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　このパンフレットは、当院でお産される皆様にお配りしています。

　妊娠・分娩・産褥時期を安全に過ごすことができ、安心して育児

できる事をサポートさせて頂けるよう産科医師・新生児科医師・

薬剤師・助産師・看護師・栄養士が作成しました。

　皆様にもこのパンフレットをよくお読み頂き、当院の方針をご理解

の上、ご一緒にがんばりましょう。

　ご不明な点は、医師・助産師・看護師など病院スタッフにお声を

おかけくださいますようお願いします。

ご妊娠おめでとうございます
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　 1 当院の基本方針・特徴について 　

　当院は、総合周産期母子医療センターとして合併症や多
た

胎
たい

などリスクの高い方の妊娠および分娩を
中心に取り扱う役割を担っております。そういった特性上、お母さんと赤ちゃんの安全を最も優先し、
大切にするべきであると考えています。そのため、以下の基本方針に沿って対応しています。
　ご希望やご質問があればどうぞお申し出ください。ただし、必ずしも希望に添えない場合もござい
ます。

●自然経過での分娩を基本としています。必要に応じて薬剤による分娩誘発や分娩促進、会
え

陰
いん

切開な
どの処置を行います。

●原則、分娩には全例産婦人科医師が立ち会います。が、やむを得ない場合や緊急時には医師の立ち
会いがなく助産師のみでの分娩となる場合があります。ご了承ください。

●経過によっては、吸引分娩・鉗
かん

子
し

分娩・クリステレル児圧出法（子宮を押して陣痛の補助をする方法）・
帝王切開分娩が必要になることがあります。

●骨盤位（逆
さか

子
ご

）・前回帝王切開・双
そう

胎
たい

（ふたご）等のハイリスク妊娠でも、経腟分娩が可能な場合が
あります。

　経腟分娩をご希望される場合には、必要な検査をお受けいただき、安全に経腟分娩ができる可能性
について医師が検討・判断を行い、ご本人とよく相談したのちに、ダブルセットアップ（帝王切開
ができる準備を整えたうえで経腟分娩をめざすこと）で対応いたします。

　　分娩方法による利益・不利益については医師から十分説明をお聞きになったうえで分娩方法をお
考えください。

●ご家族（ご主人も含む）の立ち会い分娩は行っておりません。
●無痛分娩は行っておりません。
●診療に必要でない、記念のための超音波検査・性別診断・3D・エコー・ビデオ撮影などは行ってお
りません。また、エコーの写真は必ずしもお渡ししておりません。

●ご本人やご家族の希望のみを理由とした（医学的な適応がない）分娩誘発（いわゆる計画分娩）や
帝王切開などは行いません。

●女性医師限定もしくは男性医師限定での診療希望には対応しておりません。複数の医師が協力しあっ
て良質な医療の提供を目指しているためです。ご了承ください。

●当院は研修病院として学生（医学生・看護学生・助産師学生など）や研修医の臨床の教育を行って
おります。未来の医療を担う人材の育成は、当院のとても大切な役割です。学生が処置や手術の見
学を行うことがあります。また、研修者が指導者とともに診療・処置・手術などを担当いたします。
その際には必ず指導者が指導・監修を行い、指導者が直接診療を担当する場合と同様の質と安全性
を確保しております。

　学生や研修医の診療への参加についてのご理解・ご了承のうえで当院での診療をお受けください。
どうしてもご了承いただけない方は、他施設で診療をお受けになることをご検討ください。

●予定の帝王切開の場合には、陣痛や破水がおこる前の時期である妊娠 37〜 38 週頃で日程を検討し
ます。ご家族の都合のみを理由に手術日を決定することはできません。

●超音波検査などでお母さん・赤ちゃんの今後に重大な影響を及ぼすと考えられるようなことが分かっ
た場合には、そのことをお母さんにお伝えし、その後の方針を一緒に検討させていただきます。『異
常がわかっても知りたくない』とご希望される方は、あらかじめ個別に担当医にご相談ください。
また、各種検査ですべての異常がわかるわけではありません。どうぞご了承ください。

●他院からご紹介いただいた方は、分娩後に紹介元の病院へ出産の報告書を送ります。
●入院ベッドの状況によりベッド移動や混合病棟への移動がございます。ご了承ください。
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妊娠・分娩の経過は実に様々で、それまで全く異常なく経過した妊婦さんでも突発的な異常事
態（臍帯脱出・常位胎盤早期剥離・子宮破裂・胎児徐脈が回復しない・大量出血など）が生じ、
お母さんや赤ちゃんの救命のため、『超緊急』で処置を行う必要が生じることがあります。その
ような状況では、患者さん本人に口頭で簡単に説明し、ご家族への連絡・説明や書面での承諾
などは事態がおちついてから行わざるを得ない場合があります。また、そのように手段を尽く
しても、必ずしも赤ちゃんが救命できない場合や、お母さんや赤ちゃんの異常を回避できない
場合もございます。
当院で分娩を予定される妊婦さんとご家族にはこのことをご理解いただき、ご同意いただきま
すようお願いいたします。
別紙、『緊急手術・麻酔・輸血に関する同意書』をご参照のうえ、ご署名をお願いします。

　 2 当院の予約・妊婦健診外来について 　

当院は紹介・予約制です。初診時には医療機関の紹介ならびに予約が必要です。
予約のない方は診察を受けられない事や、お待ちいただくことがあります。
当院での分娩をご希望の方は、かかりつけの産婦人科で診察と分娩予定日の診断をお受けになったう
えで下記にご連絡ください。現在月ごとに分娩予約数の調整を行っております。お早目のご予約をお
願いいたします。

東京都大塚病院予約センター
TEL03-3941-5489

●妊婦健診は曜日ごとに担当医が決まっています。通院にご都合のよい曜日をお選びください。初診
の次の回以降は同じ曜日での通院をお願いいたします。担当医の指定はできません。

●会計時に次回予約のご確認をお願いします。
●外来担当医が適切であると判断した間隔で予約をしています。大幅な予約日時の変更はできません。
やむを得ず予約日時変更・キャンセルの必要が生じた場合には必ず外来担当医にご相談ください。
連絡なく健診をキャンセルされたり、担当医の指示通り受診されない場合は分娩予約を取り消させ
ていただくことがあります。

●外来が混雑しているため、予約時間通りの診察はできないことがあります。
　場合により、来院の順番で診察を行うことがあります。また、緊急手術・救急対応等のためにお待
たせする場合がございます。

　どうぞご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●原則として、里帰りして他院で分娩する方の外来健診のみは取り扱っておりません。
　ただし、リスクが高い妊娠の場合にはこの限りではありませんのでご相談ください。
●他院で妊婦健診を受けている方は、遅くても妊娠 34週以降は当院で健診をお受けください。35週
以降の妊婦健診は、再診でもお断りする場合があります。

●安全を期するため、他施設で検査が済んでいても当院で改めて検査をする場合があります。血液型
は全員の方に当院での検査をお受けいただきます。

　他施設の検査結果を採用できる場合もありますので、検査機関発行の結果の原本またはコピーをお
持ちください。診療情報提供書・母子健康手帳などへの手書きの写しでは間違いがおこりやすいた
め採用することができません。
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●産婦人科では、細胞診（細胞を取って異常な細胞がないかどうか調べること、いわゆるがん検診）・
生検（組織の一部を切除して異常がないかどうか調べること）等、出血を伴う処置があり、それを
緊急に行わざるを得ないことがあります。ご理解・ご了承ください。

その他、おわかりにならないことがありましたら、どうぞご相談ください。

　 3 健診のながれ、健診スケジュール 　

●母子健康手帳
　住民登録をしている役所または出張所で交付されます。各自治体により交付の方法が異なります。
あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。分娩予定日、診察を受けた病院と医師名が必要とな
る場合がありますので、確認しておきましょう。

　母子健康手帳を受け取ったら、住所・氏名・分娩予定日その他の必要事項を記入してください。同
封されている検査の補助券、妊婦健康診査受診票等については説明をよく読み、ご自身でご記入す
る部分を埋めたうえで、いつでも使用できるようにしておいてください。

　当院では、母子健康手帳への記載は 16週以降としています。
●適宜、内診（内診台での診察で子宮口や卵巣の状態などを調べること）をおこないますので、診察
前に排尿をお済ませください。また、着脱しやすい服装でおいでください。内診の後は刺激で出血
することがあるので、生理用ナプキンをご持参ください。

●妊娠16週から産後1カ月健診までは、ほぼ毎回尿検査を行います。下記の方法で受付をお済ませください。

①診察券を再診機に通し、受付票を取ります。

②地下 1階採血受付に診察券と受付票を出し、妊婦健診であることを告げて採尿コップをお受
け取りください。

③検査用トイレで採尿し、トイレ室内の検査室窓を開けて尿をお渡しください。

④採尿後、産婦人科外来においでください。

⑤中待合室に入り、体重と血圧を測って母子健康手帳に記入します。

⑥診察券と母子健康手帳を産婦人科外来受付にお出しください。妊婦健康診査受診票・保健指
導票などをご使用の場合は、住所と名前をご記入のうえ母子健康手帳にはさんで一緒にお出
しください。

⑦番号またはお名前が呼ばれましたら診察室に入り、お名前（姓名）をおっしゃってください。

●健診の間隔は、原則妊娠 24 週まで 3〜 4週間毎、妊娠 24 〜 36 週は 2週間毎、妊娠 36 週以降は
毎週となります。経過により受診間隔が変わることがあります。
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●採血のスケジュール　　※＊ 1と＊ 2は当院で必ず検査します。
●初期採血（妊娠 10週前後）…	 血液型＊1、不規則抗体＊2、貧血、肝臓・腎臓系統の検査、
	 	 甲状腺機能の検査、血糖値の検査、
	 	 感染症（B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、梅毒・
	 	 風

ふう

疹
しん

・麻
ま

疹
しん

・トキソプラズマ・エイズウイルス・
	 	 成人 T細胞白血病ウイルス）
●中期採血（妊娠 26〜 28週）…	 貧血、不規則抗体、50g 糖負荷試験、トキソプラズマ
●後期採血（妊娠 36週）…	 貧血、血糖値の検査、凝固・肝臓・腎臓系統の検査

●医師の話の他に、助産師が情報提供を行っております。
●各区市町村により、公費負担の回数が異なるため「妊婦健康診査受診票」の管理は、患者さん各自
で行ってください。

　ご利用になりたい受診日の診察前に、産婦人科外来受付へご提出ください。後日提出されても使用
できません。

●定期保健のお話
　外来受診中は下記の予定で助産師が個別指導に情報提供を行っております。
●初期の過ごし方（妊娠10週以降）…　母子健康手帳の活用法（入院費用）・
	 	 出産準備クラスのご案内と予約・妊娠初期の諸症状と対処法
●中期の過ごし方（妊娠20週以降）…　妊娠中の食生活・歯の衛生・早産の予防・
	 	 入院に必要な物品・諸症状と対処法
●後期の過ごし方（妊娠36週）…	 乳頭の手入れ方法・入院の申し込み方法の確認
	 	 （分娩経過と）入院の時期・入院時必要物品の確認
●産後の過ごし方（産後1ケ月健診時）…	産後の日常生活・母乳管理・家族計画
（産後のお話は、初産の方と、2回目以降のお産の方で希望される方が対象です。）

●助産師外来のご案内
　助産師の外来です。受診をご希望されたい方など、詳細は担当医師にご相談ください。

内診・超音波
子宮腟部細胞診

初期の過ごし方
分娩予約

36w前後
後期の過ごし方

初期採血
検尿

中期の過ごし方
産後の
お話

中期採血 後期採血

内診・超音波
腟分泌物培養
（細菌性腟症）

内診
経腹エコー

内診
経腟・経腹エコー
クラミジア検査

母子健康手帳記入
血圧・体重測定
尿検査（B1検査室）

入院の申込み
入院診療

計画書のお渡し

内診
経腟

経腹エコー

内診

血圧・
体重測定
尿検査

（B1検査室）

経腹エコー
産道（膣、外陰
部）細菌検査

NST NST

初診時

検
査
一
覧

指
　
導

妊婦健診スケジュール
16週頃 20週頃 24週頃 26‒28週頃 28‒34週頃 36週頃 37週頃 40週頃 産後健診

入
院
　
　
　
分
娩
（
３
３
０
病
棟
）

妊婦健診スケジュール（検査スケジュールは目安です。）
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　 4 検査や処置、日常生活について 　

１．妊婦健診で行う検査について

　母体と赤ちゃんの健康のために妊婦健診で行う検査や、妊娠中に起こりうる異常などについてご説
明します。妊婦健診での検査は多くが自費負担であり健康保険負担とはなりません。精密検査が必要
な場合などは保険で検査を行いますので、保険証は毎回お持ちください。また、場合により他院での
検査項目と重複することもありますのでご了承ください。

○血圧測定、体重測定
　妊娠中の体の状態を確認する基本的な検査です。妊娠中の望ましい体重増加については 20ページを
ご参照ください。

○尿検査
　妊娠高血圧症候群、糖尿病などを調べるため、尿中の蛋白や糖の有無を調べます。異常があれば必
要に応じて糖負荷試験や腎臓の機能検査などの精密検査を行います。

○外診・子宮底長および腹囲測定
　子宮の大きさや形を調べ、胎児の発育・位置・胎位などを推定します。

○超音波ドップラー法（胎児心拍の確認）
　胎児心拍の拍数やリズムを確認します。血液の流れを信号音として聴取しており、心臓の音そのも
のは聞こえません（聴診器ではありません）。胎児の位置やスピーカー音量によって聞こえる音の様子
や大きさは異なります。

○血液検査
①血液型
ABO型、Rh型（赤血球の表面に存在する抗原）を調べます。お産の時など、万が一輸血が必要になっ
た場合に迅速に対応するため、必ず当院での検査が必要です。また、両親の血液型により新生児の
黄疸が強く起こることがあり、検査が必要です。

②不規則抗体
赤血球に存在するABO型・Rh型以外の抗原に対する抗体を不規則抗体と呼び、ある種の不規則抗
体があると胎児に影響を及ぼしたり（血液型不適合妊娠）、輸血の際に問題になったりすることがあ
ります。
血液型不適合妊娠とは：母体と胎児の血液型が異なる場合、胎児の血液（血球）が母体に入り込ん
でしまうと母体内で免疫反応（異物に対する反応）が起こり胎児の血球に対する抗体がつくられます。
この抗体が胎盤を通じて胎児の血液中に入ると赤ちゃんの赤血球を攻撃してしまいます。ABO型の
不適合では新生児の黄疸が出ることがありますが、Rh型不適合や不規則抗体の場合では、胎児の貧
血や心不全などを引き起こすことがあります。母体と胎児の血液が混じりあうことは妊娠中よりお
産の時に起こりやすいため、1人目は問題なくお産し、そのお産の時にできた抗体が２人目以降の
妊娠で胎児に影響を及ぼす危険性が出てきます。Rh－やある種の不規則抗体を持っている妊婦さん
は妊娠中から抗体の量を検査します。ご夫婦でRh型が異なる場合は血液型不適合妊娠の可能性が
高いため、妊娠 28週頃に、抗体ができるのを予防するために抗Dヒト免疫グロブリンを注射します。
お産後は、赤ちゃんのRh型を確認して血液型不適合妊娠が確定されれば分娩後 72時間以内にもう
一度グロブリンを注射します。
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③貧血検査
妊娠中は血液が薄くなり、貧血が起きやすくなります。母体に重度の貧血があると、胎児の成長に
影響が出ることがあります。また、お産で出血すると貧血がさらにひどくなるため、妊娠中から治
療が必要です。

④凝固系検査
血液が止まりにくい状態や、過剰に固まりやすい状態がないか調べます。

⑤甲状腺機能
母体の甲状腺機能異常により、流・早産や妊娠高血圧症候群が起こりやすくなったり、新生児に一
時的な甲状腺機能異常が生じたりすることがあります。また、母体の甲状腺機能低下が赤ちゃんの
発達に影響を及ぼすという報告もあり、管理や治療が必要なことがあります。一方、妊娠初期には
胎盤から出るホルモンの影響で一時的に母体の甲状腺ホルモンは増加しますが、ほとんどが自然に
正常化します。

⑥血糖値
妊娠中に糖尿病が見つかったり、妊娠糖尿病が診断されることがあります。食事や糖分を摂った時
間に関係なく（随時血糖といいます）、血糖値が初期では 95㎎ /dl 以上、後期では 100㎎ /dl 以上
の場合は精密検査を行います。中期には糖負荷試験（別項参照）を行います。

