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特集
妊娠・出産は、病院という場所で医療の対象になってきており、助産師も病院勤務がほとんどとなりました。しかし助産師に

は、女性の産む力を最大限引き出し、共に陣痛を乗り越え、寄り添い続けて達成感のある喜びに満ちた出産へと導いていけ

る助産技術があるはずです。今回の特集では、地域で活躍している開業助産師に注目し、蓄積してきた経験から助産ケア

のコツや技を紹介します。助産師にとって「妊産婦をよく知り観察する」ことは、医師のいる産科医療施設においても、大事な

助産技術です。どのように観察し、その手がかりを分娩進行のアセスメントにどう活かしているのか、開業助産師が紹介し、

同時に産婦人科医師には、それぞれの観察項目をどう判断しているのか、医師の視点を解説します。開業助産師たちの思

いやケアのエッセンスがちりばめられた内容となっています。

02. 体温の変化・発汗

03. 眠気
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《ココで分かる！ 分娩進行アセスメント》
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《特別企画：リモート座談会》

テーマ「開業助産師に聞く分娩技術」

●パネリスト

・石川紀子（総合母子保健センター愛育病院 看護部長）…ファシリテーター

・宮下美代子（みやした助産院 院長）

・岩田塔子（めぐみ助産院 院長）

・鈴木俊治（日本医科大学女性診療科・産科 大学院教授）

04. 吐き気・嘔吐

05. 胎位・胎向と胎児心拍の変化

06. 痛みの部位と強さの変化
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07. 呼吸・声もれ

08. 努責感・肛門圧迫感

《一問一答！ 開業助産師が読者のギモンにお答えします》

09. 分娩進行のQ＆A 18問

Q1．産婦に自分のからだを意識させるには、どう関わるといいですか？

Q2．分娩進行が早そう、長引きそうって、何をもって判断していますか？

Q3．産婦の体型や姿勢、妊娠経過などから分娩進行を予測できる

アセスメントポイントを教えてください。

Q4．骨盤を触診して分娩進行をアセスメントすることはありますか？

Q5．回旋異常の時、内診以外で判断できますか？ なった時、

できることはありますか？

Q6．産婦をリラックスさせるコツはありますか？

Q7．内診した時に軟産道の抵抗が強いと感じた場合、児頭を下降させる

コツはありますか？

Q8．分娩介助時､児の屈位を保つ力の入れ具合や第3回旋のタイミングは

どうしていますか？

Q9. 児の肩を娩出させるときに会陰が切れることがあります。

何かコツはありますか？

Q10. 効果的ないきみはどうのように誘導するといいですか？

Q11. 肛門保護・会陰保護は絶対必要ですか？

Q12．微弱陣痛でお産が進まない時、どうしていますか？

山本年映 とわ助産院 院長

Q1～6

Q7～12
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読者ターゲット 20代から60代の助産師、看護師、保健師、産婦人科医

ＡＤポイント 女性に寄り添うケアを追究する医師・助産師ら周産期スタッフが協働するための最新の

知識が満載。周産期に用いるさまざまな物品のアピールが期待できます。

連載
分娩時の臨床ビューポイント

CTGのピットフォール、搬送のタイミング アセスメント力アップ！

企画:大野泰正 大野レディスクリニック 院長

Q13．分娩を進行させるツボ押しやマッサージで効果的なものを教えてください

Q14. 分娩進行を手で感じるとはどういうことでしょうか？

Q15．分娩が停滞する産婦の特徴ってありますか？

Q16. 会陰マッサージなど会陰裂傷を予防する技術はありますか？

Q17．夫や家族が効果的にサポートできるよう立ち会うためのコツはありますか？

Q18. 産婦をやる気にさせる声掛けや関わり方で工夫していることはありますか？

西川佐稲子 心友助産院 院長
Q13～18
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