで,就職難や琉球人差別もひ

どい時でしたし,周囲の雑音も雨降るが如く耳

に入るしで,気落 してましたが,新聞紙上目に

止 ったのが,大学病院の採用試験の広告です。

早速「 ミックワヌヒーブンウジランJ当 ってく

だけろの精神で,願書を提出しました。期国が

きて試験場に向い,あ まりの希望者の数にただ

驚くばかり, 1日 目のペーパーテス トは合格 ,

2日 目の面接 となり,軽い気持で望めばいいと

自分に言い聞かせ,面接室に入ると10人の試験

官 (お医者さん)が居 られて,一番目に座 って

る先生が,履歴書に目を通すなり,「ああ,琉

球か」その言葉その態度にガク然となり,余 り

の悔 しさに, 目の前のテーブルをこぶ しでたた

いてしまいました。瞬間の出来心で「 しまった

/」 と思 ったけれど後の始末,そ の姿に驚いた

先生方 ,あわてて私の気持を和 らげようと,弁

解 して居 られましたが,一言もしゃべらず「失

礼 します」と退場 しました。力だめしと覚悟は

していたものの,心の底には一抹の望みもあっ

たので,家に帰って腹いっぱい泣きました。

結果を悔にしても仕方ないと,気 を取 り直し,

知人の病院に身柄をお願いしながら, ブラブラ

している時,約 2ケ 月もすぎていたでしょう力ゝ

思いもよらない採用通知が参い込みました。そ

の時天下を取 ったような気持になったのは,言

うまでもありません。早速希望の病院に勤務す

ることになり,勤務状況,人間関係に気を配り,

精いっぱいに努力しました。そのお蔭で可愛い

がられ,あだ名で「マーちゃん」と呼ばれるま

でになり,差別もなく「採用するなら琉球の子

だなあ―」と先生方からほめられ,楽 しい毎日

を過ごしました。

年数もたったある日,院長室に呼ばれいろい

ろ雑談 している中で,「開業する意志はないか』

と聞かれびっくりし,「 首になるのだろうか。」

と誤解 し黙 っていると「十分実力はついた。l,頁 張

りなさい。」との事)私は頭を下げて,ただ感

謝し涙 ぐむばかりでした。

大阪市内玉川町で産婆開業,若さで もって無

我無中で妊産婦のサービスに努めました。いろ

いろな人と出逢い,い ろいろな分娩を取扱い
,

異常産は電話です ぐ先生方にお願 し,さ ほどの

苦労はありませんでした。

幸せの最高の時,突然南洋庁官より南洋に来

てくれないかとの依頼書が,届 きました。条件

は良いのだが,今までの先生方の恩も裏切れず

迷 っている所,耳元に「外地に行ける事は幸運
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児だ」との声を聞き,い いォヤン不だと再い
,

その20日 後には大阪を出発 しました。途中 4日

目の出来事 ,自分の乗 った船が敵国の「魚雷」

にやられて, 3日 間海上漂流, 500人 の乗組員

の中で救助されたのは私を含めてたったの20人
,

命からがら目的地に着きました。村民の歓迎を

うけて派遣されたのが無医村,今までの幸せが

180度 も転回する苦難が続き,幾度日本に帰り

たいと思 った事つゝ。すでに日本との交通も出来

なくなっていました。そんな特先生方や同僚の

面影や言葉が頭の片すみにこびりつき,弱気に

なった,き に,い い励ましになりました。

大束亜戦争 も激 しくなり,玉の中をくぐりぬ

けての夕暮れの一時は「今日も無事だった」と,

ため息をつ く毎日でした。

ごうの中で分娩に立合い,野山の中を歩き回

り, 日本の情勢も知 らず,何時自分が果てるか

計りしれない命で した。丁度その時主人と結鳩

同居 したのは 3カ 月間,主人は仕事で転勤 し
,

又 1人暮 しが始まりました。その中に敗戦のニ

ユース,信 じられなくて山ごもりを続ける人が

多か ったと気憶 しています。まもなく強制送還

を命ぜ られ,主人の故郷慶良間で助産婦として

開業 しました。交通不便な避地医療機関の不自

由の中で,い ろいろ工夫 しなが ら,地域住民の

健康推進者 として頑張りましたが主人の仕事の

関係で,糸満 |と 引越 しました。そこで助産婦会

に加入,皆様のお世話になり,殊に宮里志津子

先生には,可愛がられ感謝致 しておりますき

その後出身地の名護に一早 く助産院を開設 ,

約20年の月日を経ました。社会情勢の変化に伴

い,名護病院に産科が新設され,妊産婦の殆ん

どが病院を利用するようになりました。助産院

でのお産は減少 しましたが,分娩だけでなく,

母子衛生,新生児訪間等の業務で忙 しい毎日で

した。がすでにその頃から婦人の社会的進出が

目立ち始め, それに地域住民の要望に対応して
,

保育園経営を計画,理事長を次男にまかせなが

ら兼任しスター トしました。ところが保育園の

運営は余りにも厳 しく,兼任は許されず,現在

は分娩の取扱いはやめて,名護市の母子推進員 ,

家族計画指導員として,ま た地域団体 |こ加わり,

ボランティア活動にと頑張 っています。

保育園で充分なる保育が出来ると言うことは
,

助産婦時代に学んだ乳幼児に関する知識,経験

のおかげだと自負しています。乳幼児の健康を

守り,助 け,支え,明 るく豊かな人間形成を目

ざして,次代をになう子供達の幸福の為に最善

の努力を要 し,今後も頑張る所存であります。
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私 の 思 い 出

1970年 に沖縄助産協会創立20周年の式典が

行われましたのも昨今のように思いますが,あ

れから早10年の歳月が流れ助産婦会も歩みを続

け組織も大きくなり,30周 年を迎えるに当りま

しては名称も日本看護協会助産婦部会沖縄県支

部として式典が行われますことは意義も深 く会

員の 1人 として感無量でございます。

30周年に当り私の体験を思い出に記 してみた

いと思います。

私は昭和 18年 に個人開業しましたが,2年後の

昭和20年 には沖縄戦になり,あの恐 しかった戦争

中は使命により壕から壕に避難を続けながら流

早産にも立ち合 って来たことは今は深い思い出

になっています。

助産婦歴38年 をおゝ りかえり思い出すとき,その

体験 した思い出は走馬燈のように私の脳裏に映

ります。

正常のお産を介助 し産婦と共に喜びを分ち会

う時は幸せ感に充たされましたが,新生児が仮

死を起こし蘇生術をするときの緊張感は何とも

いえず,奇形児を介助したときti兎 唇,無脳児

が生れたときのショックは筆者にうくしがたく,

出生の喜びは不安と悲しみに変り,そ の母親や

家族の不安と嘆きは相像以上のものがあります。

取扱ったものとしてその原因を聞かれるときは

説明に困り, いきづまる思いがしました。数時

間も産家に居残り慰さめに当るときなどは自分

の責任のような錯覚を起すときもありました。

数々の体験をしながら使命感にもえ業務を続け

て来ましたが,そ の中で最も私の印象に残った

事イアlを記してみます。

那覇地区

このケースは20才の初産で,お産までに 2回

しか受診 しなか った正常妊娠の事例で した。外

は寒 く雨とアラレの降る極寒の日でした。産婦

が診察に来たのは午前8時頃で,時々痛みがある

との訴えでした。診察の結果子宮口 2指開大し

ており,産婦に今日お産になることを話し,お

産に対する心の準備を指導 して自宅に帰 しまし

た。それから数時間後,陣痛が強くなっていると

の連絡を受け,お産カバンを持ち産家に行きま

した。産家についたのが午後 1時頃で した。陣

痛は強く5分間歌の発作で,内診 ししたところ

子宮口は 3指開大 しており軟産道は柔軟性があ

り進行は早い方でした。

このケースの場合隣り近所の方の応援と夫の

補助動作の援助が大きな力になっていました。

まず子宮口が全開,児頭が排臨の時期になっ

たとき夫を産婦の枕もとに座 らせ産婦を抱くよ

うな体位に,産婦の両手を夫の首にからませ陣

痛発作時に産婦の腹圧と同時に夫の両平手によ

る子宮底圧迫を加える補助動作で分娩を進めて

行きました。

産婦も若いけれど意志が強くがんばったおか

げで予定より早 く,陣痛開始より10時間目,午

後6時には3300の男児 を娩出 しました。仮死

もなく,分娩直後発Π帝もあり元気な赤ちゃんで

した。早速勝帯の処置をすまし毛布にくるみ父

親に抱かせた後,胎盤の娩出に当りました。胎

盤は順調に娩出,そ の後剥離面をみるため,母

体面を返えしたときでした。いきなり子宮口か

ら水道の蛇口から出るような勢いで出血が起 り

ました。子宮底を視ると収縮がなく触れません。

中 村 三 千
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弛緩出血であることがわかり,早速子宮内徐去

をするや,産婦の隣りにあった腹帯を使い,モ

ンブルヒ氏の大動脈圧迫を試み,夫 と 2人で産

婦の両面から強く締めました。本人も出血に対

し知識があり,「 もっと強く締めて,締めない

と私は死ぬ。 もっと強く強く」と云い続け必死

でした。近所の人達には冷えた水で子宮底を冷

シップをするように命 じながら腹部を締め続け

ました。運よく頂度その日は寒 く,水 も氷のよ

うに冷たかったのでこの水で子宮底を冷やした

のも効果があり,数分後には子宮は収縮止血す

ることが出来 ました。

無我無中になって止血に務め,出血が止まっ

たときはほっとしました。そのとき始めて忘れ

ていた自分の呼吸を思い出すと云う命がけの作

業でした。後で妊婦の身辺を見て驚きました。

産婦は血液の中に寝ている状態で,私の足も血

液の中にはまっているような状態でした。

かなりの出血量だ ったと思います。手伝 って

くれた近所の人達に「もう大丈夫ですか」と云

われたときは, しみ じみ大事なときの人手に感

謝 しました。この異常出血に対 し救急処置が出

来たのはやはり病院勤務のときの経験が大きか

ったと思います。

あのときは,ほんとに恩師長田先生に感謝で

胸‐杯でした。

元気になった産婦の処置をすまし,赤ちゃん

も沐浴着衣後母子共にベッドに寝かしたときは

ただ「よかった″」と感激ひとしおで した。産

婦は「先生のおかげで命びろいしま した。」と涙

なが らに語ってくれました。主人もまた私の手

を強く握 り「よか った。お産は命がけですね。

助かりました。」と母子を見ながら涙していま

した。母子両者を無事介助,家族共々に喜びを

分ち会 ったときはしみ じみ助産婦でよかったと

思 う反面責任の重さも感 じました。

あのとき生れた子供 も今はりっぱに成長し ,

社会人となっています。母親はマーケットで婦

人服の専門店を経営 していますが,あれから35

年立った今だに会 う度にあのときのことを鮮明

に思い出しては生きていることの喜びを語ってくれ

ます。私もこの思い出を心の宝にしております。

今は助産介助の現場から離れ保育園を経営新

しい芽生えの育成に専念 しています。が余暇を

利用 し母子推進員,新生児訪問指導等も務めて

います。核家族時代,若い母親の育児指導に少

しでも援助が出来ればと今までの経験を生かす

べく母子保健への意欲を持ち続けています。

-148-



私 の 体 験

1960年 12月 ,縁あって,僻地で働くこと

になりました。知人友人の全く居ない土地でま

さに生きる為と,申 した方が良いで しょう。

単身赴任 したその日,冬の落日は早 く,偶然

部落の婦人と目的地へ向かう時,すでに夕闇迫

る時刻,行 けど も行 けど も山又山,あ たりは

冷気ひしひしと肌をさし,何処まで連れて行か

れるのかと不安さえ感 じました。

1時間位経 たで しょうか 。部落の灯が見えた

時は,ホ ッとした余りに全身の力か抜 ける程で

した。部落の婦人会の方達に迎えられ,落着く

家も準備されてのもてなしを受けた時,力‐杯

働かねばと思いました。

当時私より 3カ月も早く此の地へ赴任 されてい

た公看さんが,私の故郷の隣村出身の方で,何

かと面倒を見て下さ_り 大変助かりました。翌日

か ら早速 2人でA部落へ挨拶廻 りに行きました。

が,片道 10脇という道のりです。 1日 に 1部

落 しか行けず, 2日 目にB部落へ行きました。

こち らは道はけわ しく,イ ノシシの通った

道を人間様が通っているのかと思われる所で
,

それはそれは想像以上でした。

此の道を郵便屋さんが,朝夕通っていると聞き

2度びっくりしました。私 も此 の道を 3カ 年

間通 いま した。 此の道以外に道がないと思う

と,別に苦にもならないものです。

此の様な辺ぴな道のりのため,妊婦に自分の

所へ診察に来て欲 しいとは言えず, こちらか ら

妊婦の家を, 1軒 1軒訪ねて廻ろうと決意致 し

ました。

その当時は,出産まで重労働に耐えながら 1

北部地区 普天間 和 子

度 も診察を受けずに出産を迎え,取 り上げバー

サンによってお産をし,中には出血多量で死ん

だ り,難産で児の死亡することもあったと聞き

ま した。今後その様なことがあってはいけない

と,比較的人口の多いA部落へ日参しました。訪

門は,部落の人を知るためにも,妊婦を聞き出す為

めにも必要で した。人情豊かな土地で,お互 い

を知るのにそう時間は要 しませんで した。

しか し肝心な用件よりも,往復に時間がかか

ることは問題で した。何時もの通り,テ クテク

家路へ向う途甲,道端の野イチゴが真赤におい

しそうに熟れていました。イチゴをつまみなが

ら歩いていると,突然米兵のジープが側に来て

止 り, ビックリしてイチゴを差出すと,「 ノー」

と言って砂煙を残 して走り去ったこともありました。

又,演習中の行軍にとまどった日も多々あり

ま した。

或る時,陽も暮れ雨の降る中,後から誰かが追

って来るようなこわさに心は急げどもままなら

ず,やがて車の音が聞こえライトが近づいてき

ました。米兵か,地元の人か,胸は早鐘のよう

に打ち,足はすくんだまま。然 し振り向きも出

来ずに居ると,車が止 り「どちらへですか,此の

雨の中大変でしょう。」と送って下さった時は,

地獄に仏と感謝 しました。この人は方向違いの

私を送って去って行かれましたが,今でも感謝

の思いで 1杯 です。

山の中の 1軒家でも住めば都と申しますが
,

辺地で の生 活 はそれこそ文字通り,山あり谷

ありでした。安産の時は自分の手柄のように嬉

しく,体 も軽いものです。が,時間のかかる産
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婦の時は, 自分の寿命を縮めてもと,母子の無

事出産を祈 りました。

双胎の妊婦にも度々あいました。高血圧,蛋

白尿 ,浮腫 と悪条件の揃った人に,専門医施設

分娩をと,お百度を踏む思いで強引に勧めまし

た。当時は,医療保険制度 もな く入院分娩 とな

ると負担も大きく,なかなか施設へは行きたが

らないのが常でした。

退院後,危瞼極まるお産だったことを,良 く分

っていただきました。

こういう妊 婦 に出逢 うと責任の重大さを感

じ, もう此の地を去ろう,帰 ろうと幾度か思っ

たもので したが, こんな妊婦がおればこそ,自

分の様な者でも必要なのだと言い聞かせながら

頑張りました。

世話させて頂いた赤ちゃんも,何時の間にか

中学 3年生,い よいよ義務教育卒業で す。 私

も任務を終えて卒業すべき時期だと思いました。

振 り返れば,真剣そのものの毎日でした。

今は故郷で第 2の人生を,つつがなく送って

居ります。今後も微力ではありますが,母子保

健に力をそそぎたいと思います。

今週 の いす

第 11回 母子保健・ 家族計画 大会

普 天 間  和  子

今週は,国頭村東部落の辺地安田で苦難にたえながら,母子保健の指導,住民の検診

に協力したことで知事表彰を受けた助産婦の普天間和子さんに登場してもらった。

「あたり前のつとめをしただけですのに,はずか しくて消えてしまいたいくらい0。」

知事表彰を受けてすっかりとまどっている様子。普天間さんは戦中,戦後の混乱期に今

帰仁村,屋我地付,名護町で助産婦として地域の妊産婦,新生児の健康を守って来た。

その後,那覇市で開業 していたが,昭和35年,国頭村から請われて,村助産婦として安

田に赴任した。いまでこそ,部落のマイクロバスが1日 1回辺土名まで出るようになっ

たが,普天間さんが赴任 したころの安田は文字通り陸の丁よl島であった。

「仕事でおそくなって,暗い山導をひとりでテクテク歩いて帰ったこともいまはなつ

かしい思い出です。J琉球政府時代,辺地設置助産婦にかわり,昨年退職するまで,18

年も安田で過ごした。…… …… 中 略。

あるとき,助産婦の集まりでみなさん遅刻したりしませんかといわれて,辺地の助産

婦たちは目をクやチクリ。「遅刻するしないのって,何 しろ24時間勤務のようなものです

から辺地の助産婦や保健婦は…………・」と笑 う。

現在は,郷里の今帰仁で助産婦業。 F開店休業みたいなもんですけど,少 しでも地域

医療に役立てばと思っています。」長い辺地暮らしで,や りたいこともできなかった。

いま何かり始めようかとあれこれ考えているところです。

1978年 2月  一琉球新報よリー
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助産業務40カ 年と久米島に於ける

