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思春期問題事例と母性看護の今・日的課題

松田ひとみ

　Problems　relating　to　adolescent　girls　from

the　perspective　of　maternal　and　child　nursing．

Hitolni　Matsuda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　It　is　ilnpQrtant　for　the　adolescellts　to　nlake　helathy　developlnellt　Ilot　only　physically　alld

mellta11y　but　socially．

　　Ihad　experiences　in　care　for　adolescellt　girls　with　sexual　problems．

　　This　is　to　report　details　of　our　nursillg　care　for　theln，　professional　midwives　support　in

particular．

　　The　midwife　plays　a　role　ill　supporting　of　womell　ill　Japan．　However，　recently　accordillg

to　the　declinillg　birth　rate　there　is　a　risゼMidwives　are　Ilot　necessary”，

　　It　must　be　established　again，　what　is　the　esseslltial　alユd　what　is　the　true　function　of

mldwives　in　the　near　future．

1．はじめに

　1974（昭和49）年以来，我が国では出生率が

低下し，その影響のためか助産婦不要論が囁か

れている。しかし，世界の諸状況を見るとAIDS

に代表される性行為感染症の増加，人口政策の

必要性など助産婦が真剣に取り組まなければな

らない重要な課題が山積している。日本におい

てはこれらに加えて現代の世相を反映した家族

関係・母子関係のひずみとして，家族内性愛・

人工妊娠中絶・若年性子宮頸部癌などの思春期

を襲う問題が生じている。この問題を解決する

ためには助産婦の専門的な介入が期待されてい

ると考えられる。

　それでは，助産婦の専門性とは具体的にどの

ようなことをいうのであろうか。

　助産婦の専門性と存在意義を探るために，第

一に現在の助産婦の専門性を拡大・発展させた

と思われる時期である昭和40年代の教育課程

の改訂をとりあげる。第二に身近な思春期問題

事例を紹介し，教育改訂の主旨に基づき助産婦

としての視点からのアプローチの可能性を検討

したい。

11．助産婦教育課程の変遷

　昭和46年に助産婦教育課程が一部改訂され

たが，その前の昭和42年に看護の基礎教育3年

課程の看護婦教育内容が抜本的に改訂された。

北海道大学医療技術短期大学部看護学科

Departlnellt　of　Nursing，　College　of　Medical　Techllology，　Hokkaido　U11｛versity
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表1　直達の助産婦学校教育課程（昭和46年以降の旧カリキュラム）

修業期間6ヵ月の場合 修業期間1年の場合

科　　　　目 議義（演習
�ﾜむ）

実　習 計
議義（演習
�ﾜむ）

実　習 計

母子保健概論 15時間 時間 15時間 15時間 時閲 15時間

母子保健医学 60 60 90 90

助　　　産　　　論 105 135 240 105 330

助産業務管理 15 45 60 30 225 210

母子保健管理 105 120 225 120 180 345

地域母子保健 45 60 105 45 225 135

家族社会学 15 15 30 90 30

計 360 360 720 435 720 1，ユ55

　　　　　　　　刈レ

日本の助産婦学校教育課程（新カリキュラム）

修業期問6ヵ月の場合 修業時間1年の場合

科　　　　目 議義（演習
�ﾜむ）

実　習 計
議義（演習
�ﾜむ）

実　習 計

助産学概論 15時間 時問 15時間 30時間 時間 30時間

生殖の形態、機能 45 45 75 75

栂性の心理、社会学 45 45 60 60

乳幼児の成長、発達 15 15 30 30

助産診断学 105 120

助産技術学 105
）270 ）480

120
）450 ）690

地域母子保健 15 45 60 30 90 120

助産業務管理 15 45 60 　　30
､究60

45 135

計 360 360 720 555 585 1，140

　昭和42年の3年課程の看護婦教育内容の改

訂では，専門教育課程として，従来の診療科別，

疾患別の教育内容でよいのかという問題提起が

あったω。その結果，看護学関係については，新

しい観点から「看護学総論」「母性看護学」「小

児看護学」「成人看護学」の4つの部門に整理統

合されることとなった。中でも，母性看護学に

ついては，助産婦教育につながるものとして

我々の注目するところだが，昭和40年に母子保

健法が単独立法されたこともあり，母子保健の

理念が広く捉えられるようになった。そこで，

母性看護学のなかの「母性保健」についての基

本的な考え方はこれまでの母性では妊娠，分娩，

産褥期間を対象とされていたものを，思春期以

降老年期までの女性一般を含め，母性となりう

る女性というものを幅広くとりあげられること

とされた。

　一方，その後昭和46年の助産婦教育の改訂に

おいては，医療の進歩に対応して助産婦の職能

権限の拡充が図られることが望ましいとして，

それに適応した教育内容が規定された。その背

景には，施設内分娩の急増や核家族化・婦入労

働者の増加という社会的な状況の変化というこ

ともあり，また，母子保健法の制定もあって，

「助産婦は妊産婦に関する施設内外の業務のみ

ならず，広く思春期から更年期に至る婦人を対

象とした広義の母子保健指導や衛生教育を行な

うことも業務とする専門職と考えるべきであ

る」と実質的な業務の拡大がめざされたのであ

る。そして教育は「単に分娩の現象を捉えるだ
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表2　事例紹介〈その1＞

