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今回は、本校卒業生の助産師さんから産科
についてのお話を伺いました。以下は生徒
の感想です。 

今回の講義で助産師さんの話を聞きました。 
助産師さんは、医者のように帝王切開の指示な
どができないことを知りました。お産をすると
きは助産師さんだけで行って助産師さんが指示
を出すと思っていました。だから、今回学ぶこ
とが出来て良かったです。そして、助産師さん
は出産をさせてあげるのではなく、出産の手助
けをする役割だと知りました。出産を終えたら
産後鬱になってしまう人が多く、、子どもの虐
待、子どもを殺してしまうなど、とても悲しい
ことが多く起こっているのでそれを少なくして
いくことができればらいいと思いました。 
子どもには、全て助けてあげる、すぐになんで
も危ないからしてはいけないなど、手助けをし
てしまうことが多いです。しかし、それだと子
どもはなかなか成長しないので、怪我をしな
い程度に見守るなどが大切だと思いました。 
今回の話では、助産師さんの話でしたが、私
は将来保育士になりたいので、子どもに関わ
る話について聞けてとても良かったです。助産
師さんの仕事で知らなかったことを沢山聞け
てとても良かったです。 

助産師の人の講義を聞いて助産師として大切
なことだけでなく、対人関係職に就く上で大
切なことも学ぶことができました。それに加
え、人の身体の凄さや命の誕生の凄さを知る
ことができました。人は何をするにも1人で行
う事は難しく、周りからの助けや信頼がある
ことによって生きていけるのだと思いました。 
妊娠、出産の辛さや楽しさは実際に経験した
人にしか分からないですが、全員が楽しい出 

産をすることができるわけではない事を知り
ました。病院の対応によって、本当ならば楽
しく幸せを感じられる出産に出来たはずの人
でも帝王切開になってしまったり、吸引分娩
になってしまったりして自分自身の力で出産
することができない人がいる事を知りまし
た。出産後も手厚いケアを受けることができ
ず、その先の子育てに前向きになれなかった
り不安な気持ちのままきなってしまうことが
あると思いました。その結果、子どもへの暴
力や十分に愛情を注ぐことができず育児放棄
などが起こってしまってるのだと思います。
その問題を解決するには病院で教えてもらう
時間を作ることや母親学級で必要な事をきち
んと教えてもらう必要があると思いました。
将来、自分も妊娠し出産するかもしれないか
ら今からでも知識を付け、楽しく幸せなもの
にできるようにしたいと思いました。 

今回は助産師の方からお話を聞きました。私
が考える助産師は、出産時の手伝いや母子の
ケアだと思っていました。しかし、お話では
助産師は、産む力、生まれる力、成長する力
を引き出し、高めることが仕事と聞きまし
た。助産師は、産ませてあげる人ではなく
て、あくまでもサポートなんだと思いまし
た。そして、もっと自分が産むという気持ち
が大切なのではないかと考えます。お話でも
あったように、出産や育児のための知識を自
分から調べることで、その気持ちは高まると
思います。自分から知ろうとすることで、出
産時や育児の不安も少しは薄れるのではない
かと考えます。 
また、お話の中で出産は自己選択とありまし
た。産むという選択も自己選択だし、育てる 
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という選択も自己選択。しかし、すぐに決め
られることではないと思います。そこで、助
産師さんからのサポートを受ける必要があり
ます。助産師さんの中にも、出産を経験した
ことがある方もいると思います。そういう人
から、経験談を聞くことも、助産師のサポー
トに含まれると思います。自分が産むという
選択をサポートするのも助産師の仕事だと広
まることが大切だと思いました。 