母子保健活動について

久米島母子センター  平 田 清 子

助産婦部会30周年を迎えるにあたり,支部 を

育成 してここまで導いて下さいました諸先生方

や役員の皆様方の御労苦に対 して,心から感謝

の意を表 し,御祝中し上げます。

今度の記念すべき機会に,離島に於ける助産

業務と母子保健活動の歩みについて述べて見た

いと思います。

私が故郷の久米島で助産婦として開業 しまし

たのが昭和16年で,大束亜戦争が没発 し,何事

をするにも御国の為に御奉公をする気持で, 自

分の青春を助産婦一筋に打込んできました。

あれから最早40カ 年,歳月は夢のように過ぎ

去り,現在では第二世の介助にあたっている自

分に気がつき,私 も知 らぬ間に歳をとってしまっ

たものだと感ずる此の頃です。

戦前戦後を通 して無医村の上,本島との交通

も途絶えた時期もあった離島久米島での助産業

務を振り返りながら,現在の母子保健活動の歩

みにおゝれて見ます。

私が開業 した当時は時局柄生めよ増せよとお

産が奨励され 7,8名 から10名生んでも別に珍 し

くもなく, また一度も診察を受けてない所にお

産に呼ばれて行 くと妊娠中毒症や後出血,骨盤

位分娩だったり,取上げ婆さんの介助で異常発

生 した所を任される事もよくありました。

終戦直後無医村の時期に分娩子痢や,流産 ,

前置胎盤等で大出血を起 した産婦が頼死の状態

におち入り,米軍ヘリを要請 し沖縄本島へ空輸

するまでの間,助産婦の苦労は筆舌に表 し難く,

自分の心臓が高鳴 り命の縮 む思いがした事 も

脳裏から離れません。 乗物にも不 自由な時期

で, 遠方 のお産 は深夜馬を走 らせ山越えする

時もありましたが,あ らゆる面に恵まれた今日
,

あの当時の事を想い浮べると一人の犠性者も出

さなかった事に感謝せずには居 られません。

日進月歩と共に世代はかわり,那覇保健所か

らの委託で保健婦さんの協力も得て母子保健事

業が発足され,妊婦検診や新生児訪問指導,家

族計画指導と業務範囲 も広くなったお蔭で,私

達助産婦は勿論の事,好産婦や周囲の人々も母

子保健に関心を持つ様になりました。

昭和49年に久米島仲里村に沖縄で第 1号 とし

て母子健康センターが設立されたお蔭で,永い

間不安ながら介助にあたっていた家庭分娩より

施設分娩に移り助産婦 (上江洲ツル)2人で協

力 し,母子センター内で完全看護に従事 して居

ります。

母子センターを利用 したお蔭で今まで大金を

使 って那覇でお産 した方々が経済的にも負担が

軽 くなったと感謝の声も聞かれます。母子セン

ター内の 1階 は助産部門で 2階 の方は保健婦駐

在所と相談室が設けられています。そして毎月 t

第 2月 曜日に琉大附属病院から産婦人科の医師

が出張 し妊婦検診を行い1異常の早期発見,母

子保健に関するア ドバイスを受けています。

また助産婦は退所後の母子に対する訪間指導

を行 う傍ら,母子センター内では保健婦さんと

協力 し母親学級や家族計画指導,乳幼児相談 ,

離乳食の指導にあたって居ります。

昭和48年に村当局の推めで民生員に委嘱され,
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翌49年山口県下関市で開かれた「丈夫な赤ちゃ

んを育てる母親運動をどう進めるか。」のテー

マの全国大会に参加させて戴きました。全国大

会で得た資料を生かし,母子推進員として久米

島の母子保健活動に邁進 して居 ります。此の様

に助産婦,民生員,母子推進員の仕事の内容は

一つも切り離せぬ,車の両輪の様なものです。

又保健婦さんとの協力体制にも恵まれ,若い後

輩ですけれど,色々と現代の新 しい知識を学ば

せて戴き,忙 しくも楽 しい毎日です。

最近,久米島でも産婦人科の医師が開業なさ

れ今まで異常の時は自衛隊のヘ リを要請 し,沖

縄本島まで同伴する時もありましたが,現在で

はその必要 もなくなり,助産婦としての責任も

軽くなった気が致 します。

以上述べました様に母子健康センターを中心

に諸先生方や各関係機関の方々の御指導と御支

援の御蔭で久米島の妊産婦や,地域住民の母子

保健に対する認識も高まり,妊婦の早期受診も

増え,妊娠中毒症や妊婦貧血も少なくなり,母

乳哺育を見直す母親も多く見られる様になりま

した。

記念すべき紙上をお借りして,心から感謝申し

上げ,今後共諸先生方や御先輩又後輩の皆様方

の御指導と御支援を戴き,久米島の母子保健活

動に頑張って行 く積りでございます。

最後に当支部の今後の御発展と皆様方の御健

康をお祈 り致 しまして私の拙文を終らせて戴き

ます。

トピックス

「 安 心 して お 産 が … … 」

初 の 母 子 健 康 セ ンタ ー完 成

久米島仲里村に沖縄では初めての「母子健康センター」が完成 したのは昭和50年

2月 です。鉄筋コンクリー ト三階建て (一部 3階)面積 245肩,総工費 3,000万 円

(国,県各 255万 円,村 900万円,起債 1,500万円)を投 じて完成 したもの。

センター内には助産部門と保健指導部門が設けられ,へき地町村における総合的

な母子保健の効果を上げる仕組みになっており,村内の一般家庭の妊婦の助産や,

里帰りしてお産する衛生的で便利な施設が出来たと村民は喜こびにわいている……。

完成か ら5年余,沖縄県母性保健協会々員の琉大病院産婦人科の先生方の協力の

もとに,実際に地域の人々を管理する助産婦,保健婦が一体となって母子の健康や,

住民の健康を守 り,ま すます充実 した総合母子センターとして,村にとってはなら

ない存在と聞 く。

1975年 2月 16日  琉球新報より

-152-



私 の 体 験

私達開業助産婦の体験苦難やよるこびはだい

たい似たりよったりの道だったと思います。

家族にもわからない同業者のみに通 じる心のう

ごきも沢山ありました。

自宅分娩の多かった頃,私は産室か らこっそ

り出て,自 分の命をちじめてもいいか らこの母

子の命を救って下さい。と手を合わせた事もいく

度かありました。ちょっとの異常でもすぐ病院

に運べ ,誰でも設備が完備された病院でお産

の出来る現在にくらべ,私達の歩んで来た道は

苦難と冒険の道だったと思います。 が その反

面,ま たよろこびも多かったと思います。

今から20数年前の分娩のケースです。私の

家 (今帰仁村の中心地字仲宗根)か ら東の方へ

6粁 程の山間部落で,少 し登れば本部町,少 し

すすめば名護市で,家も5・ 6軒 しかありません。

産婦は 34才で上に男子 1人,女子 2人あり 4

番目の出産で した。時間は記憶 しておりません。

自転車をひっぱってかけつけました。

坂が多 く往 くときは自転車を下りてひっぱり

帰路は少 し楽な地形です。経産婦ですので,進

行が早 く,後頭位で頭部は全部娩出しました。

回転 しようとしたら,び くともしません。おか

しいなと思い,指を挿入したら頸部一杯藤帯が

まきついて居るのです。とてもそのままでは出

そうにない。病院は遠いし,交通機関もない
,

この状態では母子の生命が危ない。立てている

膝が,がたがたお、るえる,自 分の心の動遥を産

婦や)はたの人達にさとられてはいけないと,

必死に自分をおさえました。

ほんとに幸いな事で した。研修会で受けた講

北部地区 吉 田 郁 子

義を一瞬思い出したのです。 1954年 の助産

婦再教育で,大城広美先生の御講義だったかと

思います。コッヘルをかばんから取り出し, 1

個は結繁糸ではさんで、消毒液にはいっていた

ので,手さぐりで隣帯の 2カ 所をはさみ,真 中か

ら切断,巻絡をとき,児を引っ張り出しました。

陣痛は,すっかり微弱になって居ました。

ホッと したのも束の間,児を見た瞬間また動揺

しました。仮死状態です。蘇生 した方がいいの

か,そ のままにしておいた方が母子達のためな

のか,非人情なことですが,一瞬頭をかすめま

した。見るにたえないような児の顔です。兎戸昏

で した。大きく開いた鼻の下にちょこんと皮膚

が,少 しあるだけで,上唇はほとんどありませ

/し 。

3600gの 児で した。とにか く後の処置を

しなければなりません。隣帯は丁度真中か ら切

断されており, 50糎位で,胎盤側はコッヘル

が会陰部ぎりぎりで した。

児は一寸動かすと大きな産声を上げました。

母親の処置をすまし,児の沐浴等をすましてか

ら「この難の中から自分の力で生きかえり,大

きな元気な声で泣いている。健康にも,運にも

恵まれた赤ちゃんだと思います。それに狼咽で

ないか ら,話し方は普通だと思います し,ま た

医学の進歩もめざましい今日,き れいになおる

と思います。元気を出して保育 して下さい」と

舌足らずで精いっぱい家族をはげましました。

だまって聴いていた御主人が「産婆さん心配 し

ないで下さい。男の子ですから,どんな事をし

てでも立派になおして育てます。」との力強い

-153-



言葉にかえって自分が励まされた感 じで,涙が

出ましたもこの子はきっと,幸福に成入すると

確信 しました。その後も産後 1週間重い足を
,

自転車をひきずって毎日通いました。母乳を吸

う事が出来ないので,匙で流 しました。 ショッ

クからか母乳が出なくなり母親は行商を して ミ

ルク代を稼いでいたようです。その後家族は町

へ引越 し,音沙汰なしで したが 1年前偶然あち

らのおばあさまにお会いしました。「あの時苦

労 した子は,立派な青年になりましたよ。貴女

に見てもらいたいJと おっしゃいました。「い

つか是非会わせて下さいJと 別れましたが, 5

回目か 6回目の手術を 2年前に本上で受けたよ

うです。

この時には, しみじみと研修会の有難さ,必

要性を感 じました。もしあの講義を受けていな

かったら,果 してあのような適切な処置がとれ

たで しょうかbま た母子はどうなって居たでし

ょうか。 20数年経った今でも昨日今日のよう

に心に残 っているケースです。

その後 も,万難を排 して研修会に参加 してお

ります。            |

山すそに, 自転車を (のちはオートバイ)置

き,山越えの部落へと歩いていると,山や道も開発が

進み,現在はどこの家も,庭まで車が入るよう

になり,ど この農家も,車を持つようになりま

した。夜となく昼となく,或は風雨の日に, 10

,20粁 と本部,今帰仁,名護の山家を歩きまわ

った頃が夢のようでもあり,ま た懐かしく思い

出されます。

長年にわたり,大禍なくすごして参 りました

のは,村内の助産婦が一体となって助け合って

来た事,当時先生方がいつでも往診に応じて下

さった事,それに全面的に私の仕事に理解と協

力を惜 しまなかった主人と 5名の子供達のおか

げだったと感謝 しております。

これからも健康の続 く限り,地域の母子保健に

微力を捧げるつもりでおります。

◆

●
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戦時下の分娩介助を想い出して

去年の暮れに本上を引き上げて来た息子夫婦

と娘の 3人が我が家の家族に加って大家族にな

った。毎日が忙 しく賑やかでほんとに楽 しい。

孫の裕子はまだ誕生前の未来の花嫁さんである。

私によくなついて座ればすぐハイハイで忙しそう

に私のそばに来てまとわりつく。なんとも云え

ない可愛いさかりである。二 ンヽコリ笑 って私を

見上げる瞳は宝石のように澄み天使そのもので

ある。抱 き上げてやると言葉にならない声を張

り上げて全身で喜びを示す。私はこの無心な天

使のような姿を見てふと37年前のあの忌わしい

戦争の中での分娩介助のことが想い出された。

私は今まで忘れよう忘れようとつとめて自分の

,亡 にヽ云いきかしていたことが何故か余りにも鮮

明に険に浮かんで来て,つい最近の出来ごとのよ

うに胸の痛みを感 じる。私はあの子を抱き上げ

てもやれなかった。そのことが今も私の胸を し

めつける。

昭和18年 5月 ,県の農務課に勤めていた主人

の転勤で当時 2才 の長女と 3人で具志頭村に移

った。少 し心細かったけどそこで当時産婆の石

板を出して開業することになった。そ して私は

その年の12月 に男の子を出産した。その頃まで

は人々は日本の大勝利を信じていた。昭和19年

7月 サイパ ンの玉砕を聞いは人々は不安な気持

ちになった。人 々はひたひたと切迫 してくる無

気味な戦況を感 じ,毎 日毎 日が不安だった。そ

の時か ら疎開が始まり,老 幼帰女子はすべて本

土と台湾へ疎開することになった。私は保健婦

の免許を持っていたばかりにそれは許可されな

かった。幼い 2人の子供を抱え,途方にくれた

南部地区

が,ま だ 23才 の若 い母親はお国のため だか

ら仕方がないんだと幼い子供達に大きな声で軍

歌を歌って聞かせた。 3才 の長女は軍歌の意味

も分か らないのに小さな手を振り上げて私の歌

に合わせた。それから間もなく10月 10日 の那覇

の大空襲だった。夜ともなればはるか那覇の上

空は 2日 も赤い夕焼けのようにオレンジ色に染

まっていた。それをながめて田舎の人々には
,

ただ底知れぬ恐怖と不安の毎 日が続いた。私達

はその時から村の後方にある大きな自然壕に移

ることになった。昼間は 自然壕で夜は家への生

活が始まった。 じめ じめ した壕の中での生活は

ほんとうに嫌な気持ちだったが,空からの砲撃

を考えるとそんなことは云えなかった。こんな

生活がしばらく続いたある日,村の保健帰の仲

間キスさんが私を呼びに来た。お産があるから

来てくれとのことだった。私は長女を隣の人に

預けて下の子を背中におんぶ してお産カィヾ ンを

持って壕の外に出た。秋 も深まった午後の日ざ

しはまだ舷 しかった。ガジュマルの木の下を石

垣づたいに産家へと急いだ。昼間の村は人影も

なかった。やっと産家にたどりついて,私は背

中の子供を部屋の中におろした。解放された喜

びで幼子は喜々として部屋中をはいまわる。キ

ヌさんと 2人 で顔を見合わせて笑った。産婦は

40才の経産婦だった。済まなさそ うな不安気な

瞳で 2人の顔を見上げていた。陣痛状態から見

てまだまだ時間がかかりそうだった。急いで内

診 して見ると子宮口2指開大,児頭は下降してい

るけどまだ少し硬かった。 2人 は出来るだけ優

しく話 しかけて頑張るように話した。遠 くの方

徳 元 文 子
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で爆弾と機銃の音を聞きながらなんと時間の長

いことだろうと 2人はあせった。爆音が聞こえ

る度に 2人 の顔は青ざめ,ただ産婦の腹部をマ

ッサージするだけだった。 3時間すぎ 4時間位

すぎた頃,子宮口全開大 し破水 して元気な赤ち

ゃんが生まれた。 2人 は我が身の危険も忘れて

涙を流 して喜び合った。胎盤娩出も無事に終わ

り母子ともに健全だった。我が子は遊び疲れて

部屋の片すみでスヤスヤ寝入っていた。まつわ

りついても抱き上げてもやれなかった。助産介

助に一生懸命になっていた母はなんと情けない

母だろうと私はその時 ,助産婦である自分を恨

めしく思った。

戦局はますます厳 しくなり,敗色は日に日に

深まっていた。天使のような我が子もそしてい

つの日も笑顔を絶やさなかった美しいキヌさん

も忌わしい戦争の犠牲となり今はもういない。

月日は矢の様に早く過ぎ去って ,あれからもう

37年にもなる。でも私には一生忘れることの出

来ない出来事である。

ピックス

痛 くな い
《

桶 谷 式 "