Mさん　27才　女性　既婚

職　　　業：加工場の職員

診　断　名：子宮頚癌1b期

主訴：性交時出血（一）
　　　　（妊娠中のため悪心、嘔気あり）

入院月日：昭和61年10月20日

入院迄の経過　表1参照

既　往歴：なし

配　偶　者：4ユ才　配管工

結 女昏：日置禾「156年

　患者　22才

　夫35才（再婚）
最終学歴：高校中退（両親が離婚し、母と同

居。経済的理由で働くことになった

ため）

性格特性等：自分の聞きたいことは積極的に質

問する

けでなく」ということや，「広く母性の健康と福

祉や家族の幸福を促進するための母子保健学と

いう学問体系の確立を志向して行なわれるべき

である」として，（表1）に示されている科目が

定められた。

　看護の基礎教育課程のカリキュラムの改訂に

ついて，特に母性看護学の存在については当時

の「看護教育」「助産婦雑誌」などでとりあげら

れたものをみると，助産婦たちの反応として必

ずしも肯定的なものばかりではなかった。これ

は，助産婦教育が看護教育と分離されて検討さ

れていたための不安であったとも述べられてい

る。このように，基礎教育課程の母性看護学に

は強い関心が寄せられていたが，その後に改正

された助産婦教育とつながって，いまでは母性

看護は看護研究の動向をみても，着実に歩みつ

づけているといってもよいのではないかと思わ

れる。

IIL事例紹介

次の2事例は，看護学のカテゴリー別でいく

と，成人看護学である。しかし，昭和40年代以

来の母性看護の歩みとして，助産婦の対象が母

性の生涯に渡って幅広く捉えることが確認され

ていることから，助産婦の専門的な判断により，

その方針でケアを具体的に展開できたケースで

ある。

　＜事例その1＞

　婦人科病棟での事例である。当時はこの婦人

科疾患の看護を母性看護学に入れるか，成人看

護学にするか検討された経緯もあるが，結局は

成人看護学で扱われることとなった。

　事例は子宮頸部癌lb期の22才の結婚した

ばかりの患者Mさん。（表2）

　Mさんは17才で高校を中退した時期から4

回妊娠をしたが，いずれも事情があり人工妊娠

中絶をしている。未産婦であるMさんは今回は

「是非子供を生んで育てたい」という希望を

もっていた。結局，円錐切除術後の病理検査の

結果，Mさん夫婦の希望どうり妊娠，出産を成

功させてから子宮広汎全摘術をするということ

となった。したがってMさんに対しては正常に

妊娠期を経過させ，分娩に導くことが重要であ

る。分娩後は子宮を切除するということで喪失

の体験を余儀なくされるMさんであるから，こ

の経過全体を通して，これはまさに母性看護の

対象である。

　そして，さらには，助産婦としてその専門性

のある考え方で注目したいことは，このMさん

の人工妊娠中絶歴である（表3）。つまり，Mさ

んはどのように思春期を過ごしてきたかという

こと。表3のようにMさんが最初に妊娠をし人

工妊娠中絶をした時期は両親の不和・そして離

婚，その後母親に引き取られたMさんは経済的

な事情もあり高校を中退するというように，い

ろいろなことが思春期のMさんの上に重くのし

掛かってきた時期であった。このような経過が，

Mさんの場合，若年性子宮頸部癌の発生原因へ

と関連していくこととなる。現実に，衛生統計

上，離婚率や人工妊娠中絶が増加している状況
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表3　入院迄の経過（昭和61年）