今回は助産師さんの話を聞きました。助産師
とは投薬や手術、医療行為は行わず、自然な
妊娠・出産、産後のケアを行う専門職だと知
りました。 
 ｢わたしの助産師｣という歌を聞き、私は子ど
もが可愛いや、子どものことではなく、お母
さんになったとき、初めて経験することや、
大変なこと、不安なことがあるけどそれ以上
に命の大切さを知り、自分の赤ちゃんに出会
える喜びが大きいことをこの歌から分かりま
した。 
実際に助産師として、出産に立ち会ったとき
に病院のマニュアル対応であったり、お医者
さんは産まれてくるのが遅いと、待たずにメ
スを入れたり、生まれる時にしか来なかった
り、という現状を知り、私も違和感を覚えま
した。もし自分が出産するときにこのような
対応をされたらと考えると不安でしかありま
せん。お医者さんには出産だけが仕事でない
ことや、出産を数多く経験してきて、慣れが
あることから生まれる問題なのではないかと
思います。 
出産という初めての経験で、痛さへの恐怖
と、どうなってしまうのかという不安がある
のはあたりまえだと思います。しかし、助産
師さんなどがいても、周りに頼れる人がいる
ことを知らない人や、自分の身体や心を知ら
ず、身体がついていかない人がほとんどで、サ
ポートを受けれていないからだと思います。
お話でもあったように、妊娠する前にサポー 

トを受けるということが私も大事なことだと
思います。サポートを受けることで、何事も自
分の力でしてみようという思いになったり、
自分で調べ、知った上だと、誰もが安心と赤
ちゃんに出会えるという喜びを持って、出産
することができると思います。 
私は保育士になりたいという夢があり、子ど
もだけでなく、お母さんのサポートもし、誰
もが笑顔で幸せになれるようにしたいという
思いがあります。その中で私が今回のお話で
印象に残ったのが、｢どんな母・子どもでも幸
せになってほしいと思う｣という梅崎さんの言
葉でした。職業は違っても、同じ専門職とし
て、指導者として願う気持ちは同じだという
ことが分かり、私もこの思いをずっと持ち続
けていたいと思いました。 

助産師の話を聴いて出産時の補助、赤ちゃん
を取りあげるだけでなく、出産後のケアや母
乳育児などもしていることを初めて知りまし
た。「産む力、生まれる力、成長する力」を
邪魔せず引き出すという言葉は赤ちゃんとお
母さんを信じているから言えることだと思い
ました。 
妊娠、出産は恐怖や不安がつきものです。お
めでたい事が辛い事にならないようにどうし
たらいいのかを調べ、向き合うようにしてほ
しいと思いました。産後うつや自殺、虐待に
つながる前に助けを求める場所も考えたほう
が良いのかとも思いました。 
人手不足で一人にかけられる時間が限られて
いるから、利益を上げなければならない、流
れ作業。これが理由でマニュアル通りの対
応、生まれるときにしかお母さんを見に来な
いというのはおかしいことだと思います。利
益も大切ですが人の命を軽く見ているような
気がします。事故や責任を恐れることが悪い
ことではないですが、もう少し向き合ってほ
しいと思います。私の母が出産前に入院した
とき、隣に入院していた人が薬で陣痛を起こ 
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させて出産を試みたものの産まれず、最終的に
帝王切開をして産んだいう話を聞きました。母
はそんなものだからと言っていましたが、妊婦
さんの負担や心配は計り知れないものだと思い
ます。病院の都合で長い間しなくていい痛い思
いをすることがどれほどのものかを理解してほ
しいです。 

私は助産師という仕事を｢産ませてあげる人｣だ
と思っていました。ただ今回の講義でそれは違
うということを初めて知りました。 
助産師とは自然な妊娠出産、産後ケアなどを行
い、人間が本来持っている｢産む力｣｢生まれる
力｣｢成長する力｣を引き出し、高める役割をす
る人のことで、医療行為は行いません。助産師
は｢産ませてあげる人｣ではありません。出産は
今、帝王切開や無痛分娩など医療も関わってき
ています。母子の身体が危なくない限りは自力
で産むことが出来るそうです。そして幸せなお
産は人生を変えるそうです。しかし、今病院側
が効率を求めてすぐに帝王切開をしたり、痛い
のが嫌という理由で無痛分娩を選ぶ方が増えて
います。それは、世間がまだ妊娠や出産育児に
ついて理解していないからだそうです。 
その背景には病院側が効率を求めて、母親学級
などで教えていることがマニュアル通りで伝え
たいことを伝えられない等があると私は思いま
した。｢知らない｣だから必要のない医師の手が
加わってしまう、そんな人任せなお産は少なく
なるべきだと思います。 
お母さんを赤ちゃんをお互いの力を信じるため
にはまず知識が必要だと聞きました。妊婦さん
とそのパートナー、その周りの方も医者や助産
師さんからの話だけではなく、自分で調べた
り、先輩に聞いたりすることが大切では無いの
かと思いました。 