⑦生化学検査
肝機能、腎機能、体内のミネラル分や蛋白などに異常がないか調べます。

⑧B型肝炎ウイルス（HBV）
母体がB型肝炎ウイルスに感染していると、赤ちゃんに感染することがあります。出産後に赤ちゃ
んが注射を受ける（出生直後にグロブリン、出生直後および生後 1か月、6か月にワクチンを接種）
ことで母子感染を予防します。また、ウイルス感染していても自覚症状がないことが多いのですが、
かかりつけがない場合は内科を受診しましょう。

⑨C型肝炎ウイルス（HCV）抗体検査
この検査が陽性の場合は、今現在ウイルスがいるかどうか確認する精密検査を行います。母体がC
型肝炎ウイルスに感染していると将来肝臓の病気になる可能性があるため、かかりつけがなければ
内科を受診しましょう。また分娩時に赤ちゃんに感染することがあるため、お産の方法について担
当医から説明を受けましょう。

⑩エイズウイルス（HIV）抗原抗体スクリーニング検査
エイズウイルスに感染している疑いがあるか調べる検査です。スクリーニング検査は、感染を見逃
さないために非常に感度の高い検査です。そのため、実際には感染していない人が陽性と出る（偽
陽性）ことも多く、特に妊婦さんでは偽陽性率がおよそ９割といわれています。スクリーニング検
査で陽性が出たら、あわてず確認検査を行いましょう。確認検査で陽性の場合は、お母さんと赤ちゃ
んのために治療が必要です。早期からの適切な治療と帝王切開での分娩により、赤ちゃんへの感染
を１％以下に減らすことが出来ます。無治療の場合は約 3割で赤ちゃんに感染してしまいます。

⑪成人 T細胞白血病ウイルス抗体検査（HTLV-1、ATLA抗体検査）
成人 T細胞白血病ウイルスに感染している疑いがあるか調べます。この検査も偽陽性があるため、
陽性が出た場合は確認検査を行います。
HTLV-1 に感染していると、将来的に 5％くらいの人が成人 T細胞白血病になると言われています。
母乳を介して赤ちゃんに感染することがあるので、栄養方法（凍結母乳や短期母乳、完全人工栄養
など）を相談して決めていきます。

⑫梅毒検査（梅毒血清反応）
母体が梅毒に感染していると、高い確率で胎内感染を起こして赤ちゃんが先天性梅毒になります。
妊娠初期に検査を行い、感染している場合は母体の治療を行うことによって赤ちゃんへの感染を防
ぎます。
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⑬風疹（三日はしか）抗体検査、⑭麻疹（はしか）抗体検査
妊娠中に母体が風疹に感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群になることがあります。先天性風疹
症候群は、風疹の胎内感染により引き起こされる赤ちゃんの生まれつきの病気です。眼の病気（白
内障や緑内障など）、心臓の病気、難聴などが起こります。
風疹抗体（HI 抗体）が 16倍以下の場合は風疹にかかる可能性があるため、特に妊娠 20週ころまで
は感染防御につとめましょう。手洗い、マスク、人ごみを避けるなどが有効です。昭和 54年 4月 2
日〜昭和 62年 10 月 1日生まれの方は、風疹ワクチンが定期接種ではなかった世代で、免疫がない
可能性が高く要注意です。この機会に夫や家族、周囲の人に積極的にワクチンを受けてもらい、感
染を予防しましょう。多くの人がワクチンを接種することで、風疹の流行も防ぐことが可能です。
一方、抗体が一定値（256 倍）以上の場合は、最近の風疹感染がないか確認する検査を行います。
麻疹の感染では、非常に重症化したり、流早産や胎児死亡の原因となることがあります。
麻疹・風疹とも妊娠中はワクチンが受けられません。抗体が低いと言われた方は、お産後にワクチ
ンを接種しましょう。

⑮トキソプラズマ抗体検査
トキソプラズマは猫などの動物に寄生する病原体です。妊娠中に初めてトキソプラズマに感染した
場合は、胎児に影響がでることがあります。この検査で陽性であった場合は、感染した時期を確認
する精密検査を行います。

○子宮頸部細胞診（子宮頸癌検診）
　子宮頸癌は若い女性に多い癌で、検診で早期に診断することが非常に重要です。妊娠前 1年以内に
癌検診を受診していない方は、初診時に子宮の出口を擦って細胞を採取する検査を行っています。異
常が見つかった場合は精密検査が必要です。

○培養検査
　細菌や真菌（カンジダ）などの感染がないか調べる検査です。
　10〜 14週頃に腟分泌物培養検査（主に細菌性腟症の有無を調べます）、35〜 37週頃に外陰部培養
検査（Ｂ群溶連菌とカンジダの有無を調べます）を行っています。

○Ｂ群溶血性連鎖球菌（Ｂ群溶連菌、ＧＢＳ）
　正常な人でも 1/3 ほどで存在する菌で、成人では無症状ですが、新生児に産道感染すると肺炎・髄
膜炎・敗血症などの重症感染症を引き起こすことがあります。妊娠初期や 35〜 37 週頃の培養検査で
陽性であった場合は、陣痛が来たり破水したりしてお産が始まったら、入院後に抗菌薬（ビクシリン）
を点滴して赤ちゃんへの感染を予防します。

○細菌性腟症
　細菌性腟症とは、腟内の常在菌（正常な状態で腟内に存在し、環境を保つ乳酸菌）が減少し、他の
雑菌が増えている状態です。約 20％の妊婦さんにみられ、正常よりも早産の危険性が 2倍に上昇する
ため、なるべく 12〜 20週頃に抗菌薬を内服し治療します。

○カンジダ腟炎・外陰炎
　カンジダとは真菌（カビの仲間）の一種で、腟内や外陰部の皮膚にかゆみを起こしたり帯下異常が
生じたりします。赤ちゃんへの産道感染を防ぐために、症状があったり検査で検出された場合は腟に
入れる錠剤や塗り薬で治療をします。
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○クラミジア抗原検査
　子宮の出口（頸管）にクラミジアがいるか調べる検査です。クラミジアを治療しないとお産の時に
赤ちゃんに感染して肺炎や結膜炎を起こすことがあり、検査で陽性であれば妊娠中に抗菌剤を内服し
て治療します。性交渉で感染するため、パートナーも治療が必要です。

○糖負荷試験、妊娠糖尿病
　妊娠糖尿病や糖尿病合併妊娠など、耐糖能異常（体内に取り入れた糖分の処理に関する異常）があ
ると血糖値が高くなり、母体・胎児に影響を及ぼします。
　初期や後期の血液検査で血糖値を調べるほか、24〜 28週頃にスクリーニング検査（全員に行う検査）
として、50ｇブドウ糖を含むソーダ水を飲んだ1時間後の血糖値を調べる50ｇ糖負荷試験を行います。
これらの検査で異常値が出たり、以前の妊娠で妊娠糖尿病だった、肥満、血縁に糖尿病患者さんがい
る、などリスクがある場合は精密検査（75ｇ糖負荷検査）を行います。精密検査で妊娠糖尿病と診断
されたら入院・内科受診、食事療法や血糖測定を行い、必要であればインスリン注射で治療を行います。
妊娠中は血糖を下げる内服薬は使用しません。

○胎児心拍数と陣痛モニター検査（胎児心拍陣痛図、NST）
　胎児の状態やお腹の張り・陣痛を経時的にみる検査です。妊婦健診では 37週の時と 40週・41週で
はすべての妊婦さんで行います。その他赤ちゃんの発育不全や羊水量減少がある場合などにも適宜行
います。また、お産のため入院したら進行により適宜行います。胎児心拍の波形により、赤ちゃんが
元気かどうか確認し、必要な処置を判断します。

○超音波検査
　分娩予定日の確認や胎児発育、羊水量、胎盤の位置、その他胎児の生まれつきの病気の有無などを
観察するために行います。胎児の観察は、妊娠初期には経腟超音波で行い、中期以降には経腹超音波
が適しています。
　中期以降にも前置胎盤の有無や切迫流・早産の傾向などを調べるために経腟超音波検査を行います。

○胎児スクリーニング超音波	
　胎児の発育や、臓器などの構造に通常と異なるところがないか調べる検査です。超音波検査で赤ちゃ
んの生まれつきの病気の全てが診断できるわけではありません。
　当院で妊婦健診を受けられる方は概ね 20週頃と 30週頃の二回、妊婦健診の際に胎児スクリーニン
グ超音波検査を行っています。別途予約は不要です。
　大塚モデル等、他院で妊婦健診を受けられて当院で分娩をされる妊婦さんは、「胎児スクリーニング
超音波外来」をご予約頂くことが出来ます。

☆診断に必要でない超音波撮影、性別診断、3Ｄ・4Ｄ超音波、動画撮影などは行いません。通常診療
の妨げにならない範囲で写真のお渡しや性別チェックを行うことはありますが、お約束はできませ
んのでご了承ください。

☆通常の健診やスクリーニング超音波で胎児に異常が見つかった場合、そのことに関してご本人にお
伝えし、説明を行っています。「胎児に異常が見つかっても知りたくない」とご希望される方は、あ
らかじめ担当医にお伝えください。

☆出生前診断について
　出生前診断とは、妊娠中にお腹の中の赤ちゃんの情報を知るための検査と、それに基づく診断の
ことをいいます。当院で日常的に行われている通常妊婦健診での超音波や妊娠中期の胎児スクリー
ニング超音波も、広い意味での出生前診断にあたります。
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　他、狭い意味での出生前診断としては、妊娠初期の精密超音波検査、母体血清マーカー検査、母
体血胎児染色体検査（NIPT）、絨毛検査、羊水検査などがあります。これらのうち、当院で対応して
いるのは羊水検査です。リスク（高齢・他検査で赤ちゃんの生まれつきの病気の可能性を指摘され
た・過去に染色体疾患の赤ちゃんをご妊娠されたことがある・など）があり、かつ検査を受けるこ
とをご希望される方に対して、ご夫婦で遺伝専門医の外来をご受診いただいたうえで手配していま
す。詳しくは病院ホームページをご参照のうえ、担当医にご相談ください。
　出生前診断を受ける時期や結果によっては、妊娠の継続について・分娩方法をどうするか・など、
短時間で重大な決断をしなければならなくなる場合があり、妊婦さんやご家族の悩みを深くしてし
まうことがあります。
　「もしも出生前診断の結果赤ちゃんに生まれつきの病気がみつかったら自分達はどうするのか」。
答えは、ひとりひとり違います。だからこそ、妊婦さんとご家族であらかじめ十分考えお話し合い
いただいたうえで、それぞれの答えを見つけ、支え合っていただければと願っています。
　出生前診断についてお考えの方は、担当医にご相談いただき「出生前診断相談外来」をご利用く
ださい（自費・約 3,000 円）。

2．妊娠中に起こる病気などについて

○流産・切迫流産
　妊娠初期に胎児が育たなくなったり、妊娠 21週 6日までに妊娠が終了してしまうことを流産といい
ます。出血や腹痛がおこり胎児が胎外に出てしまうと進行流産、完全流産となり、胎児や胎嚢の発育
はみられないが症状がなく子宮内に留まることを稽留流産といいます。性器出血があり、流産の恐れ
がある状態が切迫流産です。安静にしたり、止血剤や子宮収縮抑制剤などで治療することもあります。
しかし、特に初期の流産の多くは受精の段階で生じた異常により起こるため治療を行っても流産を防
げないことがあります。中期以降の切迫流産では、切迫早産に準じた治療が行われます。
　3回以上流産を繰り返すことを習慣流産といい、原因の検査や治療を行うことがあります。

○頸管無力症
　腹痛やお腹の張りなど症状がないまま子宮頸管が短縮したり開いたりして、流産・早産・破水など
に至ることがあります。今までの妊娠で中期の流産や早産を経験していたり、頸管無力症と言われた
りする場合は頸管縫縮術（子宮の出口を糸で縛る手術）を行うことがあります。あるいは今回妊娠中
に子宮頸管が開いてきて診断されることもあります。いずれも、長期入院管理が必要になることがあ
ります。

○早産・切迫早産
　22週以降、37週未満に赤ちゃんが生まれることを早産といいます。おなかの張りが多くみられたり、
子宮口が開いたりして早産の恐れがある状態が切迫早産です。頸管無力症や感染・炎症（腟炎、頸管炎：
子宮の出口の炎症、絨毛膜羊膜炎：赤ちゃんを包む膜の炎症）、性交渉などが原因となることがありま
す。切迫早産と診断されたら安静にし、必要に応じて子宮収縮抑制剤の内服をします。時に入院してベッ
ドでの安静や薬剤の持続点滴などが必要になることがあります。

○前期破水
　陣痛が始まる前に破水することを前期破水といいます。胎児を包む膜が破れて羊水が漏れる状態で
あり、そこから細菌感染を起こす可能性も高くなるため、入院管理が必要です。
　たくさん羊水が出る場合と、小さな穴から時々漏れ出る場合がありますが、いずれも感染の危険性
は変わらないため、破水かもしれないと思った場合は、すぐに病院に連絡して受診しましょう。
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　37週以降であれば子宮内感染などの危険を考慮し、分娩誘発を行うことがあります。早産の時期で
特に 34週以前の破水では、感染の有無を確認しながら妊娠を継続する治療を行います。

○子宮内感染
　細菌やウイルス、真菌やその他の病原体が子宮内に入り感染を起こすと、流早産・破水の原因となっ
たり、胎児にも感染が及ぶことがあります。胎児の異常を引き起こす感染症には風疹やサイトメガロ、
ヘルペス、パルボ（りんご病）などのウイルス、トキソプラズマ、などが知られています。また、産
道にいる病原体（カンジダ、B群溶連菌、大腸菌やその他）が破水後などに子宮内に入り、赤ちゃん
に感染することもあります。

○双胎妊娠、多胎妊娠
　双胎（ふたご）、三胎（品胎、みつご）など複数の胎児の妊娠を多胎妊娠といいます。
　胎盤を共有する一絨毛膜性双胎では、血液量の不均衡が生じて一方の赤ちゃんは貧血になり、他方
の赤ちゃんは心臓に負担がかかってしまう状態（双胎間輸血症候群）になることがあります。胎盤が
それぞれ独立している二絨毛膜性双胎では双胎間輸血症候群の心配はありませんが、多胎妊娠では赤
ちゃんが一人の単胎妊娠に比べて切迫早産、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病など妊娠による合併症や、
胎児の発育不全などが生じやすく、経過中に入院管理が必要になることがあります。

○胎児発育不全
　胎児の発育が通常よりゆっくりであったり、重症だと発育が停止してしまうことがあります。原因
として、妊娠高血圧症候群や母体の合併症、栄養不良、喫煙、胎盤や臍帯の異常、多胎妊娠、あるい
は赤ちゃんに病気がある場合などがありますが、原因不明のこともあります。入院管理が必要になる
こともあります。

○妊娠高血圧症候群
　母体には高血圧や蛋白尿、むくみなどの症状が出て、胎盤の機能低下や胎児の発育不全が起こった
りすることがあります。重症では入院管理が必要で、痙攣（子癇発作）や脳出血、胎盤早期剥離など
を引き起こすことがあります。塩分の取りすぎやストレス、過度の体重増加に注意しましょう。

○HELLP（ヘルプ）症候群
　妊娠高血圧症候群と関連があると言われ、急に肝臓機能が悪くなり、血小板が減少する病気です。
早産の時期でも帝王切開を行って妊娠を終了しないと母児ともに危険な状態になることがあります。

○胎
たいばん

盤早
そ う き

期剥
は く り

離
　妊娠中に胎盤が子宮からはがれてしまい、大出血や胎児死亡の原因となります。大量出血でショッ
クや D

ディーアイシー

I C（播
はしゅせいけっかんないぎょうこ

種性血管内凝固）と呼ばれる血液が止まりにくくなる状態となると、母体の生命にも
危険が及びます。前触れなく突然生じることもありますが、妊娠高血圧症候群があったり、交通事故
などで腹部を強く打撲した時などに起こることがあります。また、喫煙をしている妊婦さんでは危険
性が 2倍になると言われています。

○前置胎盤・低置胎盤
　胎盤が子宮の出口を覆ったり、子宮の出口に近い部分についている状態です。分娩は帝王切開が必
要です。早産期に出血がおこり入院管理が必要となったり、早期の帝王切開を行うこともあります。
帝王切開の際も弛緩出血になりやすく、また胎盤がはがれにくい（癒着胎盤）ことも通常より起こり
やすいため、大量出血して輸血をしたり子宮摘出が必要になることもあります。
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○羊水塞栓
　羊水中の胎児成分が母体の血液中に入り、重篤な反応を起こす疾患ですが、原因ははっきりわかって
いません。急激な心肺機能の低下、ショック、あるいは子宮からの多量出血などの症状が起こり、母体・
胎児とも生命の危険が生じます。帝王切開や吸引・鉗子分娩、前置胎盤、高齢妊娠、などはリスク因
子として考えられていますが、予測は困難です。発生は非常に稀ですが母体死亡原因の 1位となる重
篤な病気です。