9月5日　妊娠悪阻のため近医受診癌検診をす

　　　　すめられた。

　　　　パップスメアクラスWと診断

10月4日　バイオプシの結果、癌の疑いあり。

　　　　精査治療の必要あり北大紹介される。

10月15日　北大受診

10月20日　北大入院

既住歴：な　　し

産科歴二妊娠4回　17才～人工妊娠中絶＊

　　　　　　　　22才～自然流産

　　　　　　　　25才～入工妊娠中絶

　　　　　　　　27才～今回

　　　　分娩0回
性交渉歴：16才の後半から3人以上の相手

＊夫は知らないので、秘密にしてほしい、とい

う希望あり。

表4　事例紹介〈その2＞

Yさん

病

入院時視力：右

退院時視力：右

49才　女性

名：（両）ブドウ膜炎、続発性緑内障

　｛井発白内障

　てんかん、軽度精神薄弱

　　　眼前手動弁（矯正不能）

　左眼前手動弁（矯正不能）

　　　0．0ユ（0．02）

　左0．01（0．03）

入院期間：平成2年1瑚～平成3年3月4日

家族背景：夫52才軽度精神薄弱

　　　　　娘（Kさん）未婚　無職

　　　　　孫（Kさんの子供）二人、

　　　　　12才と7才（共に精薄児〉

をみると，Mさんだけの問題ではない。

　＜事例その2＞

　事例その2は成人看護学の領域の眼科病棟で

出会った事例。この患者は49才の軽度精薄のご

婦人，Yさんである（表4）。ブドウ膜炎，続発

緑内障，併発白内障のため入院，矯正不能であっ

た視力が，手術後には矯正で右0，02左0．03ま

で回復した。退院にさいしては，どこに退院す

るかということが問題であった。Yさんは自宅

に帰って孫とも自由に会いたいという強い：希望

があった。しかし，当然のことながら安全に生

活できるかということや，家族背景を考慮した

サポートシステムを検討した。このYさんは既

婚であるが，夫もまた精薄であり，Yさんより

もやや重症な状態だった。それでも家庭内での

生活を維持することはこの夫によって可能だっ

た。一番問題になったのは，Yさんの治療の継

続ということであった。それは毎日確実に点眼

をすることや定期的に受診をすることなどであ

る。

　そこで頼りにされたのが，Yさんのひとり娘

である26：才のKさんであった。看護チームはK

　　　　　　　　サボ　トシステム
さんを主軸にした支援体制を整備するように計

画をたてた。その場に学生実習の指導者として

参加していた私も意見を述べさせてもらった。

このYさんの娘であるKさんの成育歴にスポッ

トをあてると，Kさんは精薄の両親の実子です

が，普通学級で小学校，中学校と義務教育を終

えていた。その意味では生活に必要な判断を委

ねることは可能である。しかし，このKさんは，

思春期の14才の時に性被害にあって，未婚の状

態で出産していた。Kさんは，精薄の両親から

も，周辺の良識ある大人からも思春期を守って

もらうことができなかった。そのようなKさん

は，その後も婚姻関係のない状態で二人目の子

供も出産していた。この子供達はふたりとも精

薄で毎日施設に通っている。Kさんは生活保護

を受けて生活をしていたが，毎日この子供達（12

才と8才の男のお子さん）の世話に明け暮れて

いた。

W・考 察

　〈事例その1について＞

　10代の頸癌報告について，我が国では今日若

年性子宮頸癌発生率は欧米に近づき増加してい

るといわれている（表5）。そこで婦人科治療に
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表5　本邦における10歳代頚癌報告例