― 母 乳 を 出す マ ッサ ー ジ ー

「痛 くない乳房マ ッサージ」療法の桶谷式は,乳房の根元である基底部と胸筋膜とのゆ

着を ,乳房の本来の輪郭の境界部で
《
はがす "こ とによって乳腺を保護 し組織の伸縮性を

保ち,乳汁流機構に活力を与えて乳汁分泌を促進させる仕組み。 この操作を桶谷さんは

「手で乳房の奥をあける」と表現する。

母乳保育による「母子一体の健康づくり」を目指し,単に「
《
お乳の出をよくするマッサー

ージの桶谷 "と してだけでな く,母体の健康を保ち,乳質をよくし,丈夫な子供を一人で

も多 く育てたい。そ して一地域 ,一都市に限らず ,ひいては全国民の健康づ くりの
《
核

″

になりたい」と抱負を語 っている。

沖縄県においてもその種がまかれた。昭和 54年 H月 24日 す 那覇看護学校での講習会

では助産婦 ,保健婦が多数受講 した。すべての赤ちゃんが母親のオッパイですこやかに育

つようにと手づ くりの乳房の模型を相手に一 。二 ,三 … Ⅲ……。と7工程の手のうごきを

マスターするのに皆一生県命であった。あれから2年 ,桶谷式乳房マッサージは県内で普

及 し,多 くの乳児が母親のオッパイで哺育されている。
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協会設立雑感

1951年 (昭 和26年 )に 初声をあげました私達

の助産婦部会 も早や30周 年を迎える年になった

か と思へば ,感無量で ございます。 あの時代は

戦争に為に全 く交通機関はな く,遠 くは北部 。

南部 。中部より走せ参 じ那覇在住の先輩の方 々

と ,協会設立のために大変苦労 した事も御座い

ました。今思へば懐かしく又 ,楽 しい思 い出と

な りました。唯一の交通機関である トラックが

満員で乗せてもらえない時や会合でおそ くなる

時には ,旅館な どもない時代ですので帰 る事も

出来ず ,那覇在住の知人の家を捜 して泊めて貰

った事もい く度かありました。

1950年 (昭 和25年 )4月 の末頃かと思います。

那覇高校に全琉の助産帰が大多数集まりました。

其の時で した ,ワ ニタ 。ワーターワーズ女史が

助産婦の組織を作る為に臨時会長の推薦をする

よ うにとの事で当時会場より森山 シズさんが推

薦 されました。 其の年の 7月 ,久米町のメソジ

ス ト教会で臨時総会を開催す る事にな りました。

各地区より代表 2名宛を出し,協会設立のため

の準備委員並びに規約委員会を軍政府 (現在の

上の山中学校 )で 2月 ヒ貞までに終わ り,3月 頃

か らは推薦委員を持つ事にな りました。

最初の準備委員並びに規約委員に各地区よ り

選 出された方 々は以下の方で した。南部 。宮里

志津子 ,赤嶺春 (故人),那覇・ 森山 シズ ,久高

美代 ,日 高吉子 ,小渡キ ヨ,コ ザ・ 与那嶺オマ

ツ,古堅キ ヨ,し か し与那嶺 さんは中城のため

当時は車がな く那覇まで出るのが大変なので
,

私 1人 で出席す る事が多かった。 前原・ 上里 ヨ

シ (故人),伊 佐 川 千代 ,石川 。翁長 ,新垣 フ

中部地区 古 堅 キ ヨ

サ ,宜野座・ 与那城雪 ,名 護 。宮城 イヨ,辺土

名・ 宮城路子 (故人う。

次に推せん委員 も各地区より選出されまし塩

南部・ 赤嶺春 (故人 )。 那覇 。当山美津 ,コ ザ・

古堅キ ヨ,前 原 。金城喜代子 ,石 川 。新垣フサ
,

宜野座・ 金城春江 ,名護・ 嘉手苅 ツル (故人 |,

辺土名 。宮城路子 (故人 )。 そして ,会長に久高

美代 ,第 1副会長に宮里志津子 ,第 2副 会長に

嘉手苅 ツル ,会計に小渡キ ヨ,書記に日高吉子 ,

各地区の理事と して知念・ 井元 ヨシ ,コ ザ・ 古

堅キヨ,前原 。金城喜代子 ,石川・ 新垣フサ
,

宜野座 。金城春江 ,辺土名・ 成田ユキ,会 長を

は じめとして各役員が揃い,1951年 (昭 和 26

年)には設立総会を迎える事が出来 ました。あ

の頃は交通 もまだ まだ不便で したが ,理事会を

週に 2～ 3回持 ち,協会発展を どうすれば良い

か ,又 ,ど うすれば会員全員が参加 してくれる

か ,一 生懸命でしたので ,再 々の集 まりに北部か

ら来 られ る役員は 4～ 5日 も家へ帰 らずに那覇

の知人の家を泊 り歩 いていたようです。それな

りに一生懸命に苦労な された方 々は今はな く ,

30周年を迎 える事 も出来ないのが ,私にはとて

も残念でたまりません。

それか ら 2代 日会長の当山美津 さんの場合に

は ,全琉の助産婦の再教育に大変お力を入れ ら

れて ,大城宏美 さん と共に 1956年 (昭和31年 )

の 8月 より57年 (昭和32年)の 8月 まで全琉地

区 ごとに廻 られて次のような講習会を60時 間も

開設 されま した。

①産科学 ,②小児科学 ,③ 結核 ,④ 法医学 ,

⑤行政 ,⑥ 助産帰倫理及び助産史 ,⑦ 母性保健
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指導 ,③乳児保健指導。

1958年 (昭和33年)の 6月 には①血圧決l定 ,

②骨盤測定 ,③ 助産記録 ,④妊産婦と乳児栄養

及び実習 )⑤母親学級の持ち方等 ,其の頃私も

教育委員を役目としておりましたので各地域に

お供して廻 りました。あの頃の会長さんや会計

の方 (石嶺初子)や大城宏美さん達は大変御苦

労なされました。当時として又大変な活動でし

た。あの頃は助産婦協会は事務所がな く (今 日

もないけれど)会計の石嶺さん宅を利用してお

りました (約 10年位 )。 石嶺 さんの御主人は じめ

家族の皆様に大変お世話になりましたδあの家

族の御協力があったればこそ20周 年記念票業も

無事に盛大に出来たと感謝しております。

石嶺初子さんは 2代 国会長より今 日までずっ

と会計 ,会長,監査役,推薦委員と常に何かの

役員になり,今 日まで活躍 しておられる姿は ,

先輩として誇りに思います。そして,こ こにも

真に協会を愛する人が居 るんだと心温 まる思い

が致 します。

それか ら私達助産婦会員にとって忘れていけ

ない恩人の先生がお二人お られます。その方は

照屋寛善先生 と真玉橋 ノブ女史です。真玉橋 さ

んは助産帰の会員が次の研修を行いたいとお願

いしますと喜んで親身になって考えて下さいま

した。

1953年 (昭和28年 )の 9月 号の婦本讐誌に精

神予防性の無痛分娩の事が紹介されてありまし

たので早速琉球政府 (県庁)に行って真玉橋さ

んに其の事をお願いしましたところ,其の年の

12月 には早速日本赤十字社本部産院より管井先

生をおまねきして全琉の助産婦会員は 1週間無

痛分娩の講習を受ける事ができました。講習の

お蔭で今 日でも応用 して楽に分娩が出来る術を

修得する事ができました。

照屋先生の場合は,協会の持って行き方,講

師の世話其の他色々厄介な事で先生を煩わして

居りました。

20周 年までは学会も総会も毎年 1回行い,た

まには臨時総会を持って居 りました。が,それ

も無事に過ごしてこられた事は諸先生方の御協

力のたまものと感謝致しております。

20周 年後は総会も 2年程休んだ時もありまし

たので30周 年はあっと言うまに来てしまったよ

うです。

昭和47年 5月 15日 本土復帰と共に当協会も日

本看護協会助産婦部会沖縄県支部として活動し

てきましたが,今後 ,よ り飛躍 して行 くであろ

う未来を楽しみに支部の御発展を析 りつつ,10

周年まで私は健康だろうかと思い出にふけて居

ります。      ―
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助産婦業務30年の回顧

この度助産婦部会沖縄県支部が創立30周年の

記念事業として記念誌を発刊することになり
,

関係者の 1人 として,さ からお慶び申し上げます。

さて私は昭和21年 ,東京 (陸軍病院勤務)を

引き上げて,同年11月 から出身地にある辺土名

高校に学校看護婦として約 6カ 年務めました。

当時の民政府から公衆衛生看護婦の講習の案内

がありましたので,公看の 1期生として受講 ,

6カ 月の講習修了後,す ぐ名護保健所へ勤めま

した。そして昭和27年大宜味村と東村の両村を

担当する様になりました。

昭和28年 ,東村に嫁いだ関係 もあって束村専

任の公看として勤務するようになりました。専

任の公看といいましても私は東京で看護婦と助

産婦の資格を取 っていましたので,公看を含め

て 1人 3役の仕事をしなければならない立場に

なったわけでございます。何 しろ東村といえば

当時は「文化果つる孤島Jと まで云われて,特

に公看や助産婦と関係の深い医療機関は医介輔

の先生お‐人だけという貧 しいものでごさいま

した。それに加えて,道路交通の不便たるや実

に陸の孤島におゝさわしい隔絶されたも同然の所

でございました。水道,電気は勿論なく,経済

は山稼ぎというその日暮 しの原始産業が主体で

沖縄―の貧乏村でございました。

妊産婦に対する一般の知識については,当時

の沖縄の農山村ではどこも似たりよったりであ

り,今考えて見ると身の毛もよだつような不合

理な事が平然と行われていたものでございます。

束村では戦前戦後の二時期は,県から委唱され

た助産婦 (私の義姉)が居たので,む しろ他の

北部地区  宮 城   幸

農山村より近代的助産業務の受入れの素地は出

来ていたのではないかと思います。それにして

も義姉の結婚,離村による数年の空白で,又元

の状態に戻 っていたのではないかと思います。

この空白を め,更に進んだ助産業務を定着さ

せるため,血の滲むような思いの30年でござい

ました。

当時の各部落には従来か らの「取上げ婆さん」

が必ず 1人や 2人は居て,お産を取扱 っていた

ものでごさいます。これも止むを得ない事では

あったとはいうもの ,ゝこ れが又近代助産業務の

癌になっていた事 も事実でございます。レlえ ば

お産をすると必ず囲炉裏に薪をくべて,産婦の

お腹や体を暖め,出血を促 して産後の肥立ちを

遅 らせるような逆療法が必ずといってよい程行

われていたし,出生児に対 しては,健康児であ

っても潟血をして貧血や破傷風その他の合併症

等併発 したりして,乳児死亡がもっとも多い時

期でした。又助産婦や医師の診察を一度も受け

ないまゝに分娩を迎える妊婦が多く,施設分娩

をするのは今でいう「異常分娩」とも見 られる

風潮でごさいました。赤ちゃんが生れた当日か

ら親戚知人が大勢で押 しかけて夜を徹 して飲め

や歌えやの ドンチャン写虫又ぎで,最 も休養を要す

る産婦の回復を遅 らせるばかりでございました。

この様な事は旧慣の一部であって,そ の他にも

今では考えられない様な事が多 ゝありました。

この様な悪弊は一朝一夕に直せるものではな

く息の長い啓蒙活動を通 じてやるより外に道は

ないものとして腰を据えてかかる事に決めまし

た。その一つとして私は自分から進んで地域の
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各種団体の役職を引受けたものでございます。

村婦人会や生活改善グループ,農協婦人部, P

TA役員その他利用できる団体の役員を積極的

に引き受ける事によって助産業務の啓蒙もやり

易くなりました。

1963年 から1972年 までの約10カ 年の調整

でアンケートその他の資料からグラフや表を作

製 して,個人指導ばかりでなく,各種の集会を

利用 して啓蒙につとめて参りました。その資料

とは次の様なものでございます。

(1)妊婦の健診回数調べ (妊娠中何回受診 し

たか)

(2)妊娠月数別初診者調べ (妊娠何力月から

診察を受け始めたか)

(3)農村妊婦の24時間調べ (妊婦の栄養との

関係 )

(4)各部落別妊娠可能者調べ

(5)年次別出生死亡調べ

このような資料を元にして遠い所は 24,5kmも あ

る部落に巡回 したものでごさいます。この様な

指導活動が,妊婦を含めた婦人ばかりでなく,

男性の方々までも理解を深めていただき,遠い

所からも妊婦自身,進んで受診に来る様になり
,

産前産後の保健指導や乳児相談がやりやす くな

りました。

この様な事は助産婦として当然の事であった

でしょうが, 1974年 助産婦部会沖縄県支部か

らの推薦で厚生大臣賞を受賞いたしました。誠

に勿体ない受賞ではありましたが,私は沖縄県

の全助産婦の 1人 1人の代理者 (代表ではなく)

としての心境でこの名誉をお受け致しました。

この事が新聞に報道されたのをきっかけに 1979

年 (昭和54年)9月 29日 RBCテ レビの「おゝる

さと今Jの番組に出演 した事 もございました。

お蔭で方々か ら祝いや激励の電報・電話それに

葉書や手紙が舞い込み,感激新たに致 しました。

この様な身に余る評価をして下さった支部の幹

部の方々にはお礼の云いようが無い程感謝 して

るものでございます。最後に,どんな偉い人で

も,又たくさんの人でも生きとし生ける者の一

番最初に世話をするのは助産婦であります。こ

の様なすばらしい天職を選んだ自分に誇 りを持

ち,そ の使命を果すべく励んでいただ くよう,

特に後輩の方々にお願いしてペンをおきます。

鞠 お
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私の看護婦生活と助産婦業務への懐古

北部地区 金 城 奈津子

私の歩んできた過去30有余年における山原で

の助産業務のあり方と地域住民の風習と迷信に

どのようにかかわってきたかを述べてみたいと

思います。

私が現在の助産業務に興味を持つようになっ

たのは、小学校四年生の頃です。当時小学校の

教師をして居た叔父から、女の子の仕事は、産婆さ

んになって世の中のお母さん方のために尽 くす

仕事が一番良い職業だから、一生懸命勉強しなさ

いと云われた事が私の脳裏に焼きつくようにな

りました。小学校卒業後昭和12年 に大阪に出て

働きながら、当時郷里の先輩で産婆 Fォ弓業をして居

られた島袋シゲさんの御世話で、同じ町の河内

山医院に勤務する様に成りました。その時から

幼少の頃の憧れが再燃いた しまして、先生にお

願い申し上げ、産婆養成所に通学する事が出来

ました。そして昭和17年の滋賀県に於ける産婆

試験に無事合格する事が出来、喜びの余り早速

両親に知 らせました。 しか し戦況が悪化をたど

っていた頃でもあり、親の方からは矢の如 く、

帰郷要請の手紙や電報が参りました。が、御恩

のある先生には申し上げ得ずに居りましたとこ

ろ、其の事情を察せられた先生はお呼びになら

れて、両親の云う事は聞かねばいけないから帰

る準備をする様にと仰せ られ、帰郷することに

なったので御座います。

其の際の先生の、沖縄は激戦地になるか も知

れないか ら充分に注意する様にとの、暖い御言

葉が40年たった今日でもきのうの様に思い出されて

なりません。昭和18年 の事で軍艦の護衛のもと

に船は出港致 しまして、其の時から戦場の中に

入ったここちでありました。

無事那覇港に到着し、早速父母と相談して当

時那覇の方で南洋薬品株式会社の社長をして居

られた郷里の御先輩の金城保吉さんの御紹介に

よって、婦人科医院である善興堂病院に勤務する

事が出来ました。それからが私の沖縄での助産

業務の始まりでありました。

当病院では毎日が実習で、那覇と云っても自

宅分娩を頼まれた場合など、人力車で行 く時も

ありました。又手術患者等の入院室までのお世

話などは車夫の仕事でした。今思えばはるか昔

の出来事で現代の若い人には想像 もつかぬ事で

あります。

其の様な中で、当時私は、自転車乗りの経験

がありましたので、他の同僚にも是非自転車の

取り扱いをと思い、月夜を利用して当時の天妃

小学校の運動場で練習をかさねました。お蔭で、

皆さんが自転車を利用しての仕事が出来る様に

なり、大変便利になりました。

色々な患者がおりました。意識不明の患者や輸

血の必要な患者さんのための供血に際 して血液

が同型の場合には自分の血液をあげる場合 も時

々あり忘して、当時の医療行政と現在との格差

の大きさには、今さらながら考えさせられるの

で御座います。

あれこれと都会においての病院生活を忙しく又

楽 しく過 している時に、郷里の平良医院に是非

来て下れとの地元からの要望で現在の大宜味に

帰る結果となりました。これからが私の山原の

迷信や風習との戦いが始まるので御座います。

昭和19年 10月 の敵機の空襲からはじまって、戦
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場と化 し、中南部の方々が北部の方に避難され