○胎児死亡
　健診などでは順調だった赤ちゃんが子宮の中で突然死亡することが稀に起こります。原因としては
胎盤や臍帯の異常（巻絡、卵膜付着、過捻転など）や、子宮内感染、などがありますが、まったく原
因がわからないことも多く、予測できないことがあります。

３．分娩時の異常や処置、手術について

○陣痛誘発
　人工的に陣痛を起こしてお産にすることが、母体・胎児にとって望ましい場合があります。
　予定日を 1週間〜 10日ほど過ぎたとき（胎盤の働きは予定日を過ぎると徐々に低下し、胎児の元気
がなくなることがあるため、42週になる前のお産が望ましいとされます）や、破水後 1-2 日経過した
とき（細菌感染の危険性は破水後時間が経つほど高くなります）、妊娠高血圧症候群などの合併症が悪
化したとき、胎児の発育が止まってしまったときなどです。
　子宮の出口に頸管拡張剤（水を吸って膨らむ棒のようなもの）やメトロイリンテル（水風船のよう
な管）を留置して開かせたり、陣痛促進剤を点滴したりします。

○陣痛促進
　分娩の経過中に陣痛が弱かったり、陣痛の間があいてしまったりして、お産が進みにくいことがあ
ります。必要な場合は陣痛促進剤を点滴します。

○陣痛促進剤
　陣痛を起こしたり、強めたりする薬剤です。点滴で投与します。過強陣痛（陣痛の間隔がとても短
くなること）や子宮破裂（子宮に裂け目ができること）などの副作用があるため、日本産科婦人科学
会の定めたガイドラインを遵守して使用します。少量から投与を始め、胎児と陣痛の様子をモニター
で観察しながら徐々に増量（概ね 30分毎）していく方法です。

○児頭骨盤不均衡・骨盤X線計測
　お母さんの骨盤（産道）が狭いか、赤ちゃんの頭が大きいために、赤ちゃんが産道を通ってこられ
ない状態をいいます。分娩が開始する前に確定診断することは困難ですが、疑わしい場合には骨盤の
レントゲン撮影を行って計測します。お母さんの身長が低い（150㎝以下）、巨大児が予想される、予
定日が近づいても赤ちゃんが降りてこない、また陣痛促進剤を使用する場合などに骨盤X線計測を行
います。児頭骨盤不均衡が非常に疑わしい場合には、分娩の経過によってはいつでも帝王切開に切り
替えられるよう準備を整えてお産にのぞむことがあります。

○会陰切開、会陰裂傷
　会陰はお産の進行中に徐々に伸び広がりますが、充分に伸びる前に赤ちゃんが出てくると会陰が裂
けることがあります（会陰裂傷）。裂傷が大きいと肛門まで裂けたりすることもあります。裂傷が大き
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くなることが予想されたり、会陰が伸びる前に赤ちゃんが苦しくなってすぐにお産にした方が良い場
合などに、腟の出口を切る（会陰切開）ことがあります。会陰裂傷も会陰切開も、お産の後に局所麻
酔を使用して縫います。吸収糸（溶けてなくなる糸）を使用しますが、会陰の外側を縫った糸は 4日
目の診察時に抜糸します。抜糸前にはひきつれて痛みが出ることがあり、適宜鎮痛剤を使用します。
抜糸後には痛みが軽くなることが多いようです。腟内の糸は抜糸しないため、部分的に溶けて出てく
ることがありますが心配ありません。

○頸管裂傷
　頸管裂傷とは、子宮の出口が裂けることです。子宮口が完全に開く前にいきみが入ったり、急速に
お産が進んだときなどに起こることがあり、出血が多くなることがあります。
　お産の後に縫合をしますが、腟の奥で操作を行うため、痛みを伴うことがあります。
　縫合は吸収糸（溶ける糸）を用い、抜糸はしません。

○吸引分娩・鉗子分娩
　もう少しで赤ちゃんが生まれそうというところまでお産が進んで（子宮の出口は完全に開いて赤ちゃ
んも十分降りてきている）いるけれど陣痛が弱かったり、赤ちゃんが苦しくなったりして早く分娩に
した方が良いとき、赤ちゃんの頭に吸引カップや鉗子（金属の器械）を装着して引っ張り出すことが
あります。赤ちゃんの頭に産瘤（狭い産道を通る時にできる頭の浮腫）や頭血腫（赤ちゃんの頭の皮
下に出血してできる血液の塊）ができることがあります。これは通常のお産でも生じ、多くは自然に
吸収されますが、吸引分娩や鉗子分娩では頻度が上がります。

○子宮底圧迫法、クリステレル胎児圧出法
　吸引・鉗子分娩と同様にお産を早く進める必要がある場合に、お母さんのお腹を押して陣痛の補助
をする方法です。吸引・鉗子分娩と同時に行うこともあります。お腹の皮膚にあざ（皮下出血斑）が
出来たり、まれに母体の肋骨骨折や子宮破裂が起こることがあります。

○弛緩出血
　胎盤が出た後に子宮の戻りが悪いと（子宮収縮不良）大量に出血することがあります。子宮を収縮さ
せる薬剤の投与や、子宮内や腟内に医師が手を入れたりお腹の上から子宮を押さえたりして刺激をし、
子宮の収縮を促します。出血が続く場合は子宮内にバルーンカテーテル（水を入れて膨らませる風船
のついた管）を留置したり、腟内にガーゼを留置したりします。このような処置で止血できない場合は、
子宮に血液を送る血管を詰める処置（緊急転院搬送をすることがあります）や、子宮摘出が必要になっ
たりすることがあります。

○胎盤遺残・卵膜遺残・子宮復古不全、胎盤用手剥離
　赤ちゃんが生まれた後に胎盤や卵膜が子宮内に残ってしまう（胎盤遺残、卵膜遺残）と子宮の戻り
が妨げられ（子宮復古不全）、弛緩出血の原因となります。子宮内の卵膜や胎盤を手や器具を用いて剥
がして（用手剥離）取り出したり、弛緩出血と同様の処置を行います。

○帝王切開
　開腹して子宮を切開し、赤ちゃんを取り出す手術です。
　子宮筋腫摘出術や帝王切開後の妊娠、児頭骨盤不均衡、骨盤位などで妊娠経過により予定を決めて
行う選択的（予定）帝王切開と、胎児心拍低下、分娩停止、出血多量や母体血圧上昇など妊娠・分娩
経過中に急に必要が生じて行う緊急帝王切開があります。
　予定の場合は、赤ちゃんが十分成熟し、かつ陣痛や破水が起こる危険性の少ない時期（概ね 37週後
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半から 38週前半）に行います。
・麻酔：通常は脊髄くも膜下麻酔、いわゆる下半身麻酔で行います。頻度の高い合併症として一過性
の低血圧、不整脈、頭痛、嘔気、排尿障害があります。ごくまれに一過性の神経障害や脊髄周囲の
血腫・膿瘍が起こることがあります。状況により全身麻酔が必要になることがあり、合併症とし
て全身麻酔に必要な気管内挿管に伴う歯の損傷やのどの痛み・声のかすれ、術後肺炎（誤嚥性肺
炎）、低酸素血症、悪性高熱症（麻酔薬に対する遺伝的な異常反応、非常に稀です）などが起こる
ことがありえます。麻酔の詳細については麻酔科医師が決定しますが、麻酔に伴う合併症の経験、
食べ物・薬のアレルギーや喘息のある方、血縁者に悪性高熱症と言われた方がいる場合などは必ず
お知らせください。

・帝王切開の合併症：出血、術後感染、腸閉塞、他臓器（腸管、膀胱、尿管など）損傷、血栓塞栓症
（下肢静脈血栓や肺塞栓）などが起こることがあります。また、赤ちゃんの損傷（骨折や皮膚の損
傷）がまれに起こることがあります。

　帝王切開が必要、あるいはその可能性があると判断した場合には、外来担当医あるいは分娩担当医
よりご説明いたします。帝王切開では経腟分娩に比較して、母体の合併症や輸血の危険性が高くな
るため、手術の必要性は慎重に判断する必要があり、陣痛の痛みが耐え難い、希望日に分娩したい、
などの理由で手術を行うことはできません。

○輸血
　分娩（経腟分娩、帝王切開）中・分娩後の経過により、多量に出血して輸血が必要となることがあ
ります。輸血には感染症やアレルギー反応などの副作用があり、なるべく行いませんが、血圧低下や
ショック状態などでは迅速に輸血を行い治療することが必要です。輸血を介した感染症は非常に稀で
すが、感染直後の献血では陽性反応が出ないため、感染性のある血液製剤が流通することがあり、輸
血した場合は 3か月後に感染症検査を行います。

4．妊娠中の日常生活や医療行為などについて

○X線撮影、放射線
　妊娠期間を通じて不必要なX線被ばくは避けた方がよいですが、薬剤と同様に、検査や治療の有用性・
必要性が母体・胎児に及ぼす危険性より大きい場合はX線を使用することがあります。X線を使用し
た医療行為のうち、一般的に行われる胸部レントゲンや骨盤X線計測などは被ばく線量が低く、問題
ありません。複数回の骨盤CT検査や、放射線治療などでは被ばく線量が高くなることがありますので、
よく説明を受けてください。

○予防接種
　生ワクチン（風疹、麻疹、水痘など）は妊娠中接種できませんが、インフルエンザなどの不活化ワ
クチンは接種できます。特にインフルエンザは妊婦が感染すると重症化することがあるため、ワクチ
ン接種が推奨されます。妊娠後期にインフルエンザワクチンを接種すると、生後 6か月までの赤ちゃ
んのインフルエンザ感染が約半分に減るとも言われています。

○薬の内服
　妊娠中は、使用することによる利益が、不利益を上回る場合は薬剤を使用します。
　気管支喘息やてんかん、高血圧など持病があって元々薬を服用している場合、自己判断で中止せず、
必ず処方された医療機関や産科で相談しましょう。薬を自己判断で中止して持病が悪化すると、赤ちゃ
んやお母さんにとって、薬を続けるよりも危険な状態となることがあり得ます。
　花粉症や頭痛などの症状がある場合は、市販薬や手持ちの薬を自己判断で使用せず、医療機関で相
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談しましょう。その場合、妊娠中であることを伝えて受診してください。鎮痛剤、抗生剤などは、妊
娠中に使用できないものもあります。

○歯の治療
　妊娠中は虫歯や歯周病になったり悪化したりしやすく、歯周病と切迫早産との関連も言われていま
す。また、産後は育児に忙しく、通院ができないことがあります。妊娠中の落ち着いている時期に検診・
治療を受けましょう。歯科医師に妊娠中であることを伝えて受診してください。局所麻酔も使用でき
ます。

○ネイルアート・アクセサリー・コンタクトレンズなど
　妊娠中には、なんらかの理由で、緊急の処置や手術が必要となることがあります。その時に、指輪
などのアクセサリーやネイルアートをされていると、処置の妨げになります。また、破損・紛失の危
険があります。むくみなどで指輪が外れない場合は、指輪を切断させていただくこともあります。妊娠
中は手、足共にネイルアート、ジェルネイルを控えてください。指輪は早めに外して保管しておきましょう。
コンタクトレンズを使用されている方は、かならずスタッフにお伝えください。緊急の処置・手術の
際には外していただく必要があります。

○旅行
　妊娠中は何か異常が認められたら、健診を受けている病院にすぐ受診できるようにしておく事が、
望ましいです。長期間やタイトなスケジュールの旅行、海外旅行などは好ましくありません。お正月
やお盆の混雑した時期の移動もお勧めできません。
　どうしても移動が必要な場合には、無理のない計画を立て、ご自身の責任でお願いいたします。
　習慣流産や切迫流早産、頸
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無
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、多
た

胎
たい

（ふたご・三つ子など）妊娠の方は旅行はやめましょう。

○乗り物
　長距離を移動する時には、体に負担がかからないように気をつけましょう。
　自転車やバイクは、転倒の危険や振動があるのでやめましょう。
　飛行機の搭乗には診断書が必要な場合があります。利用する航空会社にお問い合わせください。

○スポーツ・運動
　散歩や軽い運動、家事などはさしつかえありません。腹圧のかかる運動、振動を伴う運動、転んだり
ぶつかったりする運動はやめましょう。水泳や水中歩行、水中運動などは、可能なら専門の指導員がい
る施設を選びましょう。あらかじめ医師に相談し、切迫流早産などのリスクのある人はやめましょう。
異常があったらすぐに中止してください。あらかじめ異常が起きるかどうかの予測は困難です。

○妊娠中の性行為
　妊娠中の性行為が実際にどの程度妊娠経過に影響があるのか、現在のところはっきりしたことはわ
かっていません。しかし、性行為は子宮の収縮を誘発することが知られています。また、精液中には
早産や前期破水を引き起こす物質が含まれ、細菌が子宮内に入り込む原因となり得るともいわれてい
ます。コンドームを使うなどして腟内射精は控えましょう。習慣流産や切迫流早産、頸

けい

管
かん

無
む

力
りょく

症
しょう

の方は、
性器の挿入・腟内射精などは避け、スキンシップなどでコミュニケーションを行いましょう。
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　 5 安産のための妊娠中の過ごし方 　

１	きちんと妊婦健診を受けましょう

　妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病など、自分で気づかないうちに妊娠の
合併症がおこることがあります。赤ちゃんが正常に発育しているか、
お母さんに合併症の兆候がないか、定期的に診察を受けましょう。

２	早産の兆候に注意しましょう

①おなかの張りを感じたら、できるだけ横になり安静にしましょう。
②安静にしてもおなかの張りがおさまらない時や、出血がある時は病院に連絡して
受診しましょう。

３	妊娠高血圧症候群に注意しましょう

　妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降に高血圧または高血圧と蛋白尿があらわれる病気です。重症にな
るとお母さんにけいれん発作や脳出血、肝臓や腎臓の機能障害が起きたり、胎児の発育が悪くなったり
胎盤が子宮の壁からはがれてしまうなど、母子共に大変危険な状態となることがあります。
　原因はまだはっきりとわかっていませんが、胎盤ができる時（妊娠15週頃までの時期）に胎盤とお母
さんの子宮をつなぐ血管がうまく作られないのではないか、と言われています。

次のような方がなりやすいといわれています。
●35歳以上の高齢妊婦さん、15歳以下の若年妊婦さん
●初産婦さん、または前回妊娠で妊娠高血圧症候群にかかった妊婦さん
●肥満の妊婦さん：BMI（P.19参照）25以上、妊娠前の体重55㎏以上
●妊娠初期や妊娠前の血圧が高い妊婦さん：収縮期（上の）血圧が130〜 139㎜
Hgまたは拡張期（下の）血圧が80〜 89㎜Hgの場合、高血圧ではありません
がその後に妊娠高血圧症候群を発症する危険性が高いといわれています。

●腎臓病、高血圧、糖尿病などの持病がある妊婦さん
●血液が濃い妊婦さん：妊娠中は血液が増えて薄くなりますが、妊娠高血圧症候群では逆に濃くなります。
特に中期の血液検査でヘマトクリット値（Ht）が 40％以上の場合は注意が必要です。

●ハードな仕事やストレス、睡眠不足がある妊婦さん：疲労やストレスをためると自律神経のバランス
が崩れ、血圧が上がりやすくなります。

注意する症状

　高血圧の症状は自分ではわかりにくく、重症になるまで気づかないことも多くあります。
　頭痛や倦怠感、尿が減少して急激にむくんでくる、などの症状がある場合は医
師に相談しましょう。妊娠後半期では3〜 5割の妊婦さんがむくみを自覚すると
いわれますが、顔までむくむ場合や、妊娠28週以前にあらわれる場合には注意が
必要です。強い頭痛が続く、目の前で花火が光るように感じる、みぞおちのあた
りが急に痛くなるなどの症状がある場合はけいれん発作 (子

し

癇
かん

) のまえぶれのこと
があります。
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予防のためにできること

　体重が急激に増加したり、塩分を取りすぎたりすると妊娠高血圧症候群
になりやすいことがわかっています。しかし極端なカロリーや塩分の制限
は逆に危険ですから、バランスよい食事を心がけ、ストレスをためないよ
うに規則正しい生活をしましょう。

４	赤ちゃんを守るために

1）禁煙をしましょう

　たばこを吸うと、有害物質が血管を収縮させ、栄養や酸素が
赤ちゃんに十分行きわたらなくなります。また、両親のどちら
かが喫煙をすると、乳幼児突然死症候群の危険性が高まること
が知られています。

2）禁酒をしましょう

　アルコールを摂取することで赤ちゃんの脳の萎縮や形の歪みが生じる「胎児性アルコール症候群」は
少量の飲酒でも発生した報告があります。胎児にとって安全なアルコールの量は分かっておらず、飲
酒をしなければ 100％防げます。

