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第 1174回例会
≪入会式≫

今月は「母子の健康月間」です。ロータリーでは国
際奉仕の枠組みの中に捉えられています。私達日本人
には、ピンと来ない所があり、基礎知識として田島先
生にお話頂こうと、卓話をお願いしました。時間は十
分とってありますので、後程宜しくお願いします

氏

名：森

崇彦（もり たかひこ）

生年月日：1985 年 8 月 13 日（32 歳）
・次）会員増強･会員維持セミナー開催案内
6／4（月）15：30 アイクロス湘南

職業分類：医療福祉／介護
事 業 所 ：グリーンフォレスト（代表取締役）

・2019－20 年度青少年交換学生･財団奨学生募集の件
10／12（金）迄に最寄り RC での手続終了後地区へ

相模原市緑区東橋本 3-16-8 B1F
TEL 703-0891

FAX 703-0892

・2018－19 年度地区委員委嘱の件
インター・ローターアクト委員／角尾彰央会員
・5 月会長幹事会の案内 5／8（火）18：30 木曽路
例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

4／27（金）津久井

大和田園

5／1 （火）相模原南※
ビジター＆ゲスト

田島 敏久

様（慈誠会病院院長）

少子化対策には、出生数も大事ですが
出生後のケアも重要です。日本の母子保
健行政は、高い乳児死亡率･妊産婦死亡率

大和

流産･早産･
死産を背景に、1938 年厚生省

本日はようこそ！

が設置され、1942 年には現在の母子健康手帳制度が開

相模原中※

田島

敏久 様（相模原西 RC）

始しました。1965 年に児童福祉法から独立した母子保

鈴木

美香 様（相模原西 RC）

健法が制定、1968 年に施行されました。お産は 100％

是次耕太郎 様（相模原西 RC）

安全が望ましいのですが、日本でも年間 30～50 人位
の妊産婦が亡くなっています。米国は日本の約 10 倍、

齋藤美希子 会員

2019 年 3／17（日） 英国・北欧は日本と同程度です。日本の乳児死亡率は、

相模女子大グリーンホールで開催予定の

諸外国と比べても低く約 2％です。15～49 歳の女性 1

「第 10 回ふるさとコンサート」に、谷口

人の出生数を合計特殊出生率と言い、現在は 1.44 で

台小と共和小の参加が決まりました。
「第 2

1.8 を目標にしています。国内では沖縄が 2.2 と最も多

回ひばりの夢コンサート」は、日程と会場の都合で、

くフランスと同程度です。ドイツは移民政策もあり 1.8

昨年同様谷口台小体育館で、8／22（水）に行いたい

～2.0 位に伸びています。乳児･妊産婦死亡率は改善さ

と思います。ご協力宜しくお願いします。

れましたが、少子化･
核家族化･女性の社会進出による

4／21（土）に次年度

環境の変化を背景に、1994 年「エンゼルプラン」が策

幹事研修会に参加しました。MY ROTARY

定され、不妊治療への助成事業が創設されました。妊

（アカウント取得要）及び地区 HP にログ

娠すると母子手帳交付、検診、指導、分娩、分娩後の

イン（ID、PW 要）すれば、ロータリーの

ケア（低体重児、母親の鬱、虐待の予防等）が、産前

様々な情報を閲覧できます。又ロータリークラブセン

産後のサポート事業として行われています。妊婦検診

トラルには、クラブの最新情報が UP されています。

には補助券があり 14 回受診できます。健康な母親なら

小口伸夫 会員

14 回で母子共に元気な出産になる筈ですが、高齢出産 緊急時、日赤から血液搬送を待っていては間に合いま
等リスクがあると合併症を伴ってきますので、その対 せん。一定レベルの病院では必ずストックしています。
策を更に進める為に、今年は 7 億 4,600 万円の予算が

では、日本の周産期医療を見てみます。周産期死亡

付き、国と地方自治体が折半で行っています。妊産婦 率（妊娠 22 週以降の死産数＋早期新生児の死亡数／
の産褥のケアとして、2 週間目と 4 週間目の 2 回分を 全出産数）は 2.6 で、妊娠 28 週目以降の死産率、早期
助成し、産後の鬱･虐待防止の為の予算が付きました。 新生児の死亡率も、諸外国と比較しても極めて低く小
ご存知の方も多いと思いますが、新生児の聴覚障害 児新生児科・小児科のレベルが高い事が分かります。
は、早期発見と適切な支援が行われれば音声言語発達