報告者 報告年 年齢 結婚 妊一婦 Stage 組　織　診　断 治　　療　　法 予　　　　　後

1．上　坂 1929 18 既 2－1
？ 未熟型編平上皮癌 放　　射　　線 軽快退院

2．上　坂 1929 19 既 1－1
？ 半成熟型編平上皮癌 広　汎　全　線 軽快退院

3．木村ら 1934 18 未 0 ？ 編平上皮癌一部頚癌 放　　射　　線 中途退院

4．矢　島 1936 18 未 0 ？ 充実性癌腺 広　汎　全　線 2年後健在

5．守屋ら 1954 18 未 0 In？ 腺　癌 放　　射　　線 10ヵ月後再発

6．村　岡 1958 ユ5 未 0 1 腺　癌 広汎全線、放射線 3ヵ月後再発

7．村山ら 1965 16 未 0 1 未熟型編平上皮癌 広汎全線、放射線 3ヵ月後再発

8．工藤ら 1970 16 未 0 置n 未分化型腺癌 放　　射　　線 4ヵ月後再発

9．河村ら 1980 19 既 2－0 mb 分化三編平上皮癌 広汎全線、放射線 1年2ヵ月後死亡

10．酒井ら 1982 17 未 0 lb 分化型腺癌 広　汎　全　線 1年後健在

ユ1．本症例 1984 19 既 0 mb 分化型編平上皮癌 広汎全線、放射線 1年llヵ月後健在

おける今日的課題は特に若年婦人への子宮温存

ということになるが，助産婦が本腰を入れて取

り組まなければならない領域であると考える。

なぜなら，この疾患の発生原因は，子宮頸管の

未熟な17才以下の女性が性交渉を行なうこと

であるという報告（4）もあり，そのことから思春

期の性教育の問題との関連性も大きいというこ

とや，出生率が低下している日本にとって，ま

さによい子を産み育てていく年代を直撃する疾

患であることから，国家的レベルでの対応も必

要とされてくると思われるからである。若年性

子宮頸癌の定義は必ずしも明確でないが，本邦

では一般的には29才以下の子宮頸癌をさして

いる。そこで考えなけれならないことは，もう

ひとつ，老人保健法に基づく30才以上を対象と

した子宮癌検診でよいのかということである。

つまり，老人保健法の趣旨は，老人の健康は壮

年期からという考え方であるが，これでは，若

年性子宮頸部癌を早期に発見する，あるいは事

前に啓蒙的にかかわるというような具体的な施

策には程遠いからである。このように，Mさん

の事例は思春期の危機をどのように支えるか，

ささえる重要性があるかということを如実に教

えてくれている。　それと同時に，時代に対応

する助産婦としては，このような事例との出会

いを契機として，社会的にも発言をしていかな

　　　　　　　　　　　　　（河村らの報告引用）
　　　　　　　　酒井らほか、産婦人科、51、1984

ければならないということを示唆してくれてい

る。

　＜事例その2について＞

　Kさんは精薄の両親に育てられ，思春期には

性被害により出産した。このような生育歴をも

つKさんに対して，精薄で視力障害のある親の

面倒をみるというような，負荷をかけてもよい

ものだろうか。サポートシステムの主力として

設定してもよいものだろうか。眼科で入院し治

療を受けていた患者さんは視力障害のあるYさ

んであるが，Yさんを退院させるに当たって一

番配慮しなければならない相手は，娘のKさん

であった。26才のKさんの今後の結婚や就職な

どの可能性のある女性としての入生であった。

いろいろな話し合いの結果，地域の保健婦，民

生委員，それまでは疎遠にしていたYさんの兄

弟などと連絡をとり少なくとも治療の継続だけ

はできるようになった。

　今，福祉の・考え方として！990年福祉関係八才

位改正されたことにより，ノーマリゼーション

の理念が普及しつつある。障害者もできるだけ

地域で普通に暮すという考え方である。このK

さん・Yさんのような事例を通じていえること

は，障害者にとって安全に暮すということも大

変重要なことだが，障害者やその家族の人権を

保障することが確認されていなければならな
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い。そして，精薄者から生まれた子供であるK

さんのように，いわゆる常に人権を脅かされる

可能性がある母性に対して，最低限，思春期を

性被害から守れるようにしたい。さらに，助産

婦は，障害ゆえに親として娘に教えられなかっ

たところ（特に娘の成長に伴う心身の変化を暖

かく見守り，大切に育み導くというようなデリ

ケートな部分）を補っていく活動をしなければ

ならない。

　以上のように，この二つの事例をみると，日

本の学校教育の問題も含めて，思春期に注目し

た助産婦によるケアが必要な時代であるといえ

る。また，重大な問題として考えたいことは，

我々助産婦が活動する場面は圧倒的に診療科別

になった施設内が多く，とりわけ産科場面が多

いことである。その点では，助産婦の専門的な

ケアが必要な対象に出会うチャンスが限局され

ているという問題がある。この問題を是正する

ために，たとえば，施設内にあっても従来の思

春期外来，更年期外来ということだけではなく，

助産婦が担当する女性外来のようなものを設け

ることを提出したい。
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（3）岸　英子　他，助産学教育における研究教育体

　　制の実態と改善策，看護教育，30（2）：70－81，

　　！989

（4）　Ptokin，1．　D．：Adolescellt　coitus　and　cervical

　　cal／cer．　Callcer　Res，27；603－617，1967

（5）　Pollack，　R，　S．　and　Taylor，　H．　C，：Carcil／oma

　　of　the　cervix　durillg　the　first　two　decades　of

　　Iife，　Am．　J．　Obstet．　Gynecol，53：1351947

（6）松田　ひとみ他，若年性子宮頸部癌患者の看

　　護，北海道看護教育研究会会報　17－23，1989

（7）森山　幹夫，社会福祉基盤整備の為の「福祉入

　　法」改正：，厚生の指標，37（10），1990

（8）佐藤　進，地域社会生活援助のシステム発達障

　　害研究，13（1）：1－10，1991

V．おわりに

　昭和46年以降，平成に入ってまた助産婦教育

のカリキュラムが改訂された。このカリキュラ

ムの改正の基本方針として「人間の生涯を通し

ての生殖や性に関する専門職としての助産婦の

立場を明らかにした」とある。この方針に基づ

き，今後はさらに助産婦は活動領域を広げて実

績を積み上げ，社会のニーズに応えていくべき

ではないかと考える。
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