3）感染症に注意しましょう

　妊娠中に母体がウイルス、細菌、寄生虫などに感染すると、胎盤や血液を通じて赤ちゃんに感染し
胎児の異常や流産・早産の原因となることがあります。感染予防をしましょう。

①先天性風疹症候群：
　心臓の病気や、難聴などが起こることがあります。
②先天性トキソプラズマ症：
　妊娠中に初めて感染すると流産や死産、赤ちゃんの目や脳の障害がでることがあります。トキソプ
ラズマは土や水の中、猫の糞、生肉や生乳など身近に存在します。

③先天性サイトメガロウイルス感染症：
　サイトメガロウイルスはありふれたウイルスで、健康な人が感染してもほとんど症状は出ません。
幼児期に感染が広まりやすく、日本では妊娠可能年齢の女性のおよそ 7割は抗体があるといわれて
います。

　しかし妊娠中に初めて感染したり、免疫力が著しく低下した場合には胎児へ感染をおこし、難聴や
脳の障害をおこすことがあります。手洗い・うがいを行い、特に幼児からの感染に注意しましょう。

④リステリア感染症：
　食中毒の原因菌の一つですが、妊娠中には母体の症状が重くなったり、赤ちゃんに感染して流産・
早産、胎児死亡や新生児死亡の原因となることが知られています。動物性食品の不十分な加熱が原
因となり、塩分処理や冷蔵庫保管でも繁殖します。
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赤ちゃんとお母さんの感染予防対策5か条 （日本産科婦人科学会、日本小児科学会など：抜粋）

①ワクチンを接種しましょう！

風疹、麻疹、水痘、おたふくかぜはワクチンで予防できますが、妊娠中は接種できま
せん。同居の家族に接種してもらい、お産後にワクチンをうけましょう。また、イン
フルエンザワクチンは妊娠中でも接種可能で、接種が勧められています。

②手をよく洗いましょう！

特に食事前にしっかり手洗いをしましょう。調理時に生肉を扱う時、ガーデニングや猫など動物の
糞を処理する時は使い捨て手袋をつけ、作業後に丁寧に手を洗いましょう。

③体液に注意しましょう！

尿、唾液、体液などには感染の原因となる微生物が含まれることがあります。
ご自分のお子さんのおむつでも使い捨ての手袋をつけて処理するか、作業後に丁寧に手を洗いましょ
う。また、家族でも歯ブラシ等の共有や食べ残しを食べたり、口移しをすることは避けましょう。
妊娠中の性生活ではコンドームを着用し、オーラルセックスは避けましょう。

④しっかり加熱したものをたべましょう！

生肉（火を十分に通していない肉）、生ハム、サラミ、スモークサーモン、加熱してい
ないナチュラルチーズ、生乳（加熱殺菌されていないもの）などには感染原因となる
微生物が含まれることがあります。妊娠中は食べないようにし、生野菜もしっかり洗
いましょう。

⑤人ごみは避けましょう！

風疹、インフルエンザなど飛沫で感染する病気が流行しているときは、人ごみは避け、
外出時にはマスクを着用しましょう。子供から感染する病気も多いため、特に発熱、
発疹がある子供には注意しましょう。

５	安産のために準備しましょう

①時々あぐらを組み、股関節や骨盤底の筋肉を柔軟にしましょう。
②早産の兆候がなければ、妊婦体操をしましょう。

６	体重コントロールをしましょう

妊娠中の体重増加の目安は、体型 (やせ形、普通、太っている )によって異なります。
体型をあらわす指標として、ＢＭＩ (Body	Mass	Index、体格指数 )を用います。
まず、あなたの妊娠前 (非妊時 )のＢＭＩを計算してみましょう。
　　BMI	=	体重	　　　　(kg)	÷	身長		　．　		(m)	÷	身長		　．　		(m)

　 　 　 　 　
あなたのＢＭＩ

　　　例：（非妊時に身長 161㎝、体重 52㎏の人）　52㎏÷ 1.61 ｍ÷ 1.61 ｍ＝ＢＭＩ 20.0　
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次に、表から自分の体重がどれだけ増えるのが適切か確認しましょう。

体格区分 (非妊娠時 )
妊娠全期間を通しての
推奨体重増加量

妊娠中期から末期の
推奨体重増加量

低体重（やせ） BMI	18.5 未満	 9 〜 12kg
1 ヶ月に 1㎏を
目安としますふつう

BMI	18.5 以上
25.0 未満

7〜 12kg*

肥満 BMI	25.0 以上	 おおよそ 5kg を目安 ** 医師に要相談

	* 体格区分が「ふつう」の場合、BMI	が「低体重 (	やせ )」に近い場合には推奨体重増加量の

上限側に近い範囲、「肥満」に近い場合には推奨体重増加量の下限側に近い範囲の体重増加が望ましい。

**BMI	が	25.0	をやや超える程度の場合は、おおよそ 5	kg	を体重増加量の目安とする。BMI	が 25.0	を著しく超

える場合には、他のリスクなどを考慮しながら、個別に対応する必要があるので、医師などに相談することが

望ましい。

妊娠による体重増加

★赤ちゃん　　　・・・約 3㎏　　　　　　　　　　

★胎盤・羊水など・・・1.0 ～ 1.5 ㎏　

★血液・水分　　・・・1.5 ～ 2.0 ㎏

★子宮や乳腺の増大・・1.5 ㎏

★脂肪 (乳房や皮下脂肪 )・・・お産や授乳のエネルギーとしてある程度は必要です。

およそ 7～ 8㎏

　極端な食事制限で体重があまり増えないと、低出生体重児や、赤ちゃんが将来、生活習慣病にかか
る原因になるといわれています。ダイエットをしてはいけません。

基準体型 (およそ身長 158㎝、体重 50～ 53㎏前後 )のエネルギー・タンパク質必要量

エネルギー
付加量

推定エネルギー必要量（１日） たんぱく質（１日）

レベルⅠ レベルⅡ 必要量 推奨量

非妊時 基準 約 1700kcal 2000kcal 40 ｇ 50 ｇ

妊婦初期（〜16週未満） ＋50kcal 約 1750kcal 2050kcal ＋ 0 ＋ 0

妊婦中期（16〜28週未満） ＋250kcal 約 1950kcal 2250kcal ＋ 5 ｇ ＋ 10ｇ

妊婦後期（28週〜） ＋450kcal 約 2150kcal 2450kcal ＋ 20 ｇ ＋ 25ｇ

授乳中 ＋350kcal 約 2050kcal 2350kcal ＋ 15 ｇ ＋ 20ｇ

身体活動レベルⅠ（生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合）
身体活動レベルⅡ（座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・
	 	買い物・家事・軽いスポーツ等のいずれかを含む場合）

日本人の食事摂取基準（2015年版）より抜粋
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★毎日体重を量りましょう

★間食を控え、３食きちんと食べましょう

★果物や、野菜ジュースのカロリーにも注意しましょう

★季節の食材を使用し、楽しみながら薄味にしましょう

★自分に必要な量を器に取り分けましょう

★夕食は寝る３時間前までにすませましょう

★おなかが張らなければ、30分くらいウォーキングをしましょう

７	妊娠中の食事

葉酸  1日480μg
青菜、ブロッコリー、
レバー、枝豆 など

妊娠中の食事

高血圧予防にも！

ビタミンDや蛋白質と
一緒にとって吸収アップ！

カルシウム  1日650㎎
乳製品、切り干し大根、
小松菜、小魚 など

ビタミンBの
仲間です。妊娠初期

には特に必要！
貧血予防にも！

植物性食品の鉄は吸収が
悪いのでビタミンCや

蛋白質を一緒に！

蛋白質  
乳製品、肉、魚、
大豆、卵 など

ビタミンD
1日7.0μg
青魚、ウナギ、
干しシイタケ など カルシウムの利用を助ける！

日光を浴びると体内でも
作られる！

ミネラル
鉄、カルシウム

脂質

ビタミン
葉酸、ビタミンD

蛋白質

赤ちゃんの健やかな成長のため、

基本栄養素をバランスよく摂りましょう

炭水化物

摂りすぎに注意！

鉄  1日21㎎  
レバー、しじみ、
大豆・大豆製品 など
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●「主食」を中心に、エネルギーをしっかりと

妊娠期・授乳期は、食事のバランスや活動量に気を配り、食事量を調節しま
しょう。また体重の変化も確認しましょう。

●不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜」でたっぷりと

野菜には、ビタミン・ミネラル・食物繊維など、健康の維持・増進に必要な
栄養成分が多く含まれています。積極的に食べましょう。

●からだづくりの基礎となる「主菜」は適量を

肉、魚、卵、大豆料理をバランスよくとりましょう。赤身の肉や魚などを上手に取り入れて、貧血を
防ぎましょう。ただし、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に気をつけて。

●牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、カルシウムを十分に

妊娠期・授乳期には、必要とされる量のカルシウムが摂取できるように、偏りのない食習慣を確立し
ましょう。

●母乳育児も、バランスの良い食生活のなかで

母乳育児はお母さんにも赤ちゃんにも最良の方法です。バランスのよい食生活で、母乳育児を継続し
ましょう。

（「妊産婦のための食生活指針」(厚生労働省 )を参照）
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妊産婦のための食事バランスガイド



24

妊  

娠

　	出産準備クラス・母乳育児クラス
当院は、初めてのお産の方を対象に、出産準備クラスを行っています。また、希望の方に母乳育児
クラスを実施しております。
先着順の定員制となっていますので、受講していただけないことがあります。ご理解のほどよろしく
お願いいたします。変更は空きがあれば対応可能です。指導室助産師へお声かけください。
出産準備クラスは、地域での受講もお勧めします。ご予約方法は各自でご確認ください。

●Ⅰクラス		………………………………………………	 第 2土曜日 9：30〜 12：00
●Ⅱクラス（妊娠 32週以降の方対象）………………	第 3土曜日 9：30〜 12：00
	（Ⅱクラスは、ご主人も参加が可能です。）	 　　　　　	または、13：30〜 16：00

●母乳育児クラス（妊娠 20週頃〜 34週頃まで）…	第 2土曜日 13：30〜 15：30
　（ご主人も参加可能です。）

ご予約方法、予約キャンセルについては
産婦人科外来へご相談ください。

出産準備クラス

Ⅰクラス（安産のために） Ⅱクラス（安産のための心と身体の準備）

日 時 　　月　　日　9：30〜 12：00 　　
月　　日

　		9：30 〜 12：00
　　　　　　　13：30〜 16：00

受 付 開 始 9：00〜 9：30 9：00 〜 9：30、13：00〜 13：30

会 場 5階大講堂

持 ち 物 母子健康手帳、筆記用具、テキスト

内 容

妊娠中の過ごし方
妊娠中の栄養
母乳育児のすすめ
妊娠体操
入院に必要な物品　　他

分娩の経過と呼吸法
リラクゼーション
乳房の手当て
入院生活について
病棟案内

母乳育児クラス

日 時 年　　　　　月　　　　　日

受 付 開 始 13：00〜 13：30

母乳育児クラス 13：30〜 15：30

会 場 5階大講堂

持 ち 物 母子健康手帳、筆記用具、口紅、テキスト

内 容
DVDの視聴、母乳育児のちょっとしたコツ
（母乳分泌のしくみ、母乳育児の利点、抱き方と含ませ方）
食育と母乳育児（栄養士より）

●動きやすい服装でお越しください。
●キャンセルの場合は連絡をお願いします。
●当日は再診機での受付は不要です。

～MEMO～



25

分  

娩

　 6 いよいよお産 　

入院物品準備はできましたか？
留守中のことは家族と打ち合わせしてありますか？
当日の手配の確認はしてありますか？
赤ちゃんを迎える準備はととのいましたか？
バランスのよい食事と適度の休息をとっていますか？
出産に向けてこころの準備はできていますか？

１	お産のはじまり

病院へ電話します。 03-3941-3211  都立大塚病院（代表）

陣痛とは子宮の規則的な収
縮のことです。

「陣痛かな？」と思ったら痛み
の間隔と持続時間を計って
みましょう。
初産の方は1時間に6回以上
または、10分以内の規則的
な痛みが来るようなら受診し
ます。
経産婦の方は10分から15分
間隔でも、いつもより強い痛
みがきたときは、受診しまし
ょう。

陣痛

破水は赤ちゃんを守っている
膜が破れて羊水が出てくる
ことです。
尿を漏らしたような感じがし
ますが尿と違って、透明で自
分の意志とは関係なく流れ
出てきます。
お産開始後に起こりますが、
陣痛の前に起こることもあり
ます。
量が少なかったり、はっきり
しない場合でも必ず受診し
ましょう。

破水

お産用ナプキンを当て産褥ショーツをはきましょう

赤ちゃんを守っている膜が子
宮の壁からすこしだけはが
れる時に起こります。
お産が近づいているしるし
です。
生理のように出血が多い場
合、またはかたまりのような
出血があったら病院へ連絡
しましょう。

出血

● 氏名、診察券ナンバー、予定日、症状などを告げてください。
● 職員が対応しますので、指示に従って病院へいらしてください。
● 陣痛開始の時間・破水した時間・出血した時間は記録するようにしましょう。

　＊月～金曜日の午前9時から午後4時は、産婦人科外来で受診します。
　上記以外は､救急外来で受診します

　　＊次のような場合は早めに連絡し、来院するようにしましょう。

　①胎動が少ない、または、胎動が弱く感じるとき。
　②強い痛みが短い間隔（3〜 5分）で始まった方。持続的な張りや痛みのある方。
　③妊婦健診で子宮口が開いていて、分娩が早い可能性があると説明を受けている方。
　④経産婦の方（お産の経験がある方）で前回の分娩が早かった方。
　⑤骨盤位・帝王切開術の経験のある方。
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お産後、病室での面会時間は午前 7 時から午後 9 時です。
他の時間帯はエレベーターホールでご面会いただけます。

ご面会の方へ ご協力のお願い

３階フロアの病棟には　新生児がご入院されています。
職員として新生児の感染防止　安全について、細心の注意を払っております。
つきましては、ご面会の方にもご協力をお願いいたします。

☆面会の方は、マスクをご用意して頂き、３階フロア全域でマスク着用をお願いします。
☆新生児に触れる際には、手洗いまたは手指消毒を使用しましょう。
　他の方の新生児に触れないようにしましょう。
　（ただし　面会の方専用に手指消毒のご用意はしていません。）
☆12 歳以下のお子さんは、病棟内での面会はご遠慮していただいております。　　　　

また、きょうだい以外のお子様は、赤ちゃんには触れないようにご配慮ください。
　（ただし　エレベーターホール内での面会は可能です）
☆新生児を３階フロアから移動しないでください。
　（ただし　検査等で他の階へ行く場合もあります。その際は職員より説明がございます。）
☆同室の方のご迷惑にならないよう、マナー（話し声　面会人数など）についてお気を
つけください。面会の方の室内での飲食はご遠慮頂いております。

☆陣痛室での面会時間には制限はありませんが、入室は 1名ずつでお願いいたします。
☆分娩室入室時は、スタッフがご案内いたします。ご主人のみの入室となります。
　分娩室入室時は手洗いを、お願いいたします。
☆ご家族のトイレは、1 階または 3 階のエレベーターホール右後方のトイレををご利用
ください。

☆分娩棟は清潔区域です。所定の場所以外は入らないようにお願いいたします。
　尚、ご面会の方の飲食はご遠慮ください。
☆入院中の電話での問い合わせは、個人情報保護のため
　お断りいたします。
☆病院敷地内及び院内は禁煙です。
☆臍の緒はお渡ししておりません。
　＊以上のことをご家族の方にお伝えくださいますようお願いいたします。

発熱　下痢　咳　流行性角結膜炎　など感染性の症状が疑わしい方は、
ご面会をご遠慮ください。
（インフルエンザ　ノロウィルス　ＲＳウィルスなど）
また 12 歳以下の小児の方は、風疹　はしか　水ぼうそう　耳下腺炎など
罹患しやすいため、症状が疑わしい場合もご面会はご遠慮ください。

お願い
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　 7 お産される時に必要なもの 　

お産に必要なものは早めに準備し、いつでも
間に合うようにしておきましょう。

●	入院中の貴重品管理は、ベッドサイドのセーフティボックスをご利用ください
●	貴重品や大金はお持ちにならないようにお願いいたします　入院費用は退院日に会計を行います
●	携帯電話の院内での通話はエレベーターホール前と限られております
●	必要な連絡先はメモなどに写しておいでくださいますようご協力ください
●	持ち物には氏名を記入してお持ちください
●	病棟にコインランドリーがあります。ご使用の際は、小銭、洗剤はあらかじめご用意ください