今回の講義を聞いて、 助産師さんの仕事は
「産む力」「生まれる力」「成長する力」を
邪魔せず、引き出し、高めることが役割とい
うことを学びました。高校一年生の働く人に
聞くで助産師さんの話を聞いた時のレポート
を読み返してみると、今では考えられないよ
うなことが書いていました。特に驚いたこと
は、助産師さんは命を生み出すという大切で
一世一代の瞬間に立ち会える凄く綺麗な仕事
だ、と書いていた事です。今では、望まない
妊娠や不妊、虐待、自殺など綺麗とは言い切
れないことを知り、過去の自分が恥ずかしい
と感じました。 
また、無痛分娩や帝王切開などを望む人が増
えているということに驚きました。私は、出
産について知らないことや不安が多いから、
増えているのではないかと考えました。だか
ら、出産や自分の身体、赤ちゃんのことにつ
いて今からでも勉強しておくべきだと思いま
した。私自身も想像しただけで、出産は痛そ
うで怖く、不安で押しつぶされそうです。し
かし、助産師さんの話を聞いて、学ぶことで
幸せで気持ちのいいお産ができ、人生や価値
観が変わると言われて少しだけ出産に向き合
う気持ちが変わりました。また、自分が出産
のお手伝いや看護師の立場になった時、妊婦
さんや患者さん自身がこれからの事を考え
て、選択出来るような環境を整えられる人に
なりたいと思いました。妊娠さんや患者さん
との素晴らしい信頼関係を持つということ
は、お互いの持っている力を発揮できる関係
だということを学びました。だからこそ、コ
ミュニケーション能力が必要とされていると
いうことが分かりました。 
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今まではどこかで、出産する時は助産師の方
の指示に従っていればいいと思っていました。
しかし、助産師は人間が本来持っている｢産む
力｣｢生まれる力｣｢成長する力｣を邪魔せず、引
き出し、高めることが役割であり、産ませて
あげるのではないということを聞き、出産す
るということを、もっと主体的に捉えなけれ
ばいけないのだと分かりました。主体的に捉
えることができていないお母さんは産後うつ
になったり、自殺や虐待を行ってしまうこと
があると聞いたので、今のうちから出産につ
いて詳しく知り、主体的に捉えていこうと思
いました。 
今回の講義を聴き、出産はお母さんと赤ちゃ
んとの初めての共同作業であり、そして私が
今生きていることは奇跡なのだと思いまし
た。私は母から自分や兄たちの、出産時の状
況や妊娠時の話をよく聞いていました。陣痛
が始まってから約13分で私が産まれ、痛みよ
りも嬉しさが勝り、しんどくもなかったと聞
いていたので、それが普通だと思っていまし
た。しかし実際は、自殺や虐待、産後うつな
どになる母親が多くいると知りました。だか
らこそ私が今生きていることは奇跡であり、
産み、育ててくれた母には感謝しなければな
らないと感じました。 

今まで助産師という職業に目を向けたことが
なく、初めて助産師の仕事について深く知
り、考えを深めることが出来ました。そこで
私は、助産師とはなんて素敵な職業なのだろ
うと思いました。 
赤ちゃんを産む妊婦さんと、お母さんのお腹
の中から出てくる赤ちゃんの事を信じ、手助
けをする職業だという言葉に感銘を受けまし
た。私は看護師という職業についても、何か
をしてあげないといけないという気持ちで物
事をこなしていたと思います。 
しかし、梅崎さんは｢人間が本来持っている産
む力・生まれる力・成長する力を邪魔せず、
引き出すのを手伝う｣と仰っていて、素敵な考 