て、現地の地元民の何倍かの人口となり、食糧

難や空襲に脅やかされる中で、初妊婦を託り、

深山の小屋での生活を供にしながら平良∝師と

の山越え、川越えの連絡等に明け暮れながら、

無事に女児出産 しました。が、その喜びもつか

の間で、日の前に敵戦闘部隊の接近宿営に会 っ

て、安全地帯を求め自分の足袋を産婦に履かせ、

赤ちゃんは毛布に巻いて自分で抱え移動し、無

事に終戦を迎えました。

其の他に看護婦としての勤めもありました。ま

ず難地の山々を訪ねての忠者の処置です。避難

小屋で空襲にあい、月足切断された垣花出身の

娘さんの傷の処置などは医師との連絡をとる暇

もなく自分独断で救急処置を行なうなど思いも

よらない事もつぎからつぎへとおこりました。

全く、体むH限 なしの山での生活でありました。

が、終戦になり、彼女が羽地の収養所から松葉

杖で元気な姿で訪ねて来た時などは本当に嬉 し

涙で再会を喜こんだものであります。

彼女も現在沖縄市の方で洋裁をやって活躍 して

居るとの事で大変嬉しく思って居ります。

戦時中は色々な事ブθ判 座いました力＼終戦となり

生存者は村に帰って各自の家を造り、 住む様にな

った頃から戦争で外地に出征 して居られた若い

男の人達も復員して参りまして、貧 しい中でも

結婚、出産は各部落に始まって来ました。が、

昔からの風習でお産が終ると必ず近所の方々が

集まり産婦の疲れや赤ちゃんの事などお構いな

しに、夜おそくまでもさわ ぐのが通例となって

居 りまして、私は‐晩中付き切りでお世話いた

した事 もしばしばで御座いました。

そイLか らと云うものは、先づお湯使いの度びに

集まって来られる近所のお年寄りや婦人の方々

に其の知識の向上を計る目的から、先づサ湯の与

え方から始め、座談を通 して産婦の状態や産後

の取り扱い等を説明しました。時には取り上げ

婆さんに共にお産に立会って載きまして無理な

助産の仕方が如何 に産婦 に苦痛や疲労 を も

たらすかを身を持って解 って戴くつもりで実行

して参りました。お蔭様で風習や迷信等が改め

られ、どこの部落にいっても気楽に仕事が出来る

様に成りました。

其飯姻 頭、大宜味の御先輩方がお年のためお

仕事をおやめに成 ってからは、両村を見て居り

まして、山の一軒家忘でも一人で行 く場合など

が御座いました。が、私 も6名 の子供を持つ母

親であり、家を留守にする事が多く、子供の世

話は義母と義姉にまかせて、乳賞いまでして戴

いた事も度々で御魅いました。時には主人に子

供を見てもらいながらお産先に泊りがけで行 く

場合も御座いました。

当時、田舎でげ刀＼娩で楽しい思い出では五女の

後に長男が生れた一家の湧き返る様な喜びが我

が事の様に嬉 しく、此の仕事をして良かったと

感激 したもので御座います。

其の反血奇形児分娩の場合には共になげき、心

配 し、専門医や施設への紹介など致 しまして、

慰めて参ったもので御座います。

当時を振りかえり、現在の充実された医療機関

や諸社会保険制度の中で行なえる業務を見るに

つけ、一昔前の事ながら夢の様であり、又懐 し

く思い出されて参ります。

何にしろ筆を取った事のない私でありますので、

何をどう書いたら良いのやら、誠にRい付きで

皆様の望んで居 られる主旨にお報い出来ますか

解 りませんがよろしく御笑納下さい。

最後に協会の30周年を心からお祝い申し_上 げ

ると共に、会員皆様の御健康と御活躍をお祈り

申し上げます。

-162-



昭和 25年 ,私は 10カ年の大阪生活に別れ

を告げて一時帰省の形で帰郷 しました。

久 し振りに見る那覇港の周辺。やがて中部,北

部,郷里へ近づくにつれて,余 りに変ったのに

は唸驚 しました。戦争の爪跡が強く刻み込まれ

ていました。養父は米兵の銃弾で此の世を去っ

ていて,私はもう一度大阪へ引返す積りでしたが

生活を支えてやらねばと開業することにしました。

7カ 年の大阪での実習がありましたので自信は

着いていた様に思います。

その頃は未だ物質面|こ之しく一般的には決 して

楽ではありませんでした。

開業当時は落着かない時代で,お産もボツボツ

でしたが一年経つとベビーブームが到来 して
,

それに地元ですので多忙に成 って来ました。

昭和 27年の頃で した。当時は一度 も診察を受

けずに直ぐお産と言 うケースが普通で初産は一

回位検診するのが常でした。

それで寝る前には,い つでも出られる準備をし

て床に着 くのが日課で した。

お産当日使用する脱指綿やガーゼーは持 ってい

かないと困る場合が有りましたので,その日も

準備をして行きました。が見ると,お産は既に

始 まっていて,骨盤位 で,下肢 と騨部迄 ,

娩 出していました。急いで手指の消毒をして
,

しっかりと下肢を持って,上肢の娩出,頭部と

無事にお産は済み,後産の出血もなく経過は良

好で した。飛入りで 40才 , 5子 目の経産婦で

した。あの時 5分遅れていたらと思うと人の命

をあづかる立場の責任の重大さを痛感せずには

いられません。その赤ちゃんがもう好青年に成

30年 の 歩 み

北部地区 松 田   苗

っていて,会 う度に想い出さずにはいられませ

ノモノO

その後も益々忙 しくなって来ました。早朝お

産で起され, リレー式に産家へ呼びに来て,三

児が生れ,沐浴を三軒すまし帰って来たのは夕

方です。自転車で山間部落を走り廻ったので足

が棒の様になっていた事を思い出します。

昭和 30年 の夏でした。台風の時に限ってお産

があるのが通例でした。当日も風速 40米はあ

ったと思います。午前 1時 でした。私はカッパ

で身を包みお産用具はビニールにくるみ,何度

か転んでは起き,烈 しい風雨で衣服はビッショ

リになり乍 ら約 3キ ロの昇 り坂を急ぎました。

産婦は初産で子宮口は4 cm開大しており,経過を見守

る事にしました。睡魔と戦いつ おゝ産はll聞円に進んで

午前 5時無事に終りました。帰途にテ勢 たヽ頃は台風も

幾分おさまり,雨 も小降りに成っていました。

急いで帰る途中に直径 50米位の池があり,そ

の池が決壊して 5米巾の道を豪着を立て もゝのすご

い水流です。私たちが夢中で通って来た道だけ

に,も しあの時水量があって流されていたらと
,

考えると背筋が冷たくなる思いが しました。

廻り道をしてやっと帰って来ました。他にも苦

しい想い出がす杯あります。

特に異常か起った時には交通の不便さも悩みの

一つで した。それで昭和 37年オー トバイの免

許を取 り翌年,運転免許も取得 して往診も楽に

成って来ました。その頃,山間部落から出血が

あるのでとの依頼があり,行 って見ると,予定

日より 10日前で内診 して見ると胎盤早期剥離

ではないかと思い直ぐ病院まで自分の車で運ん
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で,無事母親を救命す ることが出来て,大へん

喜ばれたこともありました。

其の後,助産施設を造り,完全看護で約 10

カ年忙 しい日が続きました。

4畳半の二部屋を持 って, 1人で看護 し乍 ら主

婦の役,母の役日というめまぐるしい毎日で し

たが,突発事故にも会うことなく無事に取扱う

ことが出来たのは車が便利になったことや,異

常への関心も強くなったおかげで した。

昭和 48年頃から北部でも県立名護病院の産科

ができ,個 人病院も完備 して来ました。

その頃から正常産でも入院分娩をする様に成 っ

て来ま した。そろそろ私たちの仕事も視野を拡

げていかねばならなく成って来ました。

母子保健指導・ 家族計画指導と新たな研修を積

まなければついていけなくなりました。

幸い村役場の協力もあって母親学級を年間三回

F汗弓くことができるようになりました。

その時に充分な指導の出来る様に保健婦とのチ

ームヮークを密にして今後も出来る限りの努力

をしたいと思っています。

過去 30年苦しい事,楽 しいこと,私の脳裡を

走馬燈の如 く浮かび,取扱った800名 の赤ち

ゃんの上に幸多かれと祈りつ 拙ゝない手記とし

て, しるしたいと思います。

トピックス

日本母 性衛 生 学 会 開 か れ る

-1年 間 の 研 究 成 果 発 表 一

母と子の健康について,専門的立場から討議する第20回 日本母性衛生学会が 11月 22日 午

前 9時過ぎから那覇市民会館の二会場 ,中 央公民館 ,ゆ うな荘の 4会場で ,2日 間の日程

の幕を明けた。医師や助産婦 ,看護婦 ,保健婦 ,・行政担当者など,県外か ら 1000人 ,地

元から300人が参加 した。

市民会館ホールで行なわれた開会式では竹中静贋 ,沖縄県母性保健協会長が歓迎のあい

さつ,さ らに平良那覇市長が来賓祝辞を述べた。引き続き 4会場で「妊婦」「保健指導 J

「婦人の健康J「思春期」のテーマごとに公立病院や大学病院などから 1年間の研究成果

が発表された。                         .

沖縄での学会は ,妊婦の管理と看護 ,働 く婦人の健康 .未熟児や先天異常児の出生予防

性教育や家族計画 ,さ らには中高年婦人など母と子の健康にF)3す る研究が 200余 も発表さ

れた。さらにシンポジウム ,特別講演なども行われた。

1979年 H月 22日  琉球新報より

-164-



開業助産婦の思い出

(1}は じめに

月日のたつのは早いもので,私達の助産婦部

会 も30周 年を迎える事が出来ましたことを皆

様と共にお喜び申し上げます。思えば私自身も

看護婦時代から数えますと,いつのまにか 40

年間も助産業務に携ったのを感慨深 く思ってお

ります。

もし戦争が無かったら,私は病院勤務の助産

婦として一生を過ごした事で しょうが,戦後の

社会の変化に伴って開業助産婦の道を歩むよう

になりました。私が終戦前,善興堂医院に勤務 し

ていた当時は,病院は大変忙 しく手術や異常分

娩等が非常に多く助産婦開業はスタートから、

心細 く不安に思っておりました。

(2)不安な気持で開業助産婦の道へ

戦後の沖縄復興が漸 くスター トした昭和 25

年に郷里の具志頭村か ら那覇市壷屋に引越 し
,

旧鉄道線路近 くの借地に 10坪ほどの木造セメ

ント瓦葺の家に助産婦の看板をあげました。

あの当時,那覇市内では戦前か らの有名な助産

婦が多数開業助産婦として御活躍なさって居 ら

れました。そんな状況のなかで,私みたいな 25

才の若輩のところへお産患者や診察の方が来て

下さるかと,不
~女

な毎日を過ごしておりまして

むしろ病院か保健所に勤めた方がよいと考えて

おりました。 しか し幸い終戦後のベビーブーム

の余波 が残っていた関係で しょうか,徐々に分

娩取扱数 も増えてきました。

(3)那覇市では異常分娩は産婦人科医ヘ

開業助産婦にとって一番の悩みは異常分娩 ,

出血等であります。先輩の方々がそれらの緊急

那覇地区 屋 宜 光 子

処置に大変ご苦労なさった時の苦労話は,私に

もよく理解できます。終戦後 5～ 6年頃から那

覇市内では産婦人科医院が開院するようになっ

て参りました。特に戦前の善興堂病院におられ

た吉謝先生が糸満町の診療所を退職され,那覇

市の開南バス停留所近 くで産婦人科を開院なさ

いました と潮院生轄 興堂医院の産婦人科医をし

ておられた関係で, うちの助産院の顧問医をお

願い致しました。古謝先生にはいろいろの御指

導を仰ぎ,難 しいお産のときは先生の病院へ送

るか,又休日夜間の往診もお願い致 しました。

先生がお年をとられてか らは,新屋先生や其の

他多くの産婦人科の諸先生方に大変お世話にな

りました。最近では救急当直医制度が整備され

まして,お蔭さまで日曜祭日夜間の緊急処置に

も対応出来るようになりました。約 20年前と

比べますと,異常になった時の悩みは少 くなり

ました。前述のように諸先生方のお蔭をもちま

して,私が開業助産婦として今日までやってこ

れたものと,心から感謝申し上げます。

(4}悩みが多い開業助産婦

沖縄の風習としていろんな年中行事がありま

すが,お産はそんな行事の時にかぎって多いみ

たいです。私は姑がいないので, これらの準備

も自分でやらなければなりませんで した。

今から10年 ほど前の一番お産が忙 しかった頃

は 1日 に 4～ 5名 もお産があり,自 分の食事を

とる時間す らありませんで した。さらに子供達

が 40度の高熱にうなされて苦 しんでいる時も

自分で我が子の看病もしてやれなかった時には ,

助産婦の仕事と家庭の両立に苦しみ,精神的にも
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まいって,すべてを投げ出したい時が幾康びか

ありました。助産婦の仕事は家族の理解と協力

をえて,さ らに子供達も母親が開業助産婦であ

る事をよく知って初めて,正常に続けてこれる

もんだと思います。当時のことを振り返ってみ

ると今となっては,む しろ懐 しい思い出になり

自分ながら,よ くぞ大禍なく切り抜けてこれた

と思います。

(5)開業助産婦にも喜びは多い

開業助産婦の仕事は確かに厳 しいですが,そ

の反面嬉 しい事もたくさんあります。

2～ 3例をあげてみます。例 1,私が分娩介助

をしたベビー達が何年か経ち立派に成長 して社

会の各面で活躍 しているのを見聞きしますと,

助産婦の使命の尊さと喜びで感無量です。

例 2-沖縄の慣習として男の子を生むまでは頑

張 らなければいけないと産みちづけ, 6名の女

の子の後に男の子が産れると産婦は勿論のこと

その夫も無上に喜供 した 彼らの笑顔を見ていると

この世のもの総てが自分を祝福 しているように

みえます。又その知 濁菜作 りの仕事を当分お預

けにして,当助産院のベビー室のガラス壁越 し

に可愛い我が子の寝顔を何時間も見つめている

のを見ていると,助産婦の私も我が事のように

嬉しくなります。例 3-医学的立場からは 30

才以上の初産は高年出産といわれておりますが

最近では血液検査 (ヘモグロビン,ヘ マトクリ

ット,血液型RH,梅 反等)を行い,さ らに妊娠

中の栄養指導や母親学級での補助動作指導をや

らせますと,約 20年前までは不安なお産と考

えられた分娩でも,最近では安心 して分娩介助

が出来ます。そのように保健指導を致 しますと,

いざお産の時でも産婦は助産婦を信頼 して分娩

に臨み ,4000′ 以上の巨大児でも会陰裂傷も

なく安産 した時の喜びは助産婦ならでは味えな

い気分だと思います。

(6)今後の開業助産婦の道は厳 しぃ

戦後の社会はあらゆる方面で大きく変りまし

た。それに伴 って教育制度も大きく前進 しまし

た。助産婦になるための教育内容も戦前とは比

較にならない高度なものになり,ハ イレベルの

学問技術を履修 した助産婦が国公立私立病院等

に勤務 しております事は大変喜ばしい限りでご

ざいます。那覇看護学校助産学科の学生等が第

1期生か ら現在まで毎年グループで当助産院の

実習見学に来ます。その時,学生達に将来の希

望を聞きますと,将来開業助産婦になりたいと

考えている方は皆無のようです。又社会の大き

な変革は永年開業助産婦をしておられた多くの

先輩達も現在は,乳幼児を預 り】保育園経営等に

転職なされたり,或は産婦人科医院等に勤務 し

ていらっしゃいます。特に待遇面がよい状況で

ないのは誠に心寂 しい思いが致 します。私は去

年日本助産婦協会の開業助産婦むけの講習会が東

京千代田の助産婦会館で行われましたので,出

席致 しました。其の時,会長の横山フク先生が

大東京のど真中でも開業助産婦は立派にやって

いるとのいくつかの事例を紹介されました。熱

意のこもった横山会長の激励のお言葉,さ らに

他府県から講習会に参加なされた年輩の助産婦

さん方が,地域母子保健指導や助産業務にご活

躍されているとのお話を直接聞いて,後輩の私

なんか尚一層頑張らねばいけないとの意欲を燃

や して帰沖いたしました。そして,最近は沖縄

の開業助産婦の進むべき道はどちらだろうかと

模索 しているところです。現状は開業助産婦に

とっセ厳しいけれども果して将来は活路を見い

出せるでしょうか?