      □をチェック
　しながら準備してね。
それぞれお名前を書いて
分けてまとめて
　おきましょう

（退院の前日または当日にお持ちください）

□　赤ちゃんの着替え（肌着・中着・上着・おむつ・おくるみなど） 
□　お母さんの着替え（妊娠前のものはまだ着れません）

□　入院診療計画書
□　新生児聴覚スクリーニング同意書
□　先天代謝異常検査申込用紙
□　早期母子接触同意書（希望者）

□　緊急連絡先用紙
□　診療申込兼医療記録
□　母子健康手帳

入院時病棟で提出する書類　　（必要事項を記入してお持ちください）

□　診察券・健康保険証
□　入院申込書（1階入院受付又は救急事務へ提出）
□　手術承諾書（必要な方）

□　医療受給者証（お持ちの方）
□　「当院でお産をされる方へ」のテキスト

その他の書類関係

すぐに出せるようにしておくもの

□　前開きの寝巻　1枚
     （袖口が広く、丈の長いもの）
□　産褥ショーツ　2枚
□　お産用ナプキン　L
□　お産用ナプキン　M

□　（帝王切開の方は）腹帯
□　フェイスタオル　1枚（汚れても良いもの）
□　かかとがある履物
　　（クロックス等ビニール系の素材は不可）
□　ティッシュペーパー
□　時計
□　コップとストロー
□　血糖測定をされている方は一式すべて

◎お産の時に使うもの

退院する時に必要なもの

※コンタクトレンズをご使用の方はメガネをお持ちください。

※お産用ナプキンは売店でも購入できます。

ヘアドライヤーはナースステーションでお貸しします。

□　パジャマなどの着替え（授乳し易いもの）
□　バスタオル・タオル
□　産褥ショーツ

□　ブラジャーまたは哺乳帯
□　洗面用具一式
□　筆記用具

お産の後に使うもの

□　ウェットタイプのお尻拭き
□　ガーゼハンカチ　5～6枚　　　　※オムツが不足の場合は、ご用意して頂きます。

◎赤ちゃんに使うもの

バッグなどにひとまとめにしておきましょう
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　 8 お産のすすみ方

心身ともに、リラックスして無駄なエネルギーを使わないことは、
安産のためのポイントです。

お産は陣痛という子宮収縮があってゆっくりゆっくり進んできます。
長い時間かかるその痛みを乗り越えるひとつの方法として、呼吸法
があります。

呼吸法は次のような効果があります。

１　だんだん強くなる子宮収縮の痛みから気をそらし、
　　心と身体をリラックスさせる。
２　体力の消耗を最小限におさえる。
３　赤ちゃんにしっかり酸素をあげることができます。

分娩監視装置をつけていない間は̶̶

　ゆり椅子に座ったり
　ＴＶや本を見たり
　水分、食事などを摂ったり
　散歩をしたり
　シャワーを浴びたり (破水していない場合）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc…

自由にリラックスして過ごすようにします。
付き添いの方に腰や足をさすってもらうのもよいでしょう。

助産師がいきむタイミングをお知らせします。
あわてず、声掛けに合わせていきみましょう。
いきむ時は足を開き、分娩台のバーを引いておなかを
見るようにしていきみます。

陣痛のない時には、リラックスして呼吸を整えましょう。

お父さんも分娩室に入って赤
ちゃんと対面しましょう。
（カメラやビデオもどうぞ）

ご家族の方は後ほど対面して
いただきます。
お声をかけますので、それま
でお待ちください。

お母さんと対面です。
赤ちゃんの体重や身長などを
測って、お着替えがすんだら
おっぱいをあげましょう。

お産直後、１時間後、２時間後
にお母さんの状態や子宮、
傷、出血の状態を分娩室で
確認します。

子宮の収縮
が良くなる
注射をする
ことがあり
ます

陣痛の波に合わせていきみます。
最初と最後の深呼吸を忘れないように
しましょう。

陣
痛
と
呼
吸
法
の
こ
と

処
置
な
ど

陣
痛
室
で
の
過
ご
し
方

赤
ち
ゃ
ん
と

　子
宮
口
の
状
態

分
娩
室
へ
入
り
ま
す

陣痛室（子宮口が全開するまで） 分娩室（子宮口が全開してから赤ちゃんが産まれて2時間まで）

なぜリラックスや呼吸法が必要なの？

ま
ず
陣
痛
室
に
入
り
ま
す

分
娩
着
に
着
替
え
ま
す

病
室
へ
移
動
し
ま
す

２～３cm
5cm

7～8cm
10cm

（全開大）

いきみたい感じがしてきます 赤ちゃんの頭が見えてきます

フッフッフー

深呼吸

フーのフーのウン

胎
盤
が
出
ま
す

赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま
れ
ま
す

状況に応じて分娩監視装置をつけます

適宜内診します

分娩監視装置をつけます

出血に備えて点滴をします

赤ちゃんの進み具合でお産の準備をします

ご家族の方は控え室でお待ちいただきます

体重測定、腹囲・子宮底長の計測
尿検査、血圧測定

早期母子接触をした場合は
終了後に赤ちゃんの計測を
します。（　　　　　　  ）
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　 9 早期母子接触について 　

　当院は出生直後からの早期接触を行うことが可能です。早期接触には、下記のように多くの利点と
ともに安全に行うことが大切です。これらをご家族と共にご理解、同意された上で早期接触を希望さ
れた場合に、ガイドラインに沿って早期接触を実施いたします。

早期母子接触って何？

生まれてきた赤ちゃんへの愛情を込めた歓迎方法のひとつです。裸の赤ちゃんを母親の素肌の胸に抱き、皮
膚と皮膚を接触させながら保育する方法を早期皮膚接触といいます。処置・計測（体重測定など）は早期接
触の中に実施します。

早期母子接触の利点

・出生直後の皮膚接触や赤ちゃんによる乳房の吸啜は、最初の母と子のきずな形成を強め、母乳育児に効果的
です。

・赤ちゃんがおっぱいを吸うことにより、子宮の収縮を促し産後の出血を減らします。
・早期にお母さんの皮膚常在菌（赤ちゃんに害はないもの）を繁殖させることで、赤ちゃんの感染予防につなが
ります。

・赤ちゃんの体温が保たれ、低血糖を予防するなど出産によるストレスが減ります。
・呼吸や循環を落ちつかせ、胎外生活への適応を助けます。

早期母子接触の注意点

出生直後の赤ちゃんは、胎内生活から胎外生活への急激な変化に適応する時期であり、呼吸循環機能が不安定
な時期でもあります。「早期母子接触」の実施に関わらず、この時期は赤ちゃんの状態が変化しやすい可能性
があります。急変は約1万人に1人、重篤な事例は約5万人に1人の発生と報告されています。したがって赤ちゃ
んと触れ合っている間は、助産師による注意深い観察あるいはSPO2（酸素飽和度）モニターを装着します。

早期母子接触を安全に行うために

・低体温：十分に羊水をふきとり、帽子をかぶせ低体温を予防します。
・転落：分娩台にクッションを使用し、お母さんが赤ちゃんをしっかり抱きましょう。
・呼吸の障害：赤ちゃんの呼吸が妨げられないように姿勢（顔は左右どちらか横に向け顔が見えているか、
首が曲がっていないか、肩がお母さんの肩と平行か）などに注意し、酸素飽和度モニターの装着を行います。

・お母さんのご協力：早期接触中に何か心配なことがあれば迷わずすぐに看護師等に声をかけてください。
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早期母子接触対象の方

①事前にご本人とご家族の同意が得られ、同意書を提出された方
②妊娠 36週以降 42週未満の正常分娩で、赤ちゃんの呼吸や、皮膚色など問題なく元気な場合
③妊娠経過に大きな問題がない場合
④スタッフが安全に実施できると判断した方
⑤直接授乳が可能な方

＊早期接触を安全に行うために、早期接触対象者の基準があります。

このような場合には早期母子接触は行いません

①36週未満の早産、妊娠 42週以降の過期産の方、出生体重が2,300g 未満の場合。
②分娩後の経過に問題があるとき。
③お母さん、赤ちゃんの体調が不良となった場合は、早期接触の途中でも中止する場合があります。
④早期接触を中止したい希望があった場合（早期接触の途中でも希望した場合）は行いません。
　遠慮せずおっしゃってください。

＊状況により上記対象者の方でも出来ない場合があります。ご了承ください。

早期母子接触の方法

①医師、助産師が赤ちゃんの臍帯を切断後、鼻口腔の吸引、体についた血液・羊水をふき取ります。
②看護師が赤ちゃんを受け取り、お母さんの裸の胸に赤ちゃんを乗せながら赤ちゃんに付いている血液、羊水
を十分拭き取った後、オムツ 1 枚をつけます。赤ちゃんをお母さんに両手で抱っこしてもらいます。その上
から暖めておいたバスタオル、軽い布団などをかけ、赤ちゃんに布で作った帽子（病院で用意しています）
をかぶせます。

③赤ちゃんにSpO2（酸素飽和度）モニターを装着します。（痛みは伴いません）
④看護師が、分娩台のクッションを固定します。
⑤看護師がなるべくお母さん、赤ちゃんの妨げにならないように、赤ちゃんを観察、体温の測定などを、出生
直後に行います。出生 1時間以降の観察時に赤ちゃんに点眼薬を行います。

⑥早期接触の途中、赤ちゃんがおっぱいを欲しそうにした場合、吸わせてみます。
⑦出生後から最大 2 時間弱で終了します。しかし、お母さんが途中で中止を希望された場合はその時点で終
了します。遠慮せずにおっしゃってください。

⑧早期接触終了後に看護師が赤ちゃんの処置、計測（体重計測など）を行います。

＊やむを得ず早期接触中に看護師が離れる時はお母さんにお声をかけます。そのときは、赤ちゃんの顔色が不良になっていないか、
苦しそうにしていないか、ぐったりしていないか等、お母さんの方でもご確認していただき、必要時はすぐにナースコールのボ
タンを押してください。

　このパンフレットのP30〜 P31 を、ご家族にも目を通していただき、希望された場合は同意書にサ
インをお願い致します。なお、同意しない場合や早期接触途中でも中断はできます。それによって入
院中の看護ケアに何ら影響はありませんのでご安心ください。
　同意書の用紙 1枚はご自分の控えとし、残りの 1枚は分娩で入院したときに担当助産師へお渡しく
ださい。
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　 10 産後のスケジュール

経腟分娩されたかたへ　　退院基準：産褥経過が良好である　

病日 治療 処置 安静度 食事 清潔 排泄 その他

お産前

①分娩監視装置で赤ちゃんの心
拍・陣痛の状態を観察します。
②お産の進行状況により、会陰切
開、陣痛促進剤の使用を行うこと
があります。
③赤ちゃんが苦しい時やお産の経
過が異常であるときは、吸引分娩、
鉗子分娩、帝王切開を行うことが
あります。
④状況により超音波・血液検査を
行います。
⑤Ｂ群溶連菌陽性の方は入院後８
時間毎に抗生剤の点滴を行います。

状況により異なる
ため、担当看護師
にご確認ください。

妊産婦食ま
たは塩分制
限 や カ ロ
リー制限な
どの特別食
が出ます。
3日目の夕
食にお祝い
膳が出ます。

状態によっ
てシャワー
に入れます。

お産後、
最初のト
イレは必
ず看護師
が付き添
います。

産　後
０日目
/

（　　　）

お産後、最初の歩行
は必ず看護師が付
き添います。歩行で
きれば病棟内は移
動できます。

分娩後に看
護師が体を
拭きます。

分娩後の経過に
問題なければ、分
娩直後より母子
同室となります。
8 時 30 分 に デ
イルームで母乳
育児についての
DVDを見ていた
だきます。

１日目 
/

（　　　）

他の階にも移動で
きます。入院を通
して院外に出るこ
とはできません。

午後より、
予約制で
シャワーに
入れます。

２日目
 /

（　　　）

退院後の生活　
（月、水、金）
赤ちゃんの
おフロの入れ方
（火、木、土）の
お話があります。

３日目 
/

（　　　）

貧血があれ
ば錠剤の内
服をします。

貧血の血液検査が
あります。

予約は
ベッド番号で
例（８－３）

４日目 
/

（　　　）

退院診察を行いま
す。必要時、会陰
抜糸があります。
4日目検査（尿検査、
血圧測定、体重測
定）があります。

５日目 
/

（　　　）

状況によって退院
予定日が 6 日目以
降になることもあ
ります。

＊ 4日目チェックの方法	 尿検査－－	前日担当看護師が紙コップに名前を書いて渡します。朝 1番の尿をとり、
所定の場所においてください。

	 血圧・体重測定－－	デイルームにある測定機で計った後、血圧記録紙に氏名・体重を
記入し、血圧測定の上にある箱に入れてください。

その他　「当院でお産される方へ」の冊子を持ってお集りください
				　/　			　（　				）	 退院後のお話（月・水・金）11：15〜デイルーム（全員）
　				/　			　（				　）	 赤ちゃんのおふろのお話（火・木・土）14：00〜　新生児室または指導室（希望者）
	 調乳のお話（火）10：30〜　（金）13：30〜デイルーム（希望者）
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帝王切開されたかたへ　　退院基準：産褥経過が良好である　

病日 治療 処置 安静度 食事 清潔 排泄 その他

手術
前日
/

（　　　）

入院時モニ
ターによる
赤ちゃんの
心拍、陣痛
の状態を観
察します。

手術する部分を除毛
します。

病院の中を歩け
ます。

21時から
禁食になり
ます。

シャワーを
浴びること
ができます。

トイレ歩行
できます。

手術日
 /

（　　　）

抗生剤の点
滴を翌日ま
で行います。

肺塞栓予防
のために手
術前から手
術後歩行で
きるまで弾
性ストッキ
ングをはい
ていただき
ます。また、
手術後から
歩行できる
までフット
ポンプをつ
けます。

手術後は
ベッド上安静と
なります。

禁飲食に
なります。

手術室で尿
の管が入り
ます。

赤ちゃんがおっ
ぱいを欲しがる
時には、その都
度ベッドサイド
にお連れし授乳
のお手伝いをし
ます。

手術後
１日目
/

（　　　）

傷の確認を
します。

貧 血、
炎症反
応など
の採血
があり
ます。

初回の歩行は必
ず看護師が付き
添います。尿の
管がとれたらト
イレまで歩くこ
とができます。

手術翌日よ
り、水分を
少量から開
始し、流動
食、３分粥、
５分粥、全
粥から妊産
婦食または
食塩調整食
などになり
ます。
５日目の夕
食に、お祝い
膳が出ます。

看護師が体
を拭きます。

手術後 1日
目に、トイ
レ歩行可能
であること
を確認後、
尿の管をは
ずします。
その後はト
イレに行く
ことができ
ます。

２〜３
日目
/

（　　　）

3 日目からは病
院内を歩行でき
ますが、状況や
体調に合わせて
安静にしていた
だくことがあり
ます。
入院を通して院
外に出ることは
できません。

3日目から
シャワーを
浴びること
ができます。

予約は
ベッド番号で
			例（８－３）

8 時 30 分 に デ
イルームで母乳
育児についての
DVDを見ていた
だきます。

４日目
 /

（　　　）

4 日目検査
（尿の検査・
血圧測定・
体重測定を
行います。）

お腹の抜糸が必要な
場合は、横傷は 4日
目、縦傷は 7日目と
なります。

５〜 6
日目
/

（　　　）

５日目頃に
採血があり
ます。

退院前日又は当日に
退院診察をします。

退院後の生活　
（月、水、金）
赤ちゃんの
おフロの入れ方
（火、木、土）の
お話があります。

退　院
予定日
/

（　　　）

通常 7日目での
退院となります。

＊ 4日目チェックの方法	 尿検査－－	前日担当看護師が紙コップに名前を書いて渡します。朝 1番の尿をとり、
所定の場所においてください。

	 血圧・体重測定－－	デイルームにある測定機で計った後、血圧記録紙に氏名・体重を
記入し、血圧測定の上にある箱に入れてください。

その他　「当院でお産される方へ」の冊子を持ってお集りください
				　/　			　（　				）	 退院後のお話（月・水・金）11：15〜デイルーム（全員）
　				/　			　（				　）	 赤ちゃんのおふろのお話（火・木・土）14：00〜　新生児室または指導室（希望者）
	 調乳のお話（火）10：30〜　（金）13：30〜デイルーム（希望者）
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新生児聴覚スクリーニング検査（AABR）について

　先天性の聴覚障害の頻度は出生 1,000 人に対して約 1人とされており、比較的頻度の高い
疾患です。難聴が放置されるとことばの発達や発音に問題が出てしまいます。
出生した新生児に対して聴覚スクリーニング検査を行うことが、難聴児の早期発見・早期治
療において有用であるとされています。