え方だなと思いました。 
しかし、どの職業にも暗い部分はあり、今回
教えて頂いた中でも衝撃的だったのは、病院
側の勝手が多過ぎるというところです。病院
側の都合で、帝王切開にしたり、産むのを早
めたりなどという行為に私も違和感を覚えま
した。確かに、病院側にも病院の都合はある
し、もしもの事が起こらないようにと考える
ことが理解出来ないという訳ではありませ
ん。それでも、赤ちゃんを、妊婦さんをなん
だと思っているのだと腹が立ちました。 
病院の人達は、今までに何人も対応している
から慣れているのかもしれませんが、妊婦さ
んにとっては初めての出産かもしれないし、も
し何回目かだったとしても、命がかかっている
事に変わりはありません。それなのに病院の
都合に合わせて決めたり、マニュアル通りに
行動したりということが現実で起こっている
なら、見直さなくてはならないのではないか
と思います。 
本当に必要な時に傍に付き添い、伴走する。 
何かをしてあげるのではなく、本来の人間が
持つ力を信じ手伝う。私はマニュアル通りで
はなく、その人に合った、その人の為の対応
が出来るような看護師になりたいと思いまし
た。 

助産師と言う職業について聞いたことはあり
ましたが、赤ちゃんと関わる仕事と言う認識
だけで詳しい仕事内容などはあまり知りませ
んでした。しかし今回のお話を聞いて、助産
師さんがどんな役割を果たしているかが分か
りした。 
初めての妊娠や出産で不安な気持ちを持った
お母さんたちにとって助産師さんがいてくれる
だけで安心する存在なのだと思いました。 
私も出産はすごい怖いし、痛いものだと思っ
ていました。 
しかし、出産･お産などについて詳しく知らな
いと「怖い」、「痛い」などマイナス的になっ
てしまうことが分かりました。 
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だから、しっかりと出産についての知識をもっ
ていることで、マイナスイメージがなくなると
思いました。 
1回目に聞いた歌は妊婦さん目線の捉え方で聞
いていましたが、講義の最後に聞いた歌では助
産師さん目線での捉え方でも聞くことが出来き
ました。 

今回の講義では助産師についてお話を聞きまし
た。話を聞く前までの印象はお母さんの出産の
サポートをし、赤ちゃんをとりだすお仕事だと
思っていました。しかし話を聞いてみると、自
然な妊娠･出産･ケア･母乳育児を行う、「産む
力」「生まれる力」「成長する力」を邪魔せず、
引き出し高めることが役割であることを知りま
した。また、助産師が赤ちゃんを産ませてあげ
るのではないことも知れました。 
 1番驚いた話は病院の利益のため、システムの
ためにしなくてもよい吸引の処置や帝王切開な
どをしてしまうこともあるということです。お
母さんが頑張っている最中に「赤ちゃんがしん
どそうなので吸引します」などと言われたら
「お願いします」としか言えないと思いまし
た。本来の出産の自然に産む、赤ちゃんとお母
さんの力を信じることが出来なくなってしまっ
ている現実を知り、それを知っている助産師は
辛い思いをしていると思いました。しかし、お
母さんに妊娠の知識があればそのことを防げる
ことを知りました。赤ちゃんがお腹にいる期間
いかに自分の身体について理解を深めておくこ
とが大切だと分かりました。 
助産師についてあまり知らなかったけれど、今
回の講義でたくさんのことを知ることができ
て、興味をもちました。私は看護師希望ですが
人が間違っていたら、自分の意見をしっかりと
言える、誰からも信じられる、そういう人にな
りたいです。 