最後に助産婦部会沖縄県支部 30周年をお祝い

申し上げ,ま すますの発展を心からお祈り申し

上げます。
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新生児訪問をして

世の変遷によって ,近代医療は日進月歩の如

くいち じるしく進歩 して ,今 では開業助産帰の

手による分娩介助は ごくわずか とな り開店休 業

の形で自然消滅 して ,一部の助産丼,だ けが開業

しているのが現 状です。 現代は正常分娩でも近

代医療 の設備 された産女′il人 科で分娩を行 ってい

ます。文明社会に於いては出生数はl蔵 少 し学問

の レベルの向上で知識 は豊かになって ,周 産期

管理の行 き届いた産帰人科で分娩す るのが安全

なので当然 の考えかたかも知れません。 しか し

退院 してか ら問題が生ずる場合 もあるよ うです。

総合病院は勿論 ,一部の産姉1人 科医院では母乎L

栄養を徹底 させ ,退院後の指導 も多少なされて

い るよ うではありますが ,他 の多 くの産婦人科

医院 は手が廻 らないのか ,十分な指導 もなされ

ないまま退院 とな ることが多いようです。

新生児訪間を してみると現代は核家族で ,し

か もアパ ー ト住 まいはお隣近所との接触 もあ ま

りないので ,一人間 々と育児ノイローゼ気味 に

な るのも無理 はないと思います。

或 る日,ア パ ー ト住 まいの第 2子経産嬬を訪

問 した際 ,呼 び鈴を押すと暫 くしてか ら褥好iが

出て来 ました。「赤 ちゃんの訪間に きたのです

が経過は女日桓JてFす か」 とFョ弓くと, 「別に変オつっ

たことはないか らよろ しいです。私 はとても具

合が悪 くて受 け入れ られる状態ではないか ら」

と断わ られ,そ れな ら日を あらためて伺 うこと

に しようかなとも思いま したが ,ど うも褥帰の

様子が普通ではないよ うな気が しました。玄関

先で話すこと 7,8分 ようや く部屋に入れて も

らいま した。気分がす ぐれないので した ら横に

南部地区 大  城  ハル子

なってよる しいですか らと申 し上げ,指導票に

沿って話 してい くうちにや っと心の扉を開いて

くれま した。褥婦が言 うには小学校 5年生の頃

か らてんかんの持病があって時 々発作があり
,

結婚 して妊娠 した ら毎月発作があ ったこと等 ,

産後 14日 目で したがど主人が仕 事に出て一人に

なると不安 で頭が重苦 しく毎 日気分がす ぐれな

いとのことです。何時発作がおこるかわか らな

いので一度 も抱いて ミル クを飲ま したことがな

いと言われ ま した。又隣の部屋にある食卓 も使

用 しないで片隅の方に置いてあるとのことで
,

万一発作がおきたときの ことを考えて畳 の上な

らけがは しないからと随分気を使い精神的に不

安定のようでしたが ,が ,い ろいると話 してい

くうちに別人のようになって , しっか りした口

調で過去のすべてを打 ち明けて くれま した。今

までの治療のことを聞 くと ,あ る脳神経外科に

妊娠前まで は通院 していたようですが ,薬 だけ

もらい |こ 行 くに も本人でない ともらえなか った

そ うで ,漢方薬をずっと服用 していたそうです。

保険が効かないので経済的な負担が大変だと言

われますので ,他の脳神経外科を紹介 しました。

帰る頃になると「次は何 日頃来て下さいますか ,

お待 ち していますか ら。」と言われ ,嬉 しく思い

ま した。 玄関先で断 られたときに「あっそうで

すか。」と簡単に引き返 さな くてよかったとつ く

づ く思いま した。

時には 2回訪問 しても不在の場合があります

し,或 いはセールスと間違え られて「新生児訪

間です。」と声をかけて も人の気尾はしなが ら開

けてもらえない場合 もあ ります。そんな時には
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名刺に次回の訪間月 日を書いて入れておきますェ

2回 目の訪間の際 ,「先日はどうもすみません

でした。」と誤る方もいますが,と きには「親子

元気ですからよろしいです。」と玄関払いをされ

るときもあります心では赤ちゃんを一寸だけ見

せてもらえませんかと,言 うと,しぶ しぶ玄関

先に連れて来 ますが ,湿疹やおむつかぶれの

ひどい場合があります。又体重増加のよくない

新生児を見受けるときもあります。聞くと便秘

症だからと100ccの お湯に ミルクの粉を 3杯入

れて飲ましている母親もいます し,或 る10代 の

母親は80 ccに 粉を 6杯入れて飲 ましていた例

もあって早目に訪問 してよかったと思いました。

21才 の初産婦で したが初回訪間の日には不在

で,2回 目の28日 目に訪問 した時まだ全身に黄

疸があり,おむつにも尿が黄色 く染まって体重

を測定 したら200夕 しか増えていません。母子

手帳には分娩時の体重は30々,で黄疸 も普通 と

あるので,す ぐに小児科へ紹介 した■と:も あり

ますし,又 ,鵞 口暦や月斉が じくけくしている事例

は度々あります。

ですから訪間のつ ど常に思 うことは産婦の立

場になって退院後の指導をして戴けたらと思う

ことです。

また或る時は往復 420円 の距離を 2回訪間し

ても不在のときなどは,母子共健やかであれば

よいがと祈 る気持ちと,反 面惨めな思いをしなが

ら帰ることもあります。

最後に母子保健向上のために,も う少 し私達

の立場も理解 し,考慮して戴きたいと思うのは

私一人ではないと思います。新生児訪間の範囲

は非常に地域差があります。如何にすればスム

ーズに連絡がとれることやら……。又 ,切 ない

思いをせずに訪間できるのは何時の日のことや

ら・・・・。

おか

か
>

争
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私 の あ ゆ み

昭和 17年 ,産婆試験に合格 し,横浜の飯島

産婦 人科に勤務 した時から,は や30余年がすぎ

ています。昭和 19年 3月 横浜より帰郷 し結婚 ,

6月 30日避難先の勝連村南風原で私は女の子

を出産致 しました。その頃はまだ食糧の配給も

なく,生れた子供に飲ませる砂糖水も手に入ら

ず,大変困った事をおぼえていますと出産後 3

カ月位たった頃,農業の出来る人と軍作業にい

ける人の 2通 りに分けられました。私は出産後

で乳のみ児が居ります故,軍作業は無理でしたので

農業班に入リイモ堀 り作業にか り出されま し

た。終戦直後の事なので,ま だまだ政情不安定で

あちらこちらに黒人兵やアメリカ兵がいて,イ モ

堀 りなど安心 して出来るような状態ではありま

せん。それに私は農業をした事がないのでイモ

は掘れても頭にのせて持つ事が出来ません。カ

シガー袋にイモを半分カゾラの葉を半分入れて

持ってきたものです。そんな事が 2・ 3回 あっ

てから,私はとても長続きしそうもないので
,

父に「私は自分の仕事をしたい」と相談 しまし

た。父は「貴女は立派な仕事を身につけているの

だから助産婦として働いたら」とすすめてくれ′
,

早速区事務所へいき助産婦としての登録をしま

した。あの頃 は登録 を しなければ仕事が出

来ない時代だったのです。早速係の方につれら

れて,高江洲と南風原の中間の三叉路の所にあ

りました前原地区病院 (あ の頃はテント小屋 )

へ行きました。今は故人となられた野原昌彦先

生が居 られ ,い ろいると米軍の係の方と学歴職歴

など通訳を引受けて下さいました。そして分娩

に使用する医薬品や脱脂綿など色々とわけて頂

石川地区 宮 城 光 江

き南風原の助産婦として働 く事になりました。

その頃南風原は勝連,与郡城,具志川,那覇あ

たりからも避難民が多く,ご ったがえしていまし

た。私は出産直後で子供 も小さいので,助産婦の

志慶真さんと大野さんの 2人に協力を頼んで居

りました。そうこうする中,昭和 21年になって

ようやく地元屋慶名への移動が始まりました。

その印 産婦は診療所に籍をおいて 1日 1

回は出勤 してか ら各家庭へまわっていたように

思います。お給料は 1カ 月 220円 だったとお

ぼえています。その頃は毎日がお産で, 1カ 月

30名をこえる場合もありました。

ようやく世の中が落ついた昭和 21年 自由開業

が許されるようになりました。あの頃をおゝり返

ってみますと私達助産婦の全盛時代ではなかっ

たかと思いよす。子供の成長と仕事を生きがい

に毎日が充実 した日々で した。やがて月日は流

れだんだん家庭分娩が減り施設分娩へとうつっ

てぃきました。私もこれではいけないと思い
,

友人の安里ャツさんと共同で助産院を開設 した

のが昭和 36年です。敷地も頂度いい所に安里

さんの土地があり,無事開院 し,お蔭様で順調

に 9年間 2人で力を合せてや って き ま した

が,時代の波には勝てず徐々に病院分娩へと移

行 していきました。私が中部産婦人科へ勤務 し

たのが昭和 45年 8月 で した。早いもので 10

年になります。今まで開業 していて今さらとも

思いましたが,私は勉強のつもりで勤務するこ

とにしました。はじめは一寸とまどう事ばかり

で したが,色々と勉強になりよかったと思って

います。わからない事は積極的に聞いて教えて
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もらいます。私も知っている事は分娩の事,内

診の事,診察上の注意など色々と教えます。

幸いに樋谷式手技も受講しましたので早速実施

して大変喜こばれています。院内の看護婦にも

一通りはおぼえてもらい,私は分娩介助が主で

なかなか出来ませんので指導だけして居ります。

今までの乳房マッサーシのように痛 くなく乳汁

分泌 も良 くなるので好評です。それにこれから

は単に分娩介助ばかりでなく,分娩する妊婦に陣

痛の苦痛や分娩への不安や恐怖を軽 くし,~女心

して分娩に臨めるようヤ旨導 してあげるのも助産

婦のつとめだと思っています。

私事で恐縮ですが昭和 54年 7月 29日 待望の

初孫が誕生 しました。今まで色々とお世話にな

った名城先生と分娩に立ち合った時,今 日まで

助産婦をしていて本当によかったと心から思い

ました。私にとって一生忘れることの出来ない

感動的なひとときでした。そして昭和 54年 12

月名城先生が開業されましたので一緒に勤務す

ることになりました。私もこれからは分娩介助

ばかりでなく,今まで得た知識や学問を生か し

新時代にふさわしい助産婦として母子保健指導

等に頑張っていきたいと思います。

助産婦部会 30周年に当り部会の限りない御

発展と助産婦の皆様の御健康と御幸福をお祈 り

してベンを置かせて頂きます。

トピックス

鞘 :ii:な革
'■

1痛■気■14評4Ⅲ
《

日本一小さな赤ん坊 "渡具知伸ちゃん

1979年 9月 29日 ,沖 縄県立名護病院で 550夕 と

い う日本一 ちっちゃな赤 ちゃん として誕生 した仲ちゃん

は,子捨 て,赤 ち ゃん置 き去 り事件 と暗いニュース

が紙面を飾 る中で順調に成長。赤 ちゃんの生 きよ う

とす る
く
強い生命力 "は 周囲に

く
生 "へ の感動を与

えた。

550夕 とい う超未熟児 は,名 護病院医療スタ ッフ

の手厚い看護や岡 l上 大学病院未熟セ ンターの協力の

もと,幾 多の危機 をの りこえ ,順調に成長,最 も心

配 され る未熟児網膜症 も,中 部病院で 2回 にわた っ

て光凝固法の手術を行 い成功。生後 160日 目に元気

に退院 した。
   (1980年 1月 27日 琉球新報より)
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助産業務の誇 りと尊さをかえりみて

中部地区  奥 松 文 子

日看協沖縄県支部の30周年記念式典を,心よ

りお祝い申し上げます。

記念誌の発刊にあたり,私なりに助産業務の

誇りと専さをかえりみて,投稿させていただい

た事を感謝いたします。

昭和35年 10月 沖縄市 (コ ザ)に ,助産院を開

業し琉球助産婦協会に入会 しました。当時看護

婦と比較 し,やはり年令的にも社会的にも幅が

あり,母子のノ`、命を預かる重責に立って助産業務

は,助産倫理と会員福祉に燃えている感があ り

ました。思えば,歴代会長や役員の御尽力が現

在のすばらしい団結と,人間愛あお、れる式典に

結び付いた事と思います。

終戦直後無の状態から,ベ ビーブーム時代 に

至って,分娩介助は,80%が助産婦の手によっ

て円滑におこなわれていました。どの助産婦も

昼夜を問わず,医療機関も充実 していない中で
,

献身的に業務の遂行がなされました。これが医

療保険制度から充実 した施設へと時代は,病院

分娩へと移行 し今 日にいたっています。

分娩介助が主体になった過去を忍べば,女性

のみの特権として誇り高い助産婦業務の尊い職

責が,結果は家庭に又社会に誕生 した数多くの

人材を生み出し,現在では教育医療行政財政と

各界指導者として,偉大なる足跡を刻み,今尚

力強く多くの先輩知友が,後輩の育成のため時

代のニー ドに合わせて活躍 している姿は,助産

婦ならではと,人をして歴史を物語っています。

私 も,30年間ひたすらにその道一筋に,生 き

てきました。

コザ中部病院産婦人科を振り出しに,数多く

の分娩に立ち合い一喜一憂 女性の力強さを個

人維持と子孫繁栄のため,努力している赤ちゃ

んの誕生が,助産婦としての経験と人格を育て

てくれた事と思います。

又,数多く内外を問わず良き指導者に恵まれ

て, その年輪が時代の移り変わりと同時になつ

かしく,今 日まで御指導下さった諸先生方,先

輩等名前を挙げれば数限り無い人の情と助産倫

理を,思慕 した時,平穏無事に大過なく過ごせ

る今日無限の感謝を,送 りたい一念であります。

人には向上の道が,平等に無卜艮に開かれてい

る。自分の欠点を指摘された時,喜んで聞ける

人は必ず向上すると,諺の如 く人格を磨くこと

は,己の自覚と職務に対する人間性で自分の使

命に対 し,精一杯努力することを養われました。

助産業務の余暇に,昭和48年当時49才で保母

の試験に挑戦,資格を取得しました。偶然にも昭和

52年度予算で社会福祉法人設立の依頼を北谷町

より受けて,昭和53年 1月 に社会福祉法人愛育

福祉会を誕生させ,理事役員 8人でスター ト
,

昭和53年 1月 社会福祉振興会より1,010万 円を

借入れ,30年来の貯金を全部寄付 し,国県町の

補助金で北谷町宮城に,昭和53年 4月 1日 に近

代的保育所を創設 し北谷町では初の社会福祉法

人愛育保育園として,開園し朔在に至っています。

収容人員90人,職員16人で名実共に福祉のメッ

カとして, 4年 目を迎えることになりました。

唯今は経験 した看護婦,保健婦,助産婦,保

母,調理師の資格を生か し,人間形成の第一歩

の基礎を築 く幼児教育に挺身しています。

現在は各階層の社会資源が,私をささえて
,
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人と場所と物を有効に,私に叡智を与えていま

す。これすべて今次大戦で,九死に一生を得た

沖縄陸軍病院での体験と,勘産業務の中で人間

としての尊い体験が大きな原動力となり,物事

にこだわらず寛大な精神と勇気が,培われた事

と思います。

去る 1月 13日 に沖縄の星,桑江智子 (歌手)

当時昭和35年 1月 ,沖縄市 (コ ザ)大田産婦人

科大田為雄院長の産院で誕生 した。その時にタ

ッチした助産婦として,東京フジテレビ,小 |||

宏シヨーに出演する機会に恵まれ,助産婦業務

の誇りと尊さを全国にアピールすることが出来 ,

その感激は今も私の脳裏に刻まれています。企

画なされた,関係者の方々に厚 く御礼を申し上

げます。

私達助産婦が日頃業務を通 じて,社会と地域

が密着 したボランティアも仕事の一つです。

沖縄市では,助産婦が更生保護婦人会,赤十字

奉仕団,国際婦大会, 日韓女性親善協会等に協

力し,婦人活動の中から地域社会の交流を通じ

人間関係等,多 くの人々の交流を深め,他から

受容する経験と社会連帯の中で,教養を高め
,

尚本年は助産婦業務の一貫する保健所,地方自

治体に地域母子保健に対処 し,母親学級,月 々

の助産婦定例会を持ち,人生に生き甲斐を感 じ

ています。

本年は,世界障害者年にあたり,母子の健康

で住み良い明るい社会作りに,助産婦が開拓者

になる機会になっています。30周 年を契機に
,

全員が団結 し組織の充実と会員の親睦を計り,

ますますの御発展を心か ら願うものであります。

今後共,御指導の程お願い致 します。

最後にお世話になった諸先生方,先輩,知友

の限りない,健康と御発展を心よりお祈 りします。
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肌を接 した育児を

「母子保健」,こ の 4つの活字は誰にでも覚

えやすい言葉です。平たく言えば母と子が,手

におゝれ一日の健康を気遺 う姿,それが母子保健

です。

その大切な母子保健を推進 していく活動とし

て,各地域に母子保健推進員がおかれ,地域母

子保健活動が行なわれています。

母子保健の推進は,身体的面と精神的面の 2

つの分野から行なわなければならないと考えら

れます。

身体的面では予防の立場か ら地域の保健所が

中心になり,又は地域医療機関が担当し,多 く

の疾患を発見 して参っております。

科学の進歩によって私達の生活が向上 し,物

質文化が大きく比重を示すようになり,何かに

つけて物で上手に生活 していく今 日,育児にお

いても便利な育て方などと,労力をはぶ く知識

のあるお母さん方 (省 ラブ,イ ンテ リママ )