　そこで当院では検査をご希望される方に対して、産科病棟入院中（日程により退院後早期）
に聴覚スクリーニング検査を施行いたします。費用は分娩費用とは別途料金となります。初
回検査の結果によっては、入院中または退院後に再検査を施行する場合があります。
　

●ケイツーシロップの内服時期

時間経過

1ヶ月健診の前日か
当日に内服し、以後は
1週間毎に3ヶ月に
なるまで内服する

内服時期
① ② ③

1ヶ月出生

病院で内服 ご家庭で内服（9回分）

退院 2ヶ月 3ヶ月

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

ケイツーシロップの内服について

　新生児・乳児がビタミンK欠乏に陥ると、ビタミンK欠乏性出血症（吐血・下血・頭蓋内出血など）
を発症する可能性があります。このため、ビタミンK製剤（ケイツーシロップ）をこの病気の予防の
ために内服する必要があります。
　1回目（日齢 1）と 2回目（日齢 4または 5）は 330 病棟入院中に内服します。330 病棟退院時に
退院処方としてケイツーシロップを 9包お渡しします。3回目は 1ヶ月健診日にご自宅で 1包をお子
さんに内服させていただき、以後 1週間毎に 1包ずつ 8回ご自宅で内服していただきます。退院後の
内服薬は入院中に 9包お渡しします。
　3回目からは母乳栄養・人工栄養にかかわらず全てのお子さんで内服が必要です。
　ご自宅でケイツーシロップを飲ませていて吐き出したり嘔吐した場合、大体半分くらい飲み込めてい
ればそれでよいです。半分以上飲み込めていないようなら、赤ちゃんが少し落ち着いてから次週の分の
ケイツーシロップを飲ませてください。最終的に 2、3包のケイツーシロップが足りなくなっても、飲
む回数が多いので問題ないと思われます。

　また、母乳栄養のお母さんはビタミンＫを多く含む食品（納豆や緑葉野菜など）を多く摂取していた
だくことも大切です。
　ケイツーシロップ予防投与は保険適応とならないため、9包で 270円のご負担をお願いいたします。
　お子さんの健康のため、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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★出生当日から夜も赤ちゃんと同室で過ごします。
★お母さんの具合によっては赤ちゃんをお預かりしますの

で看護師に声をかけてください
★外来でお渡しした①先天代謝異常検査申し込み用紙と、

②新生児聴覚スクリーニング同意書（希望者・自費）は、入
院時に提出してください。

　（①の結果は異常がなければ、赤ちゃんの1カ月健診でご
説明します。②の結果は退院時に新生児科医師よりご説
明します。）

赤ちゃんののむお薬と検査
★1日目・4日目に出血予防のためビタミンK2シロップを飲

みます
★毎日、朝と夕方に黄疸のチェックを行います。この検査で

基準値を超えた場合は、血液検査を行います。
※お渡ししたオムツが、なくなったら、自分で購入してください

17：30
検査

消 灯
点 灯

検査・診察がある場合
10：20までに
新生児室へ

10：30
新生児科医師の診察

沐浴
ドライケア
検温

9：30

6：00
22：00

7：00
赤ちゃんの
体温測定

終日母子
同室です。

・アプニアモニター（赤ちゃん用ベッドの呼吸センサー）を
　一日中付けます
・入院中の添い寝は事故防止のため、ご遠慮ください。

19：00
検温

入院中の1日のスケジュール

ご出産おめでとうございます。お産後は赤ちゃん中心の生活が始まります。日中も赤ちゃんが眠って
いる時にはお母さんもなるべく体を休め、産後の回復につとめましょう。

●ケイツーシロップの内服法

エーザイ株式会社の
パンフレットより

ケイツーシロップが
こぼれたり吐いた時
の対応の仕方
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　 11 ドライテクニックについて 　

　当院では、ドライテクニックという方法を取り入れています。ドライテクニックとは、赤ちゃん沐浴
は毎日行わず、赤ちゃんに付いている血液などで汚れているところや羊水のみガーゼで拭き取り、胎脂（た
いし）＊注をできるだけ落とさず、赤ちゃんへ体力消耗の負担を最小限に行う方法です。出産の翌日は、頭
だけ洗い、毎朝赤ちゃんの体重を計りながら、肌着と長着を交換しています。

＊注≪胎脂の役割≫
産まれた時に、赤ちゃんのからだについている白い脂のことです。赤ちゃんの体温を保ち、皮膚から細菌が入る

のを防ぐなどの重要な働きをします。ママからもらった皮膚を守る大切なバリアなのです。

赤ちゃんのドライテクニックについてQ＆A

Q：退院までお風呂には入らないのですか？

A：生まれた翌日に、頭は石鹸で洗います。沐浴は
全身状態が安定する日齢４－５や沐浴指導時に
入ります。帝王切開の場合は日齢7から入ります。

Q：沐浴指導はありますか？

A：火・木・土曜日に行います。

Q：沐浴がなくなると、全身の観察や体重も測ら
ないのですか？

A：毎朝体重測定と全身観察は行います。

Q：自宅に帰っても赤ちゃんはお風呂に入れなく
て良いのですか？

A：退院後は生まれてから日数も経ち、新陳代謝
が良くなっていますので、退院後は毎日お風
呂に入れてください。

Q：赤ちゃんの沐浴がないと血液が付着したまま
なのですか？

A：生まれたときに、羊水や血液などの汚れは柔
らかいガーゼで拭き取ります。完全に汚れが
取れていないこともありますので、赤ちゃん
に触れる前後は必ず手洗いしてください。ま
た出生翌日は、洗髪を行います。

Q：赤ちゃんをお風呂に入れないことで、どんな
メリットがあるのですか？

A：出生後の不安定な時期のストレスを緩和し、
体重減少や低体温の予防、黄疸の減少や、体
力の消耗を最小限にします。また、皮膚の乾
燥を防ぎ皮膚トラブル
が予防できます。

＊ドライテクニックに関して、不明な点等ございましたら 330 病棟にお問い合わせください。



37

産  

後

　 12 母子同室となるお母さまへの注意事項 　

１．お産後は１日赤ちゃんと過ごしていただきます。ただし、次の時間には赤ちゃんを新生児室へお連
れください。

　　　午前 10時 20分（赤ちゃんの診察日の札が入っている時）
２．新生児室に赤ちゃんをお迎えにいらした時には、赤ちゃんの足首とお母さまの手首につけたネー
ムバンドのお母さまのお名前と番号が合っているか確認させていただきます。

　　（赤ちゃんの取り違え防止、連れ去り防止のため）
３．同室中は体温測定、オムツ交換、授乳をしてください。尿と便の回数、その他赤ちゃんのことで
気がついた事などございましたら、看護師にお声を掛けていただくとともに「授乳記録用紙」にご
記入ください。

４．授乳は時間を決めず赤ちゃんが欲しがる時に行いましょう（母乳分泌促進のため）。
　　ただし３時間赤ちゃんが起きない場合は、起こして授乳しましょう。また起こそうとしても赤ちゃ
んが起きない場合は、看護師にお声をお掛けください。

　　（3時間以上授乳が空きますと、脱水や授乳量の不足とつながる可能性があるため）
５．赤ちゃんへの感染を防ぐため、面会は最少の人数で短時間にしましょう。（お子さんは 3Fフロア
のみの面会）

　　お母さまやご家族など赤ちゃんに触れるとき、また触れた後、必ず手を洗うか薬剤による手指消
毒を行ってください（面会の方も同様です）

　　12歳以下のお子さんや、風邪症状や急性胃腸炎症状、水痘など感染性の症状が疑わしい方のご面
会は、ご遠慮ください。

６．赤ちゃんはコット以外の場所や、お母さまのベッドに寝かせないでください。（転落防止のため）
７．汚れたオムツは毎回ビニール袋に入れて口をしばり、オムツ用バケツに入れてください。
　（感染防止のため）バケツがいっぱいになったら所定の場所に捨ててください。
８．午前７時、午後７時に赤ちゃんの体温測定を行い「授乳記録用紙」にご記入ください。
　　体温が 36.5 度以下 37.5 度以上の時は看護師に必ずお声をお掛けください。

入院中の同室の際の安全について 入院中の同室の際はお母さまに赤ちゃんの安全について
ご協力をお願いします。

１．赤ちゃんがコットへ寝ている時は、呼吸を感知するセンサーマットのスイッチを必ずオンにしましょう。
２．赤ちゃんの取り違え、連れ去りなどの事故防止のため以下について注意しましょう。

①	赤ちゃんはお部屋に一人にならないようにしましょう。お母さまが、赤ちゃんのそばを離れ
る時は、赤ちゃんを新生児室にお預けください。

②	赤ちゃんのネームバンドは無くさないようにしましょう。無くなった
り、はずれた場合はすぐに看護師にお声を掛けてください。

３．赤ちゃんの転落などの防止のために以下について注意しましょう。　
①	廊下は赤ちゃんを抱いて移動せず、必ずコットで移動しましょう。
②	体重測定の時は赤ちゃんから目を離さないようにしましょう。
③	窒息、転落などの危険性につながるため、入院中のお母さまのベッド
での添い寝はしないようにしましょう。

４．赤ちゃんをコットから抱きあげたりおろす時は頭などぶつけないように
注意しましょう。（スペースを使えるよう足元の荷物を整理しましょう）

     ご協力お願い
します。ご不明な点
   など、ご遠慮なく
     看護師にお声を
    お掛けください。
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赤ちゃんについて

生まれて1ヵ月までの赤ちゃんを新生児とよんでいます。
赤ちゃんの特徴を知り、ゆったりとした気持ちで過ごしましょう。

生まれたての赤ちゃん

ウーンとうなっている

うんちやげっぷが
でなくて苦しいとき

急にうるさくなったり、
暗くなったり

環境が変わったとき

おむつが
ぬれているとき

暑いとき
（着せすぎなど）

単なる運動

甘えたいとき

眠いとき

赤ちゃんはどんなときになくのでしょう

赤ちゃんの正しい姿勢
かえるのように（手はW、足はM）

反射
音や刺激に対する反射で

びっくりしたような
かっこうをすることがあります

生理的体重減少
生まれた時より10％位減ります

体温
おとなより高め（37.0℃）

生理的新生児月経
お母さんのホルモンの影響で
おんなの児は生理のように
出血することがあります

おしっこ
時々レンガ色のが

混ざることがあります

うんち
タールのような胎便から、

黄色や緑のゆるい便に
なってきます

おへそは
1週間位で取れます

（お渡しはしていません）

皮がむける
一皮むけてきれいになります

新生児生理的黄疸
ちょっと黄色くなります

抱っこしてほしいとき

口をパクパクして
おっぱいをさがす

おなかが空いているとき

赤ちゃんの健康状態

元気はあるか
機嫌はよいか
おっぱいの飲みは良いか

3つの
ポイント

嘔吐、熱や体温が高い低い、元気がない時 etc.

このような時にはすぐ連れてきてください

多少熱があっても病気とはいえ
ません。熱がなくても、ぐったりし
ている、機嫌が悪い、おっぱいの
飲みが悪い、などの場合には病気
にかかっていることもあります。
早めに受診しましょう。

　 13 赤ちゃんのからだと特徴 　
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♦脂漏性湿疹　
顔や身体に出来るにきびのようなポツポツ。元気があれば心配ありません。

○顔も石鹸を使って洗いましょう。
　石鹸分はしっかり落としましょう。
○入浴後は必ず保湿しましょう。

♦へそがジクジクする
　血が出る

○沐浴のあとにおへその根元を消毒し、乾燥させます。
○おむつをおへその下でおりまげましょう。
○血が止まるまで小さいガーゼを貼ってもよいでしょう。
○へそがジクジクして周りが赤くなっている時、熱をも
ったり、においがある時は、日中に受診の相談をしま
しょう。

※へその緒は感染予防の
為にお渡ししないことに
なっております。

♦おむつかぶれ

○こまめにおむつを取り替えます。
○お尻を良く乾かすようにしましょう。
○うんちのあとお尻だけ洗ってもよいでしょう。
○おむつの種類を変えるとよくなることもあります。
○おしりふきでかぶれることもあります。ぬるま湯でしぼった
カット綿で拭いてみましょう。

新生児期に多いトラブル

　近年、乳幼児の食物アレルギー予防の一つの方法として、スキンケアが非常
に重要といわれています。乳幼児の皮膚のバリアが湿疹で壊れてしまうと、そ
こから食物が感作（自分でないことを認識して攻撃するような反応が起こるこ
と＝アレルギー反応）され、一部の食物アレルギーは発症することがわかってきました。離乳食が始
まる前にもかかわらず、食物アレルギーを発症することもあります。
　特に乳幼児の場合は口の周りが、よごれ、母乳やミルクなどでただれがちです。食前食後にはぬる
ま湯で口周囲の皮膚を清潔にし、保湿剤をたっぷりと塗布するようにしましょう。

保湿剤の塗り方
・保湿剤はいつ塗布する？
・塗布方法、使用量は？

→入浴後 5分以内が最適です。
→すりこまないでやさしく塗りましょう。軟膏では人指し指の第 1 関節の長
さの量が、ローションでは 1 円玉大の量が手のひら 2 枚分に相当します。
塗る量の目安は、ティッシュ1枚が肌につくくらいの量を塗りましょう。

スキンケアと食物アレルギー
コラム
皮膚科医から一言
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お風呂に入れること

お風呂の準備

肌を清潔に保つ

全身の観察ができる

よく眠れる

さっぱりとして
お乳を欲しがる

赤ちゃんとの
スキンシップの場となる

血行をよくし
発育を促す

内風呂

パパ・ママの準備 品物の準備

生後1ヵ月たてば内風呂でもよいです。

★一日に一回は入れましょう
★授乳直後や空腹時はさけましょう
★お湯の温度：38℃～40℃
★お湯に入る時間は5分以内にしましょう

お風呂に入れるための注意

体温が37.5℃以上あり、機嫌が悪い

お風呂に入れない時は、ガーゼを熱いお湯に
浸しよくしぼって体を拭き、着替えましょう

こんな時はお風呂に入れない

★エプロンをつけ、長い髪は束ねましょう
★爪を短く切り、手を洗いましょう

ベビーバス
顔用洗面器（赤ちゃん専用）
水温計
石鹸
ガーゼハンカチ1枚（顔用）
沐浴布
ヘアーブラシ
綿棒
座布団
バスタオル1枚
着替え一式
つめ切り
臍消毒用アルコール

　 14 赤ちゃんのおふろ 　

産  

後
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お風呂の手順

石鹸で洗いましょう。1

上がり湯をかけて上がりタオルで
押さえるように水気をとります

5

おむつ・着物を着せます7 綿棒で耳・鼻を拭きます
ヘアーブラシで髪をとかします

8

1～5の順に洗い、最後に股・お尻を洗います4

6

頭を洗います（脇に抱える）2

おへその消毒をします
おへそが取れるまではアルコール綿棒でへそ
の中を充分に消毒します
おへそが取れても、ジクジクや出血がなくな
るまで消毒を続けます

3 服を脱がせ沐浴布で包み足から肩まで入れ
温めます

★体を洗う時、拭く時は、くびれている所を丁寧に
★生後2週目位から顔も石鹸を使って洗いましょう

石鹸を十分使用していますか？
＊泡立てネットの使用や、
　泡になるソープがおすすめ

　顔も石鹸で洗いましょう。
湿疹があってもきちんと泡で
　洗いましょう。

最後にぬるめのお湯で皮膚に
石鹸成分が残らないよう、
　十分に流しましょう！

洗うときは素手で爪を立てずに
指の腹を使ってしっかりと
もみこむように洗いましょう！

産  

後
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　 15 退院後の生活について

産後のからだの変化について

　妊娠・出産によっておこったからだの変化が、ほぼ妊娠前の状態に戻るまで、個人差はありますが
6〜 8週間かかります。
　心身の回復のためにも無理のない生活をしましょう。

悪　露（子宮や腟からの分泌物）
産後 1週間 産後 2週間　 産後 3週間以降

血性（量が多い） 褐色から黄色（量が少なくなる） 色が薄くなる
◆無理をすると、一時的に赤い悪露が増えることもあります。安静にしても増えるようなら、早めに受診しましょう。

乳　房

◆母乳を出すために
とにかく、赤ちゃんによく吸ってもらいましょう。
野菜多めのバランスのよい食事をし、身体を休めます。
個人差があります。焦らずゆっくりリラックスして、授乳を楽しみましょう。

◆お乳が張りすぎて困ったら
水分、甘いもの、脂っこいものはひかえめに。
授乳前に少し多めにしぼり、授乳後に肩の荷が降りる程度にしぼります。
痛みのある時は、水タオルで冷やすとよいでしょう。

