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本書の概要
分娩の全経過にわたり妊産婦に寄り添いCTGと睨めっこするのは、他ならぬ助産師です。助産師がCTG

に関するスキルを持つか持たないかが、生まれてくる児の命を左右すると言っても過言ではありません。

本書は、CTGの評価、波形レベル分類、分娩監視装置の装着といった基本知識の「第1章 ベーシックス

タディー」と、CTGの諸要素（基線、一過性徐脈、基線細変動）および病態別による「第2章 ケーススタ

ディー」で構成しています。教科書の丸写しではなく各産科医が経験した貴重なヒヤリハット症例をもとに、

助産師が学ぶべきポイントとピットフォールを解説します。一次医療施設、高次医療施設それぞれの立場

での注意点や対応のポイントも必見です。
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