が増えた事は,一寸淋 しい感 じが し,便利な育

て方は駄目な愛情だと評価する専門家もおられ

ます。

此の頃,男女平等とさけばれている時代,育

児にも父親の役割分担が高まり,よ い傾向だと

喜びながらも,神からさずかった女性の特権 ,

優 しい声 ,やわらかい肌,細 かい神経という育児

をするのに最も大切な条件が揃っていながら,

それが失なわれつつあることは,実に心細いこ

とです。そのような好条件の母親が肌をとお し

てやさしく可愛がってあげることが,乳児期の

第一条件ではないで しょうか。

母親の優 しい声,肌のやわらかい手で抱いて

中部地区  安 里 君 子

お乳を与える,育児においては,惜 しみなく提

供する労カーそれが子供の為になる愛情です。

私たちの頃の育児は,背中におぶって母親の広

い背中に体をつけることによって,母親の曲 X計うり

赤ちゃ海よいい気持ちになり,いつの間にか眠気を催し

てくる一そんな時代に育児をすませた事を思えば
,

良き時代に子育てをしたと感ずる此頃です。当

時は母より娘に,姑より嫁にと縦の指導があり

ましたが,今は知織のあるお母さんが増えたの

で,子育てをすませたお母さん方は遠慮 してい

るような部分があるようです。が,母乳育児の

経験のあるお母様方で若いお母様に推進 して下

さる事は,大きく母乳運動にも力添えになりま

す。

教育評論家,金沢嘉市先生の随想に「母親の

存在はまさに母なる港,温かい母港的存在です。

温かい母港をもっている子どもは
~女

心 して沿岸

漁業にも遠洋漁業にも出かけられるのです。そ

れが遊び上手の子どもになれる秘決です。また
,

子どもの時母親からのお話を求めます。

母親のひざによりかかってお話をきいたあと

の満ち足りた気持ちは今も忘れません。それば

かりではなく,今でもその頃の話はよくおぼえ

ています。なぜいつまでも心に残っているので

しょうか。それは母親の話には母乳の味がある

からです。それが血となり肉となって, 人間の

体質の基礎をつくったからではないでしょうんち 」

と,肌をとおしての愛情を大きく強調 して述べ

ておられたことが印象深く心に残っています。

母親が赤ちゃんにオッパイを応ゝ くませながら,

赤ちゃんにあれこれ語りかける。その時は,母
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親にとっては,すべてを忘れて母と子の最上の

幸福のひと時。母親の言うことが理解できなく

ても体温を通 して話 しかけてあげる。

そして話 しかける習慣が幼児期,学年期の親子

の会話につながり,すばらしい人間情緒がはぐ

くまれ,家族に強いきずなと関心をはぐくみ ,

誇 りを持って大きく成長することで しょう。

今日,働 く女性が増えて,共働きの家庭が多

く,私 も職業婦人としての過去をみつめますと

昭和 30年頃新聞紙上に書き添えた事もありま

す。当時の言葉の内容は子供の個性を生かし,

自分も生か し, と,美 しい言葉で理想をうたっ

たが,その道乗 りは必ず しも,言葉と実態は

違うものである。高い志を持ったに過ぎない
,

しか し私達の時代は自営業で又手伝って下さる

人も常に周 りにおります し,家族の健康管理な

どには支障なく,それから助産業務を通 して
,

色々の場に参加できる事は職業婦人として,自

分を生かした部分もありますが,専業主婦のも

つ精神的なゆとり,真の教養を失い,眼にはみ

えないものの価値あるものも見失い,職業婦人

としての,形を持つ女性におさまった部分もあ

るようです。私の助産施設の中で産婦を通 して

学ぶ事も多々あります。専業主婦のもつ精神的

なゆとり,真の教養と表現 しましょうか,ぬ く

もりのある育児姿,手あみの洋服をペアで着け

させてご挨拶に来る。母親の優 しい声でこと細

かに育て,母乳栄養で十分に肌のおゝれ合いを示

し,仕草は表に出さずに,退院時など,お祖母様

がエバの羽織をおめしになり,健康な孫を無事

にとお礼をのべて帰宅する後姿を見て,自分を

おゝり返り,あ るものを悟る時もあ ります。

女性 も働くようになり,社会的にも平等,家

庭内でも夫に家事手伝いと,同一線を求めてい

るが,夫が家事の手伝いをしないで しょうか
,

町の中に,オ カズ屋が増えて,その様なオカズ

が売れるかと,考える時もありますが,夕方に

なると全部各家庭に運ばれて,食卓をにぎわし

ている現状は,母親のぬくもりを失なわれて行

く今日,母子保健は決 して医療機関の担当だけ

では成立 しません し,根本の母子保健は家庭の

生活の リズムの比重にあると思います。母子保

健推進を行う中で,精神的な面を大きく考える

時代に来てはいないでしょうか。

職業 と家庭を二つの路線に乗って30余年 ,地

域に接してきまし猛 交流する時間を持ち,その

交流の中より職業を通して,母子保に‡を 2つの面

か ら接する事が多 く,こ とに母子保健を通 して

感ずる事は,せめて乳児期間だけでも母親の精

神的なゆとりある育児ができる体制を利用 し
,

短期間でも職業婦人から開放されて,家庭にお

さまり,乳幼児と静かな交流の中で,肌を接 し

た育児をする時間を持っても良 いのではないで

しょぅか。金銭,あ げた業績を評価せずに,長

い間の家庭に無理なく,現実を急がずに,職業

と家庭,二つの路線を上手に乗 り越えて行 くに

は,母子保健を常に大切にする事にあるで しょ

う。
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助産婦への動機

看護という職につき,又助産婦という職業を

自分で選んだ動機は ?と 考えるとき,小学校か

ら中学校をとおしての経験が影響 しているよう

に思えます。 1才上の姉が旧コザ病院の小児科

に入院し,手当ての快なく亡 くなりました。妹

2人が生れた時は家庭分娩で,近 くで開業して

おられた玉城百合子助産婦さんに母はお世話に

なりました。玉城さんはお若 く,て きぱきとお

仕事をしておられ,子供心にもあこがれの的で

した。当時,高校卒業の進路決定には,誰に言

われることなく看護学校を選びました。

看護学校での 3カ 年の寮生活,実習の厳 しさ

の中で小児科・産婦人科に興味を持ちました。

卒業後 ,幸いにして小児科 ,産 婦 人 科に配

属されました。開放病院での患者さんは選ぶこ

となく色々な疾患の方が入院 してきました。夜

勤の時などに出産に出合い,助産婦の方の不在

の時は非番の上原婦長さんを呼びに走ったり,

それでも間に合わぬ時は,見よう見まねでやっ

と分娩を終えた事もありました。

その後,沖縄整肢療護園で分娩障害による脳

性麻痺をみ, 自分のわがままを顧みず,昭和 18

年,28才で, 6才下の人達と肩をならべ東大助

産婦学校へ入学 しました。同級生のほとんどが

ス トレー ト組で,私の様に 5カ 年 もの就職組は

2人だけでした。

ここで東大芙蓉寮のことを書いてみたいと思

います。あの有名な赤門前とは反対の,上野か

ら上って来たところに,お蔦主税の湯島天神が

あり,本富士署の 1ツ 手前に入ったところに龍

岡門があります。左手に古びた 2階建ての木造

中部地区  仲 尾 雅 子

の寮がありました。看護学校・助産婦学校の学

生と寮母先生と教務の先生が一緒に生活 してい

ました。寮は10畳の部屋に 4人入室し,畳の間

で, 1間 の押 し入れを上下に分けて使いました。

部屋の中には大きな火鉢があり,冬になると木

炭と練炭をくべて,やかんを置いて室内を潤 し

ていました。玄関のつきあたりにはその日の当

番の方がいて,訪門客がみえるとマイクで「何

号室の誰々さん,御面会の方でごさいます。」

とアナウンス し,そ れ を聞いて「 あ ゝ誰 々

さん今日デイ トね」と話合 ったものでした。玄

関に,は きものを脱ぎぱなしにするとすぐ片付

けられるのです。はきものは早速自分の靴箱に

片付 けたものです。各 自の部屋のそ うじは

窓ガラスと畳のおゝきそうじが朝晩の日課で した。

廊下や手洗いは一週 F口月交代,他に給食当番 もあ

りました。土 。日曜日に外出し,外泊する時は
,

外泊票をもらい,給食止を出して外出しました。

室で電気をつける時も外から丸見えするので
,

必ずカーテンをしめてから電気をつける事,風

呂に入る時の順序なども教えて貫ったり,洗濯

物や干 し物は日のあるうちにとり込むこと,廊

下からは必ずガウンか,半天を着ること等,色

々な規則がありました。

助産婦学生は分娩実習があるので,11時の門

限以後に帰寮する時は,寮に電話するか,又玄

関横の公衆電話から「ただいま帰ります。Jと

連絡 して入れて貫いました。

又,病棟実習では先輩後輩のけじめがはきり

していて,教授回診となると先生方や,先輩の

助産婦は相当に緊張しておられました。患者さ
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んを呼ぶのにも「OO様御来院でございますJ

とか,教授や婦長さんの部屋に入る時もドアの

外で「助産婦学生のOOで ごさいます。③Oの

用事でまいりました。入ってよるしゅうごさい

ますか。」と言い,室内より,「はい,ど う3

と言われて始めて入れて貫いました。何故 この

様なことを書くのかと不思議に思われると思い

ますが,私は当時産婦人科の婦長さんで,浩宮

様をとり上げられた柏木登美乃婦長が印象深い

からです。婦長さんは私達の卒業と一緒に東大

病院を停年になられました。学校では助産史の

講義を担当なさり,授業の始まる前には,姿勢

をただすために,背す じを伸ば して,「勝 下胆

田Jと 下腹部をぽんと一つたたかれました。婦

長さんが分娩に立ち合われ,分娩介助 した時は
,

「よかった。よか った。」と頬ずりをして抱き

しめる様に喜んで下さいました。いつもは威厳

正 しく, こわい様な存在の婦長さんのとてもや

さしく,深 い心づかいが今でも思い出されます。

停年後は郷里の和歌山の串本に帰 られ健在でい

らっしゃいます。

昭和39年 4月 より那覇看護学校に助産学科が

新設され 9人 の学生を迎え,伊敷先生のお手伝

いをすることになりました。当時の先生方は毎

日交代で寮母の仕事 もやらなければなりません

で した。 1週 に 2回 も当番がまわってきました。

やはり門 l艮 は午後11時で,午後11時 までに帰 っ

てない学生がいるとやきもきしたものでした。

那覇病院,赤十字病院を実習病院とし,又 まだ

開業助産婦さんの全盛時代で,皆さんにはお世

話になりました。その頃は助産婦協会に入って

なく,そ の活動も知 りませんで した。 2カ 年在

職 し,身体を悪 くして退職致 しました。

その後,乳児保育園を始め,現在認可保育園

を経営 しています。

母子と関連 した仕事をしつつも,今更助産婦

部会 に入るとは,と も思いますが, 0才から入

園 してくる乳幼児は養護,教育と,母親に対 し

ては母性保健指導と関連の深いものがあります。

職場では管理者となり多忙な毎日ですが,保育

界の中にも医療界の方々が大分おられますので
,

先輩,後輩の御活躍を目のあたりにし,すべて

がむだなく,相関連 し合いすばらしい保育がで

きることと信 じています。

社会の変化にともないお産 も病院分娩へと移

行 し,出産率の低下と比例して,開業助産婦は

縮少或いは閉院せざるを得なくなっていますが
,

これも一時だと思います。若い後輩も育ってい

ますし,開業,勤務と場所は変 っても,助産婦

の職業の尊さは変るものではありません。上は

90才 から下は20才代の年令層の厚さをみる時 ,

母子の生命と対決 し,いつでも度胸をすえてき

た老練な助産婦の方々の白髪と深 くきさまれた

舞皮は老いとは反対に美しく尊くみえます。この

筆をす ゝめなが らも目が しらのあつ くなるのを

禁 じえません。

助産婦の仕事は決 して斜陽ではありません。

戦後26年に助産婦協会が結成され,今年30周

年を迎えるわけですが,こ れまで御活曜された

助産婦の方々の労をねぎらい,若い助産婦を育

て,すばらしい医療の担い手として,助産婦の

心意気と誇 りをうけついでゆく1つの出発点と

して,30周 年記量を祝いたいと思います。
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アメリカ研修旅行に参加 して

私が勤務するメディカルセンターは,セ ブン

スデー・ア ドベンチス ト教団が,世界各地で運

営す る多くの病院の 1つ で,日 本では他に,東

京衛生病院と神戸ア ドベンチス ト病院がありま

す。この三病院が合同で行う海外派遣研修が毎

年 9月 にあり,今年は 3週間の日程で,ハ ワイ

とアメリカ西海岸にある私共の教団運営の病院

(老人ホームを含む)の,施設内容の見学を主

とした研修旅行が行なわれま した。幸いに私も

その人員 15人の 1人に加えていただき, 8カ

所の病院で研修する機会を得ましたので,その

中から 2～ 3の印象を記 してみたいと思います。

○ セントヘレナ病院

カ リフォルニア州ディアノヾ―クにあるセント

ヘ レナ病院は,ベ ット数 225床の総合病院で ,

静かな農村の丘の上にあり,豊かな緑に囲まれ

た静寂で清潔な,そ してその内部は一流ホテル

のロビーを思わせるような室内装飾と広いスペ

ースとで,明 るい感 じのする病院で した。各科

とも外来患者をかかえて忙 しいとの事で したが
,

アポイント方式をとっているためか, 日本の病

院の外来待合室のような騒々 しさはな く,職員

の様子 もゆったりと落ち着いているのが印象的

で した。この病院の特徴は健康教育を重視 して

いることで,従来か ら,患者への健康教育プロ

グラムはもちろんのこと,禁酒,禁煙,減量の

ための講座,良い結婚や良い両親となるための

セ ミナー等,地域住民を対象とした11の ユニー

クなプログラムが活発に運営されていました。

ア ドベ ン チ ス ト

メディカルセンター

産科について見ますと,自然分娩を奨励 し実

施 しており,分娩数は月平均 50例で した。又 ,

母乳の確立に力を入れており,母乳は吸わせれ

ば吸わせる程出るということと,そ の他の利点

から母児同室制をとっています。面会は自由で

私達訪問者も入室を許可され短い時間で したが

母親と赤ちゃんの様子を見る事が出来ました。

赤ちゃんは母親のベットの足元か ら少 しHlれ た

左側ですやすや寝入っており,母親は赤ちゃん

の様子を見ながら名前や始めての子であること

母乳は良く出るなどと話してくれ  とても大 らな

印象を受けました。ただし,外来者が赤ちゃん

にさわったり,ベ ットに触れたりするのはきび

しく禁 じていました。病棟婦長は「赤ちゃんと

母親が別々の部屋にいるのはよくありません。

家に帰れば母親が赤ちゃんの世話をします。で

すか ら,病院にいても家庭にいるのと同 じ条件

にしてあげています。」と説明していました。

又,分娩後 6時間で退院を許可することもある

と聞き,ぉどろきました この場合,第 1日 と第 2

日に看護婦が家庭訪間するとのことでした。平

均入院日数は 2～ 25日 と短いのですがこれは

入院費が高いという理由の他に,産褥中の身体

の状態やその過 し方)育児についての知識等の

基盤が前述の健康教育プログラムを通 して培わ

れているためということです。更に,妊娠 ,分娩 ,

育児のための下定コースを学び終えた夫婦の場

合,夫 も分娩室への入室を許可され,妻 と共に

分娩を経験す る事がで きるのです。 夫婦で

協力 して分娩をな し終えたという経験は夫婦協

宮 城 テ ル
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同の育児に良い影響をもたらす事で しよう。