体　重

出産後 6ヵ月位で妊娠前に戻るのが理想です。
産褥体操はこの時期とっても効果的です。

◆妊娠高血圧症候群の方：塩分、カロリーは控えましょう。
◆貧血の方：鉄分の多い食事を取りましょう。

次のような症状があったら対処法を参考にし、改善しなければ受診しましょう。

悪露の量が異常に増えたり、悪臭があるとき…パットをまめにかえ、安静にする。
尿が近く、排尿時に痛みがあるとき…水分をとる。
悪寒や発熱が続き、腰が痛いとき…早めに連絡し受診する。
乳房のしこりがとれず、痛くて赤くなったとき…痛い所を冷やす。授乳は普通に行う。
お手元に診察券を用意してから病院に連絡すると便利です。

産後の生活の目安

産後1週間 産後 2週間 産後 3週間 産後 4週間 産後 5週間 産後 6週間

入
院
中

授
乳
オ
ム
ツ
交
換

身
の
回
り
の
用
事

寝
た
り
起
き
た
り

部
屋
の
整
理
整
頓

洗
濯

食
事
の
支
度

性
生
活

普
通
の
生
活

近
く
へ
の
外
出

部
屋
の
掃
除

床
上
げ

退
院

１
カ
月
健
診

仕
事

シャワー 入浴

標準体重＝BMI22×身長（m)×身長（m)
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家族計画について

家族計画とは、親と子供の健康を守り、社会的、経済的にも責任を持って子供を育てていくために妊
娠や出産を計画的に調節する事です。

お母さんの身体のために、お産後1年以内の妊娠はなるべく避けましょう

＊産後、最初の月経が来る時期には個人差があります。
  授乳中でも60パーセントの人に月経があります。おっぱいをあげていても妊娠します。

排卵は月経の　12～16日前にあります

12～16日

最初の性交から避妊が必要です▶
▶ 月経

性交 ▶ 受精 ▶ 着床 ▶ 妊娠

出産 ▶ 排卵
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　 16 産  褥  体  操

産褥体操の目的

産褥体操は、妊娠、出産で変化した身体を元に戻すために行いましょう。
繰り返し行う事で効果があります。疲れない程度に行いましょう。
◆妊娠、出産で緩んだ筋肉や子宮の回復
◆足のむくみ、静脈瘤の予防
◆乳汁分泌を促します。
◆産後の身体のシェイプアップ（今がチャンスです！）

骨盤の筋肉を引き締める運動

●肛門の引き締め運動
　①仰向けに寝て膝をたてましょう
　②お尻の筋肉と肛門をギュッとしめましょう
●ヒップアップ
　①仰向けに寝て膝をたてましょう
　②そのままの状態でお尻を浮かしましょう　

お腹を引き締める運動

●足を上げる運動
　①仰向けに寝て膝を伸ばしましょう
　②息を吐きながらゆっくり片足を上げましょう
　③息を吸いながらゆっくり片足を下げましょう
　④片足ずつ交互に行いましょう
●ツイスト
　①仰向けに寝て膝をたてましょう
　②そのまま膝をつけたままで左右に倒しましょう
●腹筋運動
　①仰向けに寝て膝をたてましょう
　②お腹を見るように頭をおこしましょう

乳汁分泌を促す運動

●肩回し
　①肘をまげましょう
　②グルグルと肩をまわしましょう
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退院日のながれ

○平日・土曜→退院決定すると精算手続です。
◦精算書を 1 階会計 5番で支払手続きをしてください。会計後、病棟ナースステーションに控えをお
渡しください。

◦忘れ物を確認し、ネームバンドを外し退院となります。
◦次の入院のために 13時までにお部屋を空けてください。

○赤ちゃんが入院中の方はネームバンドでナンバーを確認します。赤ちゃんの退院まで大切に保管してく
ださい。

○日曜・祝日は救急会計窓口で後日精算の手続きをします。
○テレビカードが残りましたら、1階に精算機がありますのでご利用ください。

○書類について
・出産一時金（合意文書）	 ……… 書類は 1階 2番窓口に提出して下さい。後日受取りとなります。
	 国民健康保険の方は、出生届をした時に手続きができます。
・入院証明書	……………………… 書類は 1階 2番窓口へ（必要な方のみ）
・出生証明届	……………………… 出生後 14日以内に区役所、または市町村役場へ
	 （出生証明書、母子健康手帳、印鑑持参）
	 出生証明書は再発行しませんのでお取扱いには十分ご注意ください。
・出生通知票（ハガキ・封筒）	 … 必ず保健所へ郵送してください。
・健康保険	………………………… 赤ちゃんの加入はお早めに手続きをしてください。

1カ月健診について

受け付け前に　赤ちゃんの診察券を 2番窓口で、赤ちゃんの名前に作り変えてください。
お母さん
期日：赤ちゃんと同じ予約日、木曜日の午後 3時から医師の診察となります。赤ちゃんの診察が木曜

日以外の方や赤ちゃんが 320 病棟に入院されている方は、主治医が予約を入れますのでご確認
ください。

方法：妊婦健診と同様に受診します。生理用ナプキンをご持参ください。
①検尿をします（地下 1階採血室で受付をして、採尿します）
②産婦人科外来で血圧測定、体重測定をおこないます
③母子健康手帳「出産後の母体の経過」に血圧と体重を記入し産婦人科外来受付にお出しくだ
さい。

お願い　（1）お母さんの尿検査は、赤ちゃんの健診より前に済ませてください。

　　　　（2）初めてのお産の方は診察後に産後保健指導があります。赤ちゃんとお母さんの診察が済みましたら、

保健指導室にお立ち寄りください。

　　　　（3）赤ちゃんの診察予約時間が午後 3時以降の方は、お母さんの健診を先に済ませてください。

赤ちゃん　次のページをご参照ください。
赤ちゃんの退院の時に、母子健康手帳、赤ちゃんの診察券と一緒に予約券をお渡しします。
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お子様の1カ月健診のご案内

ご出産おめでとうございます。
お子様の 1カ月健診について簡単にご説明させていただきます。
1カ月健診は計測と診察に加え、先天性代謝異常検査の結果説
明をする大切な健診になりますので必ずお受けください。
予約日や予約時間に来院出来ない場合は、小児科外来に電話連
絡をお願い致します。

★　持ち物：	母子手帳・診察券・着替え・おむつ・おしり拭き・ミルク・
	 	 ミルク用のお湯（人工栄養の方）
★　乳児健診は木曜日の午後に行います。13 時頃から受付を開始致します。
	 午前中は通常の診療を行っています。お子様がかぜなどの感染症をもらうおそれがあ

りますので、13 時以前の来院はお控えください。
★　診療は予約制となっております。予約時間の 30分前位に小児科外来で受付をお済ま

せください。午前中の一般外来の診察延長により、多少開始時間が遅れる場合がござ
います。ご了承ください。

★　健診当日は混雑しています。待合室も狭いためなるべく少人数でお越しください。
　　御兄弟のお子様連れの時は 1人にしないようにお願い致します。
★　健診当日、風邪症状のある方は他のお子様に風邪がうつる可能性がある為、健診出来
ません。

	 一緒に風邪の診察は出来ませんので、症状があるときは早めに小児科外来へご連絡く
ださい。御兄弟のお子様も風邪症状などある場合は来院をご遠慮くださいます様お願
い致します。

★　健診日は次のような手順で診察しています。
①	小児科外来に診察券・受付表 2枚・母子手帳を受付に出してください。受付より
ファイルをお渡しします。

②	名前を呼ばれた方は処置室に入ります。（オムツ、お尻拭き、ファイルをご用意
ください）

③	お子様の身長・体重・頭囲・胸囲を測ります。
④	計測後、医師の診察になります。（診察時、医師に母子手帳をお渡しください。）
	 診察手順については診察室に掲示しております。ご確認くださいますようお願い
致します。

※診察前の授乳はご遠慮ください。授乳ご希望の方は必ず受付に声をかけて
　ください。
※外待合室に授乳室を設けてありますので診察終了した方はご利用ください。
※お子様の診察が済みましたら産婦人科外来を受診してください。
※お子様から目を離さない様、特に転落事故防止にご協力お願い致します。

東京都立大塚病院　小児科外来　03（3941）3211（代）

お願い
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	大塚病院の母乳育児に対する理念

私たちはWHO/UNICEF の母乳代用品のマーケティングに関する国際規準を遵守し、「母乳育児成功
のための 10カ条」に基づいてケアを実践し、健やかな母子関係が育まれる事を願って母乳育児を推進
しています。

　「方針」

１　すべての妊婦さんに母乳で育てられる利点と授乳方法について説明いたします。
２　母乳をのませられるようすべての母親を支援します。
３　母乳の飲ませ方を具体的に説明します。また、もし赤ちゃんが母親から離れなければならない

場合にも、母親に母乳の分泌維持の支援をいたします。
４　赤ちゃんがほしがる時には、いつでも母親が母乳を飲ませられるように、母子同室にして終日

一緒にいられるようにします。
５　母乳育児の継続的な支援をいたします。

　「母乳育児成功のための 10カ条」
　1989WHO/UNICEFの共同声明、母乳育児確立の為の産科スタッフの行動指針

１　母乳育児について基本方針を文書にし、関係するすべての保健医療スタッフに周知徹底しましょう
２　この方針を実践するのに必要な技能を、すべての関係する保健医療スタッフトレーニングしましょう
３　妊娠した女性すべてに母乳育児の利点とその方法に関する情報を提供しましょう
４　産後30分以内に母乳育児が開始できるよう、母親を援助しましょう	
５　母親に母乳育児のやり方を教え、母親と子が離れることが避けられない場合でも母乳分泌を維持で

きるような方教えましょう	
６　医学的に必要でない限り、新生児には母乳以外の栄養や水分を与えないようにしましょう　
７　母親と赤ちゃんがいっしょにいられるように、終日、母子同室を実施しましょう
８　赤ちゃんが欲しがるときに欲しがるだけの授乳を勧めましょう
９　母乳で育てられる赤ちゃんに人工乳首やおしゃぶりを与えないようにしましょう
10		母乳育児を支援するグループ作りを後援し、産科施設の退院時に母親に紹介しましょう

　「わが子におっぱいをすわせたい」と思うことから始まる母乳育児は、お母さんにとってはヒトとし
ての自然な行動で、赤ちゃんにとってはおっぱいを飲むことは、生まれながら持っている欲求の一つ
です。当院は病院を挙げて母乳育児を推進しています。

17 母乳育児のために
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　２	母乳育児は赤ちゃんだけでなくお母さんにも様々なメリットがあります

赤ちゃんにとってのメリット

●免疫力がつよくなります： かぜ、下痢・嘔吐、中耳炎、肺炎、気管支炎、

 膀胱炎、髄膜炎にかかりにくくなります。

●アレルギーを予防します：  アレルゲンの吸収を妨げます。

●将来の生活習慣病を減らします：肥満、糖尿病、動脈硬化・・・

●小児がんのリスクを下げます

●知能や神経の発達を高めます

●乳幼児突然死症候群のリスクが下がります

お母さんにとってのメリット

●出産後の子宮の回復を助けます

●出産前の体重に早くもどります

●閉経前乳がん、卵巣がん、子宮体がんのリスクが減少します。

●関節リウマチのリスクが減少します。

●生活習慣病にかかりにくくなります：高血圧や糖尿病、脂質異常症、心筋梗塞など

　妊娠糖尿病だった方も、母乳育児によって将来の糖尿病リスクを減らせます。

ミルク代は年間 10 ～ 12 万円
もかかるんだって。
　　　　　節約にもなるね

１	食育と母乳育児

　「食育」とは、“生きる上での基本であって、知育、徳育、および体育の
基礎となるべきもの。様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を
選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる
こと”と食育基本法では謳われています。

　食べることはこころとからだの源であり、様々な“食べる体験”を重ね、
健全な食生活を営む力を育てることによって、知能、心、体を育んでいく
ことができるのです。
　母乳育児は、食育の第一歩です。母乳は赤ちゃんに必要な多様の成分を
含み、赤ちゃんの成長に合わせてその成分が変化していきます。赤ちゃんが初めて出会う“たべもの”
母乳は、お母さんが赤ちゃんのためにオーダーメイドで準備した、最高の贈り物です。

　また、お母さんが食べたものや体調によって、母乳の味やにおいは微妙に変
化します。母乳を通じて、赤ちゃんは様々な食の体験を始めているのです。そ
のことは、将来の食べる意欲や食べる力を育て、健全な食生活を営む力をはぐ
くみます。
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３	妊娠中にできること

①乳腺の発達を助けるために
　おっぱいを締め付けるブラジャーは避け、妊娠・授乳用のものを着けましょう。家ではノーブラも
よいでしょう。四つん這いでの床拭きは、お産にもおっぱいにも効果的です。

②乳頭のお手入れ
　乳汁分泌が始まるとそこに汚れがついて詰まることがあります。入浴の時、石鹸できれいに洗いま
しょう。妊娠 34週をすぎたら (お腹が張りやすい方は 36週から )乳頭の手入れをしましょう。

③母乳育児をしているお母さんを知っておきましょう
　お母さんが赤ちゃんにおっぱいをあげている様子を見たことがなければ、是非その機会をさがして
みましょう。地域にラ・レーチェ・リーグなどの母乳育児サポートグループがあるかどうか地域の
保健センターや助産師会に聞いてみましょう。

４	母乳のでる仕組み

　妊娠初期から、ホルモンの働きで乳腺（おっぱいをつくるところ）が発達します。妊娠中は胎盤か
らの母乳分泌を抑えるホルモンが分泌されているため母乳は分泌しません。

　妊娠中期以降にじみでる人もいます。
　出産で胎盤が娩出され母乳分泌抑制の働きが弱まってくると
除々におっぱいが分泌されるようになります。そのため、分娩
直後から２日間程度は出なくて当たり前です。また、その時期
の初乳は少ない量でも赤ちゃんに多くの恩恵を与えることがで
きます。
　乳房の大きさは脂肪の厚さの違いですから、分泌の良し悪し
には全く関係ありません。
　妊娠中から出来るからだの準備をすすめて、いまから母乳育
児の準備をしましょう。

５	乳頭・乳輪部の手入れ

34 週になったら、手入れを始めましょう。乳頭部や
乳輪部が硬いと以下のトラブルがおこりやすいです。
①赤ちゃんがおっぱいをすいづらい。
②赤ちゃんにおっぱいを吸われて傷つきやすい。
　おっぱいをトラブルなく快適に飲ませるために、
妊娠中の手入れは有効です。お風呂の時間などを使っ
て、毎日乳頭の手入れを 2〜 3分程度行いましょう。
　当院では乳頭・乳輪部のマッサージは 34 週以降
に行うことを推奨しています。お産が近づくと乳頭・
乳輪部はとってもデリケートな状態になります。そ
のため、乳頭の手入れをする時は爪を短く切って、傷つけないように気をつけましょう。
　乳頭、乳輪部の手入れの時に使用するものとしては、ランシノー（ラノリン）、馬油などあります。

　子宮の張り止めのお薬を飲んでいる人は、乳頭の手入れを 36週過ぎから始めるのが良いでしょう。
　母乳育児をする上でお悩みの方や特別に心配がある方は、なるべく早い時期に、外来の指導室にて
ご相談ください。

DVDを必ず視聴してください。

※妊娠 37 週未満で乳頭の手入れをしている時に、お
腹が張ってきたら早産の誘因になることもあるた
め、すぐに中止しましょう。
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６	母乳育児と出産後の生活

①初期の過ごし方の説明時担当助産師が妊婦さんと一緒に、乳頭、乳房の状態を確認しながら
赤ちゃんの栄養法について、話し合いをさせていただきます。

②乳頭のトラブルを予防するためには、妊娠中からの手当てをお勧めします。妊娠 34週から乳
頭の手入れをはじめましょう。
＊おなかの張りやすい方はご相談ください。
＊乳頭の手入れは、出産準備クラスや外来指導時にもお話させていただきます。

③出産直後に分娩台で授乳を行います。（帝王切開の場合できないことがあります）
※早期母子接触については 30ページをご参照ください。

④出産直後より赤ちゃんとの同室が始まります。
＊お母さんや赤ちゃんの状態により同室できない場合には、赤ちゃんを当日から送迎し
　授乳を行います。
＊帝王切開の場合はお母さんの体調に合わせて開始します。

　　出産当日、お母さんと赤ちゃんが元気であれば赤ちゃんと一緒に病室での生活が始まりま
す。そのことによって、赤ちゃんはいつでもお母さんのおっぱいを欲しがるときに母乳が飲
めます。また、授乳のたびに抱かれることで、赤ちゃんには人としての基本的な信頼感が育ち、
初乳の恩恵（免疫や母乳に含まれる酵素など）が受けられることになります。