ロータリーの役割は、自ら行動する事と寄付をする

等への影響が最小限に抑えられることから、全新生児 事です。ロータリー財団は 1917 年に創立され 101 年
を対象に聴覚検査を実施することが重要です。検査方 目になります。地区補助金・グローバル補助金の 2 種
法は主に自動 ABR（聴性脳幹反応）と OAE（耳音響 類の補助金を提供します。グローバル補助金は、①6
放射）で、これを公的資金で実施しようとしています。 つの重点分野の少なくとも 1 つに関連している事、②
実際に実施しているのは 12.9％ですが、既に 85％の医 地元社会のニーズ、③地元社会の人々の積極的な参加、
療機関でこの検査が行われています。

④RC・地区の活動終了後も地元の人々が自力で取り組

国内の妊産婦死亡数は、1899 年は 6,240 人、2000 みが出来る、⑤測定可能な成果をもたらす、に該当す
年 78 人、2014 年 28 人となっていて、諸外国と比べ る大規模プロジェクトに活用できる補助金です。財団
ても日本の医療水準の高さが分かります。妊産婦の死 の優先目標は、①ポリオの永久撲滅、②ロータリアン
亡は、35～39 歳が最多で半数は初産婦です。死因は心 の知識･参加･寄付の向上、③人道的奉仕の質と影響を
筋梗塞、癒着胎盤等で、未受診妊婦も 2％います。直 高める、④ポリオ･
プラスにおける成果と「世界で良い
接産科的死亡（出血等）は 61％、間接産科的死亡（合 こと」をしてきた 100 年の歴史に注目し、財団の実績
併症等）は 26％、偶発医的死亡（自殺･事故･犯罪）は に対するイメージと認識を高める、です。
5％と分類されます。発症時期は、妊娠中・分娩中・産
褥期で各々1／3 ずつです。
発症場所は、総合病院 30％、
産科病院 11％、有床診療所（19 床以下）30％、助産
院 1％、医療施設外 27％で、産科病院が少ないのが分
かります。産科危機的出血による死亡症例は、DIC 先
行型羊水塞栓症が最多で 28％、弛緩出血 12％、前置
胎盤 6％、癒着胎盤 6％、子宮破裂 12％、産道損傷 3％、
子宮内反症 9％、常位胎盤早期剥離 12％、その他 3％
となります。初発症状出現から心停止までの時間は、
羊水塞栓症（心肺虚脱型）は診断が難しく 15～30 分
以内に死に至ります。産科危機的出血は発症から 30
分以内に起きた事例はなく、1～2 時間後に起こること
が多く、時間的に余裕があります。最近では、脳梗塞
や心筋梗塞も診断が早ければ手術で治せます。本人の
訴えと共に、医師の観察力を養う教育をして行かなけ
ればなりません。母体死亡を防ぐためには、早急な輸
血の決断と、輸血を開始できるシステムが必要です。
私の病院にも血液製剤専用冷蔵庫があり、凍結血漿も

出 席 報 告

必ずストックしてあります。

スマイル報告
田島敏久

様

今年度累計

￥281,000

本日は、お招きいただき有難うござい

ます。どうぞよろしくお願い致します。
鈴木美香

様

本日は、田島先生のお話を楽しみに伺

いました。宜しくお願いします。
座間勇

会員

田島先生、本日はお忙しい中、卓話に

お越し頂き有難うございます。美香さん、是次さん、
ようこそ。相模原大野の例会、楽しんで行って下さい。
大野治雄

会員

田島院長先生、本日の卓話、宜しく

お願いします。
角尾彰央

会員

相模原西 RC パスト会長田島先生、

本日は宜しくお願いします。卓話楽しみにしています。
奥様も他 RC で卓話との事で、お忙しい中有難うござ
います。是次様、鈴木様ようこそいらっしゃいました。

今後の予定
5／9（水）→ 5／12（土）創立 25 周年記念式典
5／16（水）クラブ協議会≪創立 25 周年について≫
5／23（水）→ 5／19（土）【献血の啓蒙活動】
5／30（水）【青少年奉仕月間に因んで】

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

1名

13 名

0名

2名

1名

100 ％

修正出席率
4／8 83.33 ％