◎ WIMARコ ンディションング

センター

ここはいろいろな面でユニークでした。街を

離れた松林の中に建っていましたが,広い敷地

内には文円やハイキングコース等があり, 主に慢

性疾患を対象としています。患者の日程を見ま

すと,午前中は疾病やその程度 によって分けら

れた運動プログラム,例えば,畑仕事,ハ イキ

ング,ジ ョギング等に全員が参加 し,午後は水

治療法や健康教育プログラムに出席 して自分の

病気について,さ らに健康になるための原則に

ついて,こ こでは10の原則すなわち,空気,水 ,

日光 ,運動,体養,食物,衣服,節制,そ の他

精神的なものについて勉強 します。夜はレクレ

ーションプログラムに参加 して1日 を終え,こ

れを退院まで くり返 します。入院は例えば夫が

病気の場合,妻 も一緒 に入院 して,同 じプログ

ラムに参加 し,健康教育を一緒に受ける事によ

って,退院後の生活習慣が変 らないようにとの

配慮も見られま した。おどろいたのは食事療法

で した。ここでは糖尿病食とか高打R圧食とかは

ありません。全患者同 じ食事をとります。未精

白穀類,堅果類 ,豆類を使い,徹底 した菜食と

細かい所まで考えた調理法 (あ る種の食品か ら

は脂肪や塩分を抜 くというような)バ ランスよ

く計算されたメニユーで,私達に出 して下さっ

た昼食もおいしく,特別な感 じはあ りませんで

した。病人にとっても健康な人にとっても食事

は一つしかないという考えはここの特徴 をよく

表わ していると思いました。食事療法,運勃療

法,健康教育を通 して今までの不節制な生活習

慣を,健康的な生活に変えていく事によって,

除々に薬がへっていき,最終的には薬なして生

活出来るようになるという事で,お どろくと同

時に考えさせられました。その他病棟をガン病

棟と名付け,ガ ンである事を本人に告げて心身

両面から援助 している病院や定期的に地域に出

て行って健康教育プログラムで活動 している病

院等 もありました。どの病院に行っても健康教

育部門があり,医師,看護婦,栄養士等のチー

ムによるプログラムが組まれていて,病人だけ

でなく健康な人をも粒称に したすばらしい働き

がなされていました。今後このよ うな予防的な

働きがますます盛んになされるよう祈りつつ報

告を終りたいと思います。

町  :~

― ~

Ч  馳

1 1 i‐
¬
BdI

ゝ

J

幽
日

Ｆ

一



やりがいのある助産業務

私は昭和45年那覇看護学校看護学科を卒業 ,

翌年同助産学科を卒業,以来これまで,ア ドベンチ

ストメディカルセンター,京都南病院 ,沖縄日赤 ,

主人の都合 (福岡へ転勤のため)により, 福岡

日赤等の病院に勤務 してきました。現在は,産

科婦人科首里クリニックに勤務 しております。

私は職歴からみますと職場を再度かえておりま

すが,あ る意味では大きな収穫があったような

気が致 します。と申しますのは,いずれの病院

でも多くの諸先輩方を知ると共に浅学ながら種

々の経験を積むことができたか らです。特に沖

縄日赤では,高瀬松子看護部長をはじめ,勢理

客光子婦長その他諸先輩に多くの御指導を受け

ました。私としましては,良 き指導者のもとで

豊富な経験を積ませていただきましたが,昨年

私の母校那覇看護学校の許田英子先生の御紹介

により「首里クリニックの婦長としてやってみ

ては…Jと いうことで したので,今年の 1月 に

沖縄日赤より移籍致 しました。

首里クリニックは, これまで勤務 していた病

院と異り,や りがいのある点が多くみい出せま

す。それは,新 しく出来た病院ということと
,

私自身が婦長の要職にあること,更にこれまで

経験 してきたことが十分応用できる点です。自

分の能力と知識を駆使し,ス タッフの指導なら

びに妊産褥婦との接触等は,な んとなく充実感

を覚えます。さて,私の日常業務についてお話

致 します。午前 8時 30分～ 9時迄に中し送りを

済ませ,私の 1日 が始まります。ひととおり新

生児と病棟患者の状態を把握 し,ス タッフヘの

看護上の指示と指導のあと各病室を訪ね,患者

首里クリニック  山入端 愛 子

やその家族の方々と対話をします。その中で
,

患者の訴えに耳を傾け,私ができる範囲内にお

いての病状の簡単な説明や激励,保健指導等を

行 って,そ れが済むと外来へ向います。 もちろ

ん,産婦の入院があれば,陣痛室分娩室へと観

察に参ります。外来においては,ス タッフの業

務指導,患者の診療介助,妊婦倹診,カ ウンセ

リング等を行ない,一息つけば再び病棟,分娩

室, OP室の整備点検,物品の補充,各部所と

の連絡,調整,外部との交渉,更に看護助手の

業務指導を行なっております。その他に日々の

母親のグループ指導,母乳栄養確立のために
,

樋谷式乳房マッサージの実施と授乳指導,精神

予防性無痛分娩のラマーズ法を含む母親クラス
,

NST,分 娩時モニタリング法を含む分娩取り

扱い等,で きるだけ誰にでもよく理解できるよ

うに説明を加えながら,助産業務をいかに母性

保健にいかそうかと,他の助産婦と共に努力し

ております。更に当クリニックでは,め ざまし

く発達 して行 く医療水準に追いつくためと,お

互いの資質の向上のために,院長を含む院内学

習会というような勉強会にも精を出しておりま

す。それに院長は,独創性があり,いつ も「産

科医と助産婦は車の両輪のごとく」と話 してお

られるとおりに,看護についても深い理解を示

され,規模こそ小さいのですが,ユ ニークな病

院だと思 っております。又,妊産イメ辱婦との心の

触れ合いを深めて行 くために, ということで
,

出産を終えた母親と週 2回の夕食会を持つなど,

他の病院と異 っている点が数多くあります。こ

の頃は,沖縄で も本土と同じように,病院の大
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型化,そ れに伴う合理的経営主義の発想が多い

中で,私達の首里クリニックは「ゆとりある精

神」をもって患者およびその家族と接 し,末長

く多くの方々に愛される病院にしたいと日夜努

力を重ねております。最後に皆様と共に考えて

みたいことがあります。そのことは,私達のク

リニックのみならず,一般開業医にも当てはま

ることですが ,具体的に申し上げますと,開業

医に比べ公的病院には看護スタッフはよく集ま

るということです。そのことは,技術をマスタ

ーするという意味もありますが,次のような点

があり公的病院に比ベー般開業医が敬遠されて

いるのでは,と 考えられます。

1.公的病院に比べ勤務時間が長い等

1.年休,および特別体暇が少ない等

1.処待偶面が若干劣ること等

1 将来における不安要素が多い,すなわち

退職金があまり期待できない等

これらの点を改善すれば,一般開業医への就職

希望者も多くなるのではないかと思います。も

ちるん,公的機関の病院と一般開業医の経営状

態は異ると思いますが,改善すべき点は段階的

に努力していただ くよう提言 したいものです。

本クリニックにおいては,週一回幹部会があり
,

その席上,職員の立場にたって待偶改善のため

忌憚ない意見を,その都度のべさせてもらい
,

現在段階的に良 くなりつつあります。人々の医

学知識は年々高まっております。誰しもすばら

しい設備のもとで,最上の医療技術と最上の看

護技術を持 った方々に,最良の医療を施 してほ

しいと願う気持は,貴方や私も変わりはありま

せんで しょう。
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ちっちゃい娘達

К
何はさて,貝

~い
て帰 らん,つぶらなる

係の瞳の ,笑みし思えば "

これは義父が出張の毎に感 じる気持を,詩に

託 したものである。お土産をもらった時の孫達

の喜びを思 うと何が何でも買わなくては帰れな

いと言い,いつも散財をかけている。子供はほ

んとうに不思議な秤在だと思 う。これまで大人

だけの生活の中に,赤 ちゃん誕生ということで

随分に家の中が変 ってきた。すべては子供中心

に時間が動 くのである。最下,二才 と三才の娘

を抱え,母親と妻と職業人の三役をこなすべ く

慌 しい毎 日を過ごしているが,子供の笑顔をみ

ると一日の疲れも,一日のさまざまな出来事 も

まるで煙のように消えてしまう。朝 ,目 ざまし

のベルが鳴るや側 らのチビが ,《 ママ,マ マ "

と合図する。ハッと目を覚ますと予定時刻を15

分もオーバーしている。急いで自分の仕たくを

済ませ子供達との食事,お しゃべりやイタズラ

で仲々食べてくれずイライラしているうちに保

育園の迎えバスの到着。着替えもそこそこに後

は義母へ頼んでの出勤。笑顔でバイバイの時も

あれば,泣いて手こずらせることもしばしば。

後髪を引かれる思いで車を発車させる時はほん

とにつらい。仕事を終えると真直ぐ帰途へ,玄

関の扉を開けると,《 お帰りなさい "と 飛びつ

いてくる。「ネー不 (姉)のお母さん」と妹々

寄せつけず抱 っこをせがむ姉娘。姉ちゃんに負

けじと引っぱる妹。二人を同時に抱き上げなく

てはな らず,珂 ちヽゃいお母さんは増々チビにな

県立浦添看護学校 桑  江  喜 代 子

るねと家族は笑 う。しば らく戯れると入浴時間。

水遊びの好きな子供達を湯か ら引きあげるのも

ひと苦労だ。やがて夕食が済む頃は周囲は鳥小

屋同然。そんなこんなで一日が終わり,お休み

の時間となるが寝つ くまでと一緒に横になって

先に眠ってしまい夜中に飛びおきることも数え

きれない。姑や家族の協力で何とかや ってはい

るが,母親になって始めて女性の役割の威大さ

を感せずにはいられない。妊娠中の母体の変化 ,

分娩の経過,陣痛,怒責感,安堵等々。実際に

自分自身をみつめていく中で肉体的,精神的 ,

社会的面での理解が深め られてきたように思 う。

分娩を経験 し母親にな らなくては一人前の助産

婦になれないとの先輩方のあの時の言葉が今,

蘇 ったような気がする。 この事は私達が助産婦

として妊産婦や母親の指導 ,管理をして行くな

かで多かれ少なかれ土台になってくると思 う。

子供を持 って感 じることは,助産婦になって良

か った,次代を担う子供達の第一声をド耳可けるし,

母親を始め家族の喜びや苦 しみを共にわかち合

い,将来をみつめて行くことができるというこ

とである。助産婦の役割は人間としての出発で

あり,終着だと思う。それだけに日頃の研鑽に

努めなければならないと思うが,最返は殆んど

が家庭分娩から施設分娩へと移り以前程,地域

との結びつきがないのは淋 しいことである。私

自身,開業医で分娩 し,快適な入院生活を過ご

す事ができたが,一つだけ気になることは妊産

婦への保健指導や入院中の看護が十分になされ
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ているかという事だ。産科看護婦,准看護婦 ,

見習い看護婦の現段階での開業医における役割

は無視できないし,彼女達なりに頑張っている

事は認めないわけにはいかない。 しかし,私達

助産婦の有資格者はそれで良いのであろうか。

地域に密着 した助産及び母子保健活動を業とす

る以上,今一度社会のエーズに応えるべ く必要

な所で必要な援助ができるように考慮していく

ことが,こ れからの私達助産婦の課題だと思わ

れ る。助産婦部会結成30年 の歩みの中で,地域

に於ける先輩方の業績をみつめつつ, これか ら

の助産婦は何を成すべきか共に考えたいと思う。

「這えば坐われ,坐われば立て,立てば歩めの

親心」娘達の成長と助産婦の躍進を願 ってやま

ない今日この頃である。

トビックス

脚 光 あ び る ラ マ ズ 法

一 那 覇 市 で 助 産 婦 研 修 会一

日本看護協会助産婦部会沖縄県支部 (許田英子支部長,会員 260人)は,昭和56年

度助産婦研究会を那覇看護学校第二看護学科で 15,16日 の 2日 間にわたって開いた。

今回のテーマは「出産準備教育を考える―ラマーズ法を通 して」で助産婦 140人が参

加 した。講師は賛育会病院助産婦学校専任教師の赤沢もとめさんと大矢真弓さん。

「昔は家にしゅうとめ等の先輩がいて,援助者になって くれたけれども,今はほと

んどが核家族でそういうわけにはいかない。両親が参加 して,夫婦がパー トナーにな

って出産に臨んでほしい」と許田支部長。

ラマーズ法とは, ソ連の大脳生理学者パブロフの条件反謝論に基づいて開発された

精神予防性無痛分娩で,呼吸法等を妊娠中から練習しておいて陣縮の波から波に立ち

向かい乗り越えていくサーフィンのような方法。

最近は産婦の側から「ラマーズ法で分娩 したい」との要望もあるが,県内ではラマ

ーズ法の分娩が可能なのは2,3の 病院だけ。産婦のニーズにこたえ得るプロとして助

産婦の役割は大きいという。同研修会はその後,17日 に八重山,18日 には宮古で行な

われる。

1981年 8月 17日 琉球新報誌 よ り
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開業助産婦への夢・マタニテイ・

コンサルタントと改称 して

私は学生の頃より,保健指導を主とした職業

に就きたいと考えていた。第一希望として保健

所勤務であったが,就職難の折 ,臨床の経験を

積むことがひいてはその道にプラスになると思

い,病院勤務をすることにした。以来,最初の

夢を実現 したく,日 々の臨床体験を受け止めて

きた。最近,益々充実 し納得のいく仕事をした

いと思うようになり,就職難であれば,開業助

産婦として,そ の夢を果そうかと模索 している

のである。

開業助産婦は,今や衰退の感があり,若い助

産婦が開業することなど,想像さえ してないよ

う:こ 思う。

私は病院 (特に混合病棟に於ては)に おける助

産婦は,充分にその仕事をする場面がないよう

に思え,外へ目を向けることにした。

助産婦は看護職の中で,ただひとつの明業が

許 されている魅力ある職種だと思う。

助産婦の仕事は,分娩介助が主なのだと考え

てはダメだと思うのである。

4～ 5年前,開業助産院か らナーシングヤンター

を開設 した桜井幸子先生が来沖された時,関心

があった。 しかし,今程に切実に開業助産婦と

して仕事をするということでなく,講演を聴 く

だけで終ったことは,残念なことであった。

桜井先生は,開業助産婦は大変な肉体労働で
,

自分自身の健康や将来の見通 しから,指導中心

の業務べ変えたという。看板も桜井ナーシング

センターとし,指導のみで活躍されていること

をマスコミ等でも耳にした。

やはり,分娩介助を助産婦ひとりにさせる時代

琉大医学部

附 属 病 院
仲 村 幸 子

は過ぎたと思うし,桜井先生の先見の目はすば

らしかったと思う。

私は病院で働 くこと以外の道を求め,本来の

開業することの特権を活か し,開業助産婦をマ

タニティ・ コンサルタントと改称 して,相談 ,

指導をすることを考えてみた。

現代助産婦研究会なるものがあることを聞き

私案を書いて,助言を受けたいと思い,手紙を

送 った。返事は桶谷そとみ先生か らであり,驚

きと共に大感激であった。

やはり,道は険 しいだろうが,助産婦業務を病

院以外で も見つけて欲 しいという内容に解 した。

しかし,開業したいと夢がおゝ くらむと同時に常

に不安もある。 というのは沖縄では指導 。相談

は無料でという感覚がある。だからお金のかか

る相談や指導を受けるなら周院へ,と いう具合

になるだろうと思 うのである。そこで,私は無

料相談を受けることで,勉強させてもらえると

いう気持で望みたいと思う。その相談のかたわ

ら,保健器具,物品,健康食品の販売をするの

である。健康保健事業団からの目録によると指

導のための教材 も多々あることを知った。自営

をするのだから収入も必要だが,第一には,自

分の したいと思っていたことができることの満

足感が得 られる,充実であろうと考えている。

開業助産婦を している東京の佐藤先生の《
損 し

て得をとれ"を心の支えに労をおしまない働き

を したいと思う。

皆様の御指導,御助言,御支援を心からお待

ちしています。
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私 の 体 験

パー トI…最も感動的だったお産

一般的に反復帝切の場合は選択的帝切が常で

あり,経 腔分娩できる (初めから経腔 を試みる)