今回助産師さんのお話を聞いて、妊娠の怖い
ところだけが世間に知れ渡っていたり人間の
凄さというものを知らないから無痛分娩や帝
王切開を望む人が多いと聞き、確かにそうだ
なと思いました。みんな知らないから怖くな
り知ろうとしない、助産師さんに頼ることに
なってしまっているんだと聞きました。確か
に何もわからないし、初めてのことだから怖
くなることも当然だと思います。その怖さを
なくそうとこの社会がしていないのだと聞
き、本当にその通りだなと思いました。新聞
やニュースなどでは問題を言うだけ言い動い
ていないのではないかと感じました。もっと
みんながその実態を知りSNSで発言するなど
動いていかなければこのままではこの状況が
悪化していくのではないかと思いました。ま
た、この状況のままでは少子化が進んでいく
のではないかと思いました。 
私がもし妊娠する時は怖いから痛みを感じな
いように産みたいと思っていましたが、今回
の講義をきいてもっと自分のこと、妊娠のこ
とについてしっかりと学びたいと思いまし
た。 
以前の看護の授業で看護の質というものと今
回の講義を聞いて今の病院という場所は本当
に患者さんのことを第一に考えれていないの
ではないかと思いました。 
患者さんのことを考えたくても病院での利益
のことを考えていたら患者さんのことを考え
る時間がなくなるなどとても難しい問題だと
思いました。 
この状況を変えたいと思っていてもたくさん
の人の命に関わることだからすぐに法律を変
えたりすることも難しいのだなと思いまし
た。しかし、将来こういった状況を少しでも
かえることができるような行動をしたいなと
改めて思いました。 
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今回、助産師さんのお話を聞いて、心に残っ
たお話があります。それは、助産師の役割と
は「生む力、生まれる力、成長する力を高め
ること」だということです。なぜなら、時間
に追われているため、しなくても良い帝王切
開をしたり、病院の利益優先になってしまっ
ている中で、赤ちゃんやお母さんにできる限
り自力で産むこと、産まれることを最優先に
することはとても難しいことだと考えたから
です。私は助産師さんとお母さんとの関係は
信頼の上で成り立っていると思います。出産
までの約十か月の間にコミュニケーションを
取り、互いを信頼して出産に挑むのだと思い
ます。そこで、助産師はお母さんの選択を信
じて見守り、待つことが大切なのだと感じま
す。しかし、そこで助産師さんが病院の利益
優先に動いてしまうとお母さんも悲しみ、信
頼関係が崩れてしまうと考えました。だか
ら、新しい命が生まれる瞬間を適当に、医師
は何度も行っているため慣れてしまっている
と思いますが、だからといって慣れで行うの
ではなく、一つ一つの命を大切にお母さんと
赤ちゃんが幸せに生まれる事のできる環境が
整えば良いなと考えます。 

私は助産師の仕事について今まであまりしっ
かりと考えたことはありませんでした。しか
し、今回お話を伺って、もっと詳しく知りた
いと思うようになりました。私の思っていた
助産師という仕事の主な仕事は新生児とお母
さんを対面させる仕事だと思っていました。
実際は自然な妊娠から産後のケアをする仕
事、母乳育児などがありました。医師ではな
いため投薬や手術などの医療行為はできない
からあくまで人間が本来持っている産む力、
生まれる力、成長する力を邪魔せず引き出
し、高める役割があり「自然な」出産のお手
伝いをする仕事だそうです。 
また、不安や自分自身の心や体について知ら
ないことやわからないことがわからない、そ 

れらについて教えてくれる人がいないなどの問
題は、出産前の妊婦さんだけでなく私自身や男
性など多くの人に当てはまると思いました。だ
から全ての人が解決できるような社会になれば
いいと思います。そのためには上の世代が下の
世代に伝えていくような仕組みが必要なのだと
思います。 
病院のシステムについては、この間行った「看
護の質」と内容が被っている部分があると思い
ました。話にあったようにもう定時だからと帝
王切開や吸引分娩になってしまうのは妊婦さん
や生まれてくる赤ちゃんにとって良いこととは
言えません。しかし、病院は利益がないと続け
られない、しかし利益だけになってしまうと適
切な妊娠ができないという現実はもっと世の中
で問題視されるべきだし、変わることでみんな
が生きやすい世の中になると思いました。 
「私の助産師さん」の歌を聞いて1回目は「私
が私じゃないみたい」と身体がつわりなどで変
わっていく不安や妊娠への不安から、「全てを
受け止め、自分を大切にするでしょう」と段々
妊娠への不安がなくなり、胎児を愛おしく思う
ようになる歌だと思いました。しかし2回目の
講義を受けてから聞くと妊婦さんの不安な気持
ちを助産師さんに聞いてもらい、しっかりと向
き合ってくれたことで信頼して出産に向かう歌
に聞こえました。私が将来、なりたい看護師も
今回の講義で学んだことが当てはまると思いま
す。患者さんのありのままの気持ちを受け止
め、力や選択を信じ、その人を愛することが大
切だと思いました。だから私も素直にそれがで
きるような看護師になりたいです。 

出産については医療職だけでなく、保育の
現場、私たち一人一人の人生にも関わって
くることだと思います。だから今回の講義
を忘れないようにしておきたいでと思いま
した。
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