とは考えた事がありませんでしたので手術予定

前に陣痛発来 し子宮口すでに 3指 , しかも夜間

という場面に遭遇 した時はどう対処すべきか困

つて tン まいまとッた。

時は草木も眠る丑三 っ時…この時間帯に産直

だから当然とは言え分娩以外の事で産直医をた

たき起こすのは気がひけるものです。 この場合も

結局は躊E著 したあげく示唆を仰 ぐ事にしました。

先生の返事は「そのまま経過観察のこと」どう

せ手術になるのだから早 く切 って欲 しいと訴え

る産婦を説得し励ましながら頭の片隅では朝まで

子宮収縮が強くならないようにと願いつつ……

しかし分娩はどんどん進行 し1時間後には怒責

感を訴えるようになり,子宮破裂が起るのではな

いかと不安になってきました。自信のなさから

産婦へは「下腹部は痛 くないですか,痛 くない

ですね」と何度も聞いてしまい,初め「大丈夫で

す」と答えていた産婦も「下腹だけが痛みます」

となんとも心細い返事に変わってきました。下

腹部の膨隆がわずかにみられる為導尿 してみま

したが軽減せず, もしや収縮輪ではと不安はつ

のるばかり (収縮輪なるものを実際に見た事は

ないのですがヽ)そ こへ突然「下腹部が痛い」

と産婦の大声, と同時にわずかに膨隆していた

部分が一瞬上方へ上っていくようにみえたので

す。びっくりして電話へ走 ってしまいました。

しか し先生は少 しもあわてず「大丈夫だと思い

ますよ〕との返事。泣きたい心境でしたが気を

沖縄赤十字病院

とりなおして産婦と一諸に短息呼吸を繰 り返 し

ました。それから30分程で分娩に至ったのです。

三度目の電話の頃にはすでに全開していたと思

われますが,冷静さに欠け,産婦の訴えと局部

の膨隆に或わされ,観察も不十分なまま,Drヘ

SOSを 求めてしまった自分が情けなくなりまし

た。分娩第 1期 は ドキ ドキ,ハ ラハラ, とヤヒ

ヤの連続でしたが,第 2期は経腟初産とは思えな

い経過で準備 (消毒)も十分出来ない程,Drも

間に合わない急速さでした。案ずるより生むが安

しとはまさにこのような事を言うのでしょう。

昼間陣痛発来という事態な らまちがいなく帝王

切開だったと産婦自身 も承知 しており,自 然分

娩出来るとは夢にも思 ってなかった訳ですから

分娩を終えた時の産婦の感激ぶ りは言葉では言

い尽 くせない感がありました。同様に私自身も

三度帝切既往のハイリスク妊閣 婦が自然分娩出

来た事への驚き,喜びは大きく比較的短時間で

はありましたが,ず っと産婦と共に過ごす事が

でき,ま さに産む側と助ける側が一体となって

大仕事を成 し遂げたという充是感で感激もひと

しおであった。

パー トⅡ…ドジな体験

分娩直前に頭位か ら骨盤位になり,又頭位に

なった…。そんなバカな/と 皆さん思いで しょ

う。そうなんです (全国的にはやりました)そ

んなことはあるはずないですよネ。 これ又神様

のいたずらならぬ胎児のいたずら…。 (な ぜか

当院に於いてのはやりことば……),

入院時は子宮口 2指,特に問題な しで申し継

がれたので,メ甲罠位だと思って経過を観ていた訳

東 江 三 枝 子
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ですが破水した為,も うそろそろ全F汗]だ ろうと

内診してみますと先進部がやわらかく,ア レ～

?頭の硬さじゃないぞ。会陰部を拡げてそ～と

みると殿部にみえるのです。頭位だと思い込ん

でいたのが突然骨盤位とわかった時の驚き…。

私 昭 盤位だと言われたことはないですか」

産婦「初めそうだ,っ たらしいですがなおってい

ると言われました」

:私「それがどうもなおっていないみたいですよ」

産婦「どうしましょう」……・と不安がる。

そこでDrへ電話…「頭位のつもりで経過をみて

いたのですがどうも骨盤位のようですδもう全

開 してますか らお願いします」……・と。

分娩準備を終え,もう一度会陰部を拡げて先進

部の状態をみますと,なんとなんと白濁した胎

胞の中で黒いものがチラチラとみえるではあり

ませんか。つまりまだ破水 してなく,ゆ るやか

な胎胞のせいで先程は胎脂のついた殿部とみま

ちがえてしまったようです。骨盤位だと産婦に

もDrに も宣言したのに, そうじゃないなんて。

さて産婦へは何と説明しょう。 Dr来 院時何

と言い訳 しょう∵。そこは皆さんで勝手に想像

して下さい。その日は一日中思い出しては吹き

出しておりました。

6年間の分娩介助例数 481例 …他にも印象深

いお産は数多くあります。そして又これからも

多くの妊産婦との出逢い,分娩介助をとおして,

人間として助産婦として成長していきたいと思

っております。仲間の皆さん今後 ともよるしく

お願いします。

0

疹
―
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新 就 職 を 記 し て

昨年 4月 に就職 して,早 くも 1年が過ぎまし

た。今おゝり返ってみると,就 職 した月の lヵ

月間は,学生気分からの転換と,仕事に慣れる

ことに頭がいっぱいで,他に余裕がありません

でした。

学生の頃の実習というのは,受け持ち患者制

で,受持ち患者だけを看護すればよかったので

すが,就職してからというのは,入院患者すべ

てを看なければなりません。やっと,患者把握

ができ,看護を展開 しようと思 う頃には,退院

が日前だったりで,なかなかうまくいきません

でしたっ

一月間日勤が続き,仕事をこなせるようにな

ったかと思うと,次の月からは夜勤が始 りまし

た。そのような毎日,先輩ナースのしゃきしゃ

きと看護 している姿は, うらやましい限りでし

中部病院  与 儀 れい子

た。また,仕事が終わると同事に,疲れがどっ

とおしよせてくる毎日でもありました。

その 1年間の中で,最 も印象深いことは看護

研究でした。私たちの行なった研究は,精神的

春護で,一患者を症伊llと し,研究をすすめてい

きました。看護の中で最もむつか しいと言われ

ているのが,精神的看護です。ですから,多種

多様の意見がありました。

看護計画及び,看護実践する上では,主治医,

看護婦スタッフ, 家族の協力を得ました。

その研究をしていく中で,患者のもつ問題点

を皆で考え,対応 していくチームヮークは,私

にはたいへんすばらしく思えました。

1年が過ぎ,ま た新 しい看護婦が就職してきま

す。その方々の気力に負けないよう,いつでも

新鮮な気持ちで,看護 していきたいと思います。
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夫が参加 した分娩を経験 して

名護病院  友 寄 幸 子

はじめに

今回,妊娠,分娩,育児へと強い関心を示す

一夫婦の夫が参加 した分娩に突発的に出合いま

した。状況に応 じて行った看護及び分娩経過と

夫婦の手記を含めて報告 し,皆様の御批判をあ

おぎたいと思います、

1.分娩に立ち合 った夫婦の動機

<夫の場合>

第一に我が子の誕生を見たかったということ,

そしてすこしでもそばに居ることで妻が心強く

思ってくれたらと。分娩の立ちあいは妊娠 した

頃から考えていました。

<妻の場合>

夫の一方的な意見ではなく,妊娠とわかったi

時に赤ちゃんの教育 etcについて話 したら米国

での夫立ち合いの分娩が話題になり, もし病院

側の許可が出たら立ち合うということを決めて

いました。

病院によっては細菌感染の面で許可しない事

もあると本に書かれてあったので, ことわられ

たらどうしょうかと心配でした。私は苦 しい所

を見てもらうという気持ちではなく,母子共に安

全で,そ して 2人の赤ちゃんが生まれるところ

を見守っていて欲 しいと希望 します。

26才 :高卒

家事 (妊娠前美容師)

24才

夫と2人暮 し

市内 2階 アパー ト住まい。

なし

既 往 妊 娠・分娩歴 :OttO産

夫  :26才 :建設業 (監督)

3.妊娠経過

最 終 月 経 :昭和55年 5月 25日 ～ 5日 間

分娩予定日 :昭和56年 3月 1日

胎 動 自 覚 :昭和55年 9月 30日 (1壬娠憾週頃)

外来保健指導 :未受講

母 親 学 級 :未受講

妊娠中魃強した本

①はじめての赤ちゃん―育児に自信がつく,

著者,今村栄― (主婦と生活社 )

②新編「妊娠,お産百科」著者,医学博士尾

島信夫 (主婦の友社)

<妊娠 6週>
つわりで10日 外来通院 し毎日 1本の輸液施行

される。

<妊娠22週>
ヘモグロビン値 lD.59/Jι にて鉄剤内服処方さ

れるも悪心あり内服中止となる。

<妊娠28週>

骨盤位で膝胸位後,頭位となる。

4.分娩経過

15°  : 10′ :入院時所見

主   訴 :規則陣痛

陣 痛 開 始 :3月 15日 6時 0分

陣 痛 状 況 :発作30～ 40秒,間歌 2～ 3分

血性分泌物 :3月 15日 15時 40分

破水なし

内診所見

子宮国開大度 :6て ,11

展 退 度 :80%,口 唇位固 :中央

介紹

令

業

婚

成

居

歴

翻
　
　
　
　
　
跡
　
　
往

２
．
年

職

結

家

住

既
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先 進 部 :頭位,下降度 -3

ピショツプスコア :8点 ,破水なし,胎胞形成

あり。

腹部所見

子 宮 底 :31 clれ

腹   囲 :91例

胎 位 胎 向 :第 2頭位

児 心 音 :152/分

推 定 体 重 :2,8009

-般 所 見 :異常なし

15° :45′ 産婦分娩衣に更衣させ内診合へ上げ

る。内診所見把握 し,半剃毛,石けん浣腸施行 ,

産婦 トイレヘいく

15± 55′ :夫が陣痛室前に居る。

分娩進行状態を説明し,約 3～ 4時間では分娩

になることをつげ,産婦が面会を希望する時連

絡しますと陣痛室の外で待期させる。

16° :00:産婦とコミニケーションをとる。

問診,バイタルサインのチエック,児心音のチ

エック,諸測定, ナースコールの使い方 ,l皮水

時の注意,怒責の仕方及び短息呼吸の練習,確

認を行う。

16° :15′ :陣痛発作時産婦が苦 しそうに顔を

ゆがめる。「はい陣痛がきましたらお腹をおゝく

らますように大きく深呼吸 します。」と一緒に

行う。産婦が一生けんめいまねをする。上手で

ある。「こぅするとも っと痛みが柔ざませんか。J

と産婦の両手をお腹にそえ呼吸に合わせて腹部

のマッサージを実施する。産婦か「楽になりま

すね。」と笑顔をみせた。

16° :20′ 看護詰所にて記録を行う。

16° :25′ ナースコールあり,産婦が「破水し

たみたいです。」と訴える。「そうですか。」

と児心音をチエックする。腹部に手を当てる。

陣痛発作40秒である。「陣痛強くなってきまし

たね。」ときくと「はい 2分毎にありまJoJ
と答える。「進行 しているかも知れません,内

診 しましょうね。Jと 内診を行う。子宮口80

c■ 開大,展退80%,児頭下降度 -1,羊 水混だ

くなし,便意伴い陣痛発作時怒責軽度にみられ

る。破水があり会陰の伸展性より分娩が早 くな

ることが予測される。産婦に内診所見を説明し
,

「あと 1～ 2時間ではお産になります。楽な時

期に分娩室へ移りましょうね。」と分娩室へ案

内する。排尿も促 し排尿後,分娩合へ移床する。

16° :45′ :子宮口 9,O cl,開 大,展退90%, 児

頭下降度-0.5,陣 痛発作40秒,間歌 2～ 3分
,

内診所見説明後「あと一息です,陣痛発作時我

慢できない怒責感が来ましたらナースコールを

おして下さい。」と分娩室を離れようとすると

すると同時に産婦が「看護婦さん行かないで ,

離れないで」と訴う。腰部マッサージをしなが

ら「大丈夫ですよ。すぐもどります。」と説明

し分娩室を出る。

17° :00:ナ ースコールあり,怒責感を訴え

る。子宮口 9 5 cπ ,展退95%,児頭下降度± 0,

内診所見を説明 し,「 もう少 しですね。御主人

呼びましようか。」ときくと,産婦は「いいえ ,

生まれる時でいいです。Jと 答える。

17° :10′ :怒責感あり,便意訴 う。児頭が下

降し,肛 門を圧迫するため便意が起こることを

説明する。内診所見変りわなく排便少量あり。

「もうすぐですね,頑張りましょうね。」と声

をかける。

17° :20ア 三怒責持続 :子宮画全開大「 もうお

産になりますj準備 しましょうね。」と外陰部

消毒,導尿を施行する。手洗い前に「御主人呼

びましょうね。」ときくと「はい」という返事

があり,す ぐ連絡をとった。「中へどうぞ」と

いうと心配そうな顔つきで無言ではいり,分娩

台の産婦の右サイドにきて「頑張れよ」と励ま

している様子。夫の顔はやや紅潮気味。スタッ

フの 1人がマスクとガウンをつけさせている。

準備完了で怒責を開始する。上手である。こち
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らの指示どおりに呼吸を合わせている。児の頭

髪がみえる。

排臨

17° :42′ :発露, と同時にスタッフの 1人が

夫を手招いた。

17° :43′ :正中切開Ⅱ
C自

然分娩で女児娩出 ,

アプガースコア 9点。外表奇形なし,体重 2620

9。 出生と同時に夫,児の娩出状況をみる。生

まれると同時に産婦にかけより,「 よくやった」

と頭をかかえる。「 OOさ ん女の子ですよ。」

とみせると,産婦の「ワアー」という感激の声

がもれる。うれしそうである。児を新生児室の

ナースヘ渡す。と夫が「どこへ連れていきます力」

とたずねた。「赤ちゃんは新生児室へいき,12

時間保育器に入いります。その後コットに移さ

れます。新生児室の外からみえますよ。Jと答

えた。

17° :45′ :自 然 シュルチエ式にて胎盤娩出,

会陰の縫合に入ると,夫は産婦に「赤ちゃん
,

みてこようね。」といって分娩室を出た。

5.考案及び反省

分娩時夫を立ちあわせる例は当院においては

まれである。今回突発的に出合 ったケースに対

して夫婦が満たされた気持で分娩を終える様に

……という気持で分娩の経過観察を行 った。

未熟な私の脳裏にあるのは夫をどの時期に陣

痛室又は分娩室へ入室させるか
'と いうタイミン

グでそれは産婦の状況に応 じて行おうと思 った。

実際,陣痛室及び分娩室への入室の判断を産婦

の要望と状況に応 じて行なった。結果的には夫

は陣痛室へは入室せず分娩第 2期からの参加と

なった。このような分娩経過中,夫が参加 した

分娩に対する両者の感想は/

夫の場合

最初)陣痛室へ入いられず変だと思 った。分

娩を終えた今は分娩の参加時期等,よ かった。

最初から付きそったものならお互いにどうして

いいのかとまどったと思います。妻のために何

か してやれるだろうかと不安でしたが分娩が進

むにつれ気も落ちつき,と にか く見守ってあげ

よう,妻と子をしっかり見届けてあげようと思

っていました。やはりのぼせてしまいましたが

助産婦さんが励まし無事すんだときはホッとし

ました。これから家族の一員となる赤ちゃんを

2人で迎えてとてもうれ しかった。以前は分娩

立ちあいに対 してタブーをおかしているんじゃ

ないかと思 ったりもしましたが,今は堂々とよ

かったといえます。これから父親になられる方

に進めたいと思っています。

妻の場合

陣痛室での待期が一番きつかった。助産婦さ

んの腰部,腹部のマッサージはとてもよく,陣

痛の痛みも柔 らぐ様だ った。陣痛室から夫が一

緒なら甘える気持が出てきたと思います。最後

の段階で一緒にお産を迎える様な運びはよかっ

た。 夫の励 ま しで一緒 に赤ちゃんを迎えると

思うと頑張れました。怒責の段階で一番頑張り

ができたと思います。又助産婦さんのお落ちつ

いた態度に安心 しました。………ということで

あった。

両者の感想を聞き終えて,今回夫の分娩参加

は分娩第 H期からでしたが,入院と同時に,陣

痛からの夫の参加でよかったと思いました。分

娩経過の中で夫参加の分娩でありながら分娩第

I期での夫とのコミニケーシ ヨンが充分でない

ことに気づきました。このことは産婦につきっ

きりの状態であったということで問題を片づけ

てしまうのではなく,産婦の状況及び分娩経過

を細かく夫に説明する時間も多くもつべきでしオЪ

産婦のケアーに対 しては分娩進行が早かった

為もあり,つ きっきりになりすぎ甘えがでたと

ころもありました。「助産婦さん離れないで…

…,行かないで……等です。その時点ではこち

らの説明におちつきましたが不安を伴った言動
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ですので夫を入室させるべきでした。

分娩室ではスタッフの協力で夫にマスク,ガ

ウンを着てもらいました。叉児の娩出状況もス

タッフの指示で夫は見学できました。

何の話 し合いももたれずに望んだ分娩であり

ましたがスムーズに夫婦共に満たされた気持で

分娩を終了したのはスタッフの協力があればこ

そでした。

6.ま とめ

今回,夫参加の分娩を経験 し反省させられる

ところは多々ありましたが,夫婦が満たされた

気持で分娩を終了したことは喜ばしいことでした。

ある雑誌の中で約80%の 産婦が夫の付添いで

安心感が得 られ, 5人 に 4人は夫が側にいるこ

とを願っている。又40%2人に 1人の割合いに

近い数の夫達が妻の分娩に立ち合うことを希望

しているとありました。このことから多くの夫

婦が夫の分娩参加に対 して感心はあっても実際

までもっていくという例は少ないようです。

夫の分娩参加は施設の方針でも異なりますが

夫婦の強い要望であればある程度 うけ入れられ

ると思います。この夫婦のように多くの夫婦が

一緒に分娩に参加するという気持を強 くもち積

極的に夫が分娩に参加 してはしいと思いました。

私達は児の誕生という大きな感動の場面を,と

もすれば職業的な冷静さで分娩に接 しがちと思

います。

今日夫立ちあいの分娩を経験 し,言い表わす

ことができないほど大きく感激 しました。

0
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