　　お母さんは、お産直後から頻繁に母乳を飲んでもらうと、おっぱいが出やすくなり、長期
にわたり母乳分泌が維持できる準備が整います。また、体の回復が早くなるなどの効果もあ
ります。

　　母乳育児によるスキンシップを通した、お母さんと赤ちゃんとの響きあいは、赤ちゃんの
　育ちやすさ、お母さんの育てやすさを助けることが分かっています。

⑤医学的に必要がない限り母乳以外のものは追加いたしません。
　（赤ちゃんは 3日分の水分と栄養を蓄えて産まれてきます）

⑥赤ちゃんの欲しがるサインに合わせて 1日平均 10回以上の授乳をお勧めしています。

⑦母乳以外の追加が必要となった場合は、お母様へ説明をさせていただき、同意を頂いた上で
追加いたします。希望での追加はしていません。（新生児科医の指示により人工乳を追加させ
ていただくこともあります）

⑧当院では周産期センターとしての役割を担っております。
　　赤ちゃんが出産予定より早めに産まれたり、小さく産まれた場合には赤ちゃんとの同室
ができない場合があります。このような場合には赤ちゃんに母乳をあげられるようにお手
伝いしております。ご安心ください。
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はじめのうちは夜昼区別なく、一度に飲める量も少ないので
赤ちゃんが欲しがるだけ吸わせてあげましょう。

リズムができます。（1～3ヵ月位はかかります）
ゆとりをもって育児を楽しみましょう。

母乳の利点

赤ちゃんの栄養について

出来るだけおっぱいを吸わせましょう。
おっぱいを吸わせることが刺激となって母乳が作られます。

病気に対する
抵抗力・免疫力がたっぷり

下痢・湿疹
アレルギーがおきにくい

スキンシップで
安心感を

胃や腎臓への負担が少ない
消化吸収がよい

新生児突然死症候群の
確率が少ない

赤ちゃんの吸い方が
うまくなる

おっぱいが
よく出るようになる

お母さんと赤ちゃんで楽しい授乳を！！

腸の働きをよくする
ビフィズス菌がふえる
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　 18 母乳育児について

　ご出産おめでとうございます。当院は、赤ちゃんの健やかな成長を願い病院をあげて母乳育児を推
進しています。スムーズな母乳育児のためには、出産直後から、赤ちゃんにおっぱいを頻繁に飲んで
もらう事が大切です。
　当病棟では、お母さんと赤ちゃんが健康であれば出産直後から、お母さんのベッドサイドで赤ちゃ
んも一緒に過ごしていただいています。出産当日から少なくとも 1日に 8回から 12回以上の頻繁な授
乳によって、赤ちゃんは初乳に含まれる高い免疫力を母乳からもらいます。また産後すぐからおっぱ
いを飲む刺激は、母乳をつくる助けになります。
母乳育児は、赤ちゃんとお母さん双方の力を引き出しあう共同作業です。
私たちはその作業を最大限お手伝いさせていただきます。

母乳育児のコツ

赤ちゃんが欲しがる時に、欲しがるだけおっぱいをあげましょう
　赤ちゃんは自分の成長に必要な母乳の量を知っています。授乳の時間や、間隔は決めずに赤ちゃんが
欲しがる時に欲しがるだけおっぱいをあげると、赤ちゃんにとって必要なおっぱいがつくられます。また、
飲み始めと飲み終わりではおっぱいの成分が変わります。赤ちゃんがおっぱいを放すまであげると、十
分な栄養をとることができます。医学的に必要もないのに、母乳以外の物をあげ、空腹や吸いたい欲求
を満たされると、それだけ母乳を飲みとる回数やつくられる量が減ってしまい、注意が必要です。

赤ちゃんがおっぱいを欲しがる早目のサインを知ってタイミング良くおっぱいを飲んで貰いましょう。
＊赤ちゃんが泣いたり、泣いた後に疲れきって眠り込んでいる時は遅いサインです。
　以下に記載の早目のサインを知る為にも、出産直後から同室をしています。

1. 赤ちゃんがおっぱいを欲しがっている早目のサイン

・体をもぞもぞと動かす	 ・手や足を握り締める
・手を口や顔にもってくる	 ・探索反射を示す
・軽く（または激しく）おっぱいを吸うように口を動かす
・舌を出す
・クーとかハーとかいうような柔らかい声を出す

赤ちゃんに、口いっぱいにおっぱいを飲んでもらう
ための抱き方と含ませ方を知っておきましょう

　赤ちゃんがお口の中いっぱいにおっぱいを含むコツや、
母乳をたくさん飲んでもらう抱き方があります。以下に様々
な抱き方を紹介しますが、どの抱き方にも共通するコツが
あります。

2. 共通の抱き方

・赤ちゃんとお母さんのお腹がぴったり向き合っている。
・赤ちゃんの頭の後ろと背中、お尻が一直線に支えられている。
・赤ちゃんの体は乳房の方を向いていて、ねじれたり、曲がったりしていない。

《適切な例》 《不適切な例》
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3. 様々な授乳姿勢と抱き方

横抱き：一般的な抱き方

お母さんは座って、赤ちゃんは横抱きです。
背中にクッションを置き、リラックスした姿勢になります。
赤ちゃんの頭はお母さんの肘のあたりとなり、赤ちゃんの殿
部は手のひらで支えます。
赤ちゃんをお母さんの乳房の高さで抱き飲ませる側の乳房と
同じ側の腕で赤ちゃんの頭と体を支えます。
※赤ちゃんの体重はお母さんの腕と胸で支え、赤ちゃんを胸
の方へ引き寄せて抱きます。

交差横抱き：授乳に慣れていない時期や吸着がうまくいかない時期に向いています

背中と膝にクッション又はバスタオルを置きリラックス。
飲ませる乳房と反対の手で赤ちゃんの頭と、首の体を背中側
から支えます。
あいているほうの手で乳房を支えます。親指と人差し指でU
の字をつくり、乳房を下から挟むようにする方法もあります。
赤ちゃんの頭の動きをコントロールしやすいので授乳になれ
ない時期、吸着が難しい時期に向いています。

添い乳：お母さんも休息を取りながら授乳できるスタイルです

お母さんは横向きになっていて、赤ちゃんはお母さんのほう
を向いて横になっています。
枕やクッションなどで赤ちゃんを支えると楽です。
お母さんの乳頭と赤ちゃんの口を同じ高さにします。
お母さんの方に赤ちゃんの体全体が向くようにすると、横に
なったままでも深く吸着ができます。
※添い乳をする場合はベッド柵をあげましょう。また入院中
の添い寝は事故防止のためご遠慮ください。

脇抱き：帝王切開でお腹に傷がある、赤ちゃんが深く吸う事が難しい時に向いています

手のひらで赤ちゃんの頭と首・背なかを支えます。
空いている方の手で乳房を支えると深く吸着しやすいです。
産後早期の抱き方の共通のポイント　（P.52「2. 共通の抱き
方」を参照）
・お母さんがリラックスしていて、快適であること
・赤ちゃんが静かに覚醒していて泣いていないこと
・赤ちゃんが乳房の高さで抱かれている。赤ちゃんの体重はお
母さんの腕と胸で支え、膝では支えない（クッションに乗せ
るのではない）
・赤ちゃんの体全体がお母さんの方を向いて、しかも密着して
いること（お母さんの胸と赤ちゃんのおなかが密着）
・赤ちゃんの頭が身体に対して一直線に支えられ（耳・肩・腰
が一直線）、乳房の方を向いている
・お母さんが赤ちゃんに向かう（お母さんが前かがみになって
しまう）のではなく、お母さんが赤ちゃんを引き寄せる
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たて抱き：お母さんは座って、赤ちゃんは膝に座らせたような姿勢で頭と肩で支えます

深い吸着が難しい場合や、やや小さめの赤ちゃんに向いてい
ます。
体を横にして授乳できるので帝王切開術後の授乳や夜間の授乳
時、また、出産直後やお母さんの体調が悪い時に適しています。
乳頭と赤ちゃんの口の高さが合うよう、赤ちゃんのお尻の下
に枕を使用したり、お母さんが足台を使用するなどして、高
さを調整します。赤ちゃんが前かがみにならないように背中
をしっかり支えます。
赤ちゃんの下顎が少し上向きになるくらいがよいです。

4. 赤ちゃんがおっぱいを飲みとっているサイン

授乳中、下顎はずっと乳房に触れているが、鼻先は離れていてもよい。
赤ちゃんの口は大きく開いており（約 140 度）、唇は朝顔の花びらのように外側に開いている。
赤ちゃんの舌は乳房の下側を包み込んでいる。
＊実際にはこの角度には個人差があり、新生児では乳房に埋もれて見えないこともある
お母さんが快適である（痛くない）

5. 赤ちゃんがおっぱいをうまく飲みとれてないサイン

早くて浅い吸啜で、音をたてて吸ったり、舌打ちするような音が聞こえたりする。
頬がひきこまれる。（エクボができる）
乳房を含ませようとしても赤ちゃんがイライラし、吸いついたかと思えばすぐ放す。
赤ちゃんは非常に頻繁に飲んだり、一回の授乳時間がとても長かったりして自分から乳房を放さず、
満足していないように見える。
お母さんが痛みを感じる。
※これらの症状がひとつでもある場合はもう一度授乳をし直しましょう。
※以下の図は赤ちゃんがお母さんのおっぱいを飲みとっている様子とうまく飲みとれない様子を図に
したものです。抱き方のコツをマスターすると、自然に赤ちゃんが口いっぱいにおっぱいを含むこ
とができます。

赤ちゃんがお母さんのおっぱいを
うまく飲みとっている様子

・下口唇が外側にめくれている
・下顎が乳房に触れている

口の中の様子を
見てみると

ゴックン、ゴックンと
おっぱいを十分に飲みとれます

赤ちゃんがお母さんのおっぱいを
うまく飲みとれない様子

・赤ちゃんの口が大きく開かない
・下口唇が前に突き出したり、
　内側に巻き込まれている
・下顎が乳房から離れている 口の中の様子を

見てみると

チュパ、チュパと音が出たり
おっぱいを飲みとれないばかりか、
乳頭の傷や痛みも出来やすいです

UNICEF/WHO 著　赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援ガイド　ベーシック・コース「母乳育児成功のための10か条」の実践 
BFHI　2009　翻訳編集委員会　医学書院　2009より（一部改変）
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6. 産後に起こりやすいトラブル、乳房緊満（オッパイの強い張り）時の対処法について

乳輪部の浮腫（むくみ）をやわらげて、赤ちゃんがおっぱいを吸いやすくするため、お母さん自身が
できる方法として、リバース・プレッシャー・ソフトニング法を紹介します。

片手でもできる RPS 法
一方の乳房が RPS 法で柔らかくなったら、すぐにそち
らを飲ませながら、このように片手でもう一方の乳房に
RPS 法を行うこともできます。

リバース・プレッシャー・ソフトニング
reverse pressure softening（RPS）法
乳房緊満のために乳頭や乳輪部の浮腫が強いときに、お母さん
が自分の手指で胸壁に向かってゆっくりと圧を加えて浮腫を軽
減させる方法です。しばらくの間やさしく圧を保っていると、
図のようにうっ滞していた乳汁が溢れ出ることもあります。
Jean Cotterman:Breast feeding online. http://breast feeding online.com/rps.shtml を
参考に著者作成

お母さんも支援者も自信がつく母乳育児支援コミュニケーション術　本郷寛子・新井基子・五十嵐祐子著　南山堂　2012 P36より抜粋

7. 授乳の手順　　　　（♦はポイントです）

1　石鹸と流水でおむつ替え前・後に手を洗います
2　おむつを替えます
3　乳頭を赤ちゃんの舌の上にのせるようにし、乳輪部まで深くくわえさせます
♦	この時吸われている感じがなかったり、「チュッ、チュッ」と音がしたりしたら、きちんとくわ
えられていないので、もう一度やり直しましょう

4　授乳の終え方・終わり方
♦	赤ちゃんが乳房を離すまで授乳し、その後反対側の乳房からも授乳します。片側を空近くまで授
乳すると、カロリーが高く脂溶性のビタミンを含む後乳まで飲み干すことができます

5　ゲップをさせます
♦	赤ちゃんの顔がしっかり肩にのるくらいまでに抱いて、お母さんがイスの背もたれに寄り掛かる
と安定します

6　足りない時はしぼったお乳をのませましょう
7　おむつを替えます
8　手洗いをして記録します

授乳 排気をします手洗いしますオムツを確認します
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授乳とお薬について

1）授乳中にお薬を飲むこと

　母乳育児中のお母さんも何らかのお薬を服用するということがあります。お母さんがお薬を飲んだ
ときに、ほとんどのお薬は母乳に移行することは広く知られていることですので、赤ちゃんに何か影
響を与えてしまうのではないかと心配して、お薬を飲んでもいいのだろうか、あるいは、授乳を中断
した方がいいのではないか、迷うこともあると思います。

2）「授乳をやめた方がいい」とされてしまう理由

　厚生労働省が定めた基準に沿って製薬会社が作成するお薬の説明書「医薬品添付文書」には、その
お薬が母乳へ移行することが確認されていると「授乳中の婦人には投与しない」とか、「（服薬すると
きは）授乳を中止させること」などと記載されます。　この記載内容に従うと“授乳をやめた方がいい”、
“お薬を飲まない方がいい”という考えになります。
　

3）赤ちゃんへの影響は？

　日本の「医薬品添付文書」には、あくまで母乳移行するという理由だけで注意書きがなされている
事が多く、お薬の成分が移行した母乳を飲むことで赤ちゃんにどのような影響が出るのかまでは詳し
い説明はされていません。
　また、母乳へ移行するお薬の量はとても少量で、多くのお薬ではお母さんが飲んだ量の１％未満し
か移行しないと言われています。赤ちゃんが母乳を通じて摂取しても悪影響を及ぼす量には至らない
ものがほとんどです。
　授乳を控える必要のあるお薬は、母乳へ移行する量が少なくても赤ちゃんに有害な影響を及ぼす可
能性のある抗がん剤や放射性医薬品など非常に限られています。母乳へ移行する量が多くて赤ちゃん
に影響を及ぼす可能性のあるお薬を除いて、通常の量を飲む場合であれば使用可能なお薬がほとんど
です。
　

4）母乳育児を続けるために

　母乳育児のメリットは他のページで述べられているとおりです。母乳育児の大切さが知られるよう
になっても、まだ、お薬の使用（服用）を理由に授乳可能なお薬の場合でも授乳を中断するように言
われることもあるようです。一旦、授乳を中断すると再開が難しくなることもあります。
　授乳とお薬についての疑問や不安なことは、医師や薬剤師へご相談ください。
　なお、インターネットでも授乳中のお薬について調べられるサイト（国立成育医療研究センター
「妊娠と薬情報センター」HPなど）もありますので、参考にしてください。
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Q	 おっぱいをあげても、ベッドに寝かせるとすぐに泣いてしまいます。
　寝てくれても、１時間もたたずにまた泣いたり・・・。おっぱいが足りないの？

A お母さんは次のような時、「おっぱいが足りないの？？」と心配されることが多いようですね。

①赤ちゃんが母乳を飲んだ後も寝ない、よく泣く
② 1、2時間でまたおっぱいをほしがる
③試しに哺乳瓶でミルクをあげてみたら、よく飲んだ。また、その後よく寝た。
④乳房が張らなくなった。

　赤ちゃんが泣く理由はさまざま。お腹がすいた、暑い、寒い、痛い、抱っこしてほしい・・・
　生まれてから 1-2 ヵ月の赤ちゃんが、抱っこしていなければ泣いてしまうのは普通のことです。
　おむつを替えて、おっぱいをあげ、汗をかいていないか、おなかが張っていないか、チェックをし
ても泣いていたら、抱っこをしてあげましょう。　
　母乳は人工乳と比べて消化が良く、早くにお腹がすく傾向があります。また、赤ちゃんは口元にあ
る物に反射的に吸い付いてしまうので、哺乳瓶のミルクを与えると飲んでしまいます。　
　産後しばらくして、授乳のリズムがついてくると、母乳がよく出ていても乳房の張らなくなるよう
に感じることが多いのです。赤ちゃんとおっぱいの、需給バランスがついてくるのですね。
　生後６週間くらいまでの、母乳が足りているサインは次のようなものがあります。

①少なくとも 1日に 8回は授乳している
②色の薄いおしっこが 1日に 6〜 8回出ている
③ 1日に 3回くらいうんちが出ている（個人差があります）
④元気があって、肌の色つやが良い。
⑤体重増加はおおよそ 1週間で 140 〜 210 ｇほど

　これらのサインを確認し、赤ちゃんの吸い付き方もチェックしましょう。それでも足りないと感じ
たり心配な時は、地域の助産院や保健婦訪問、当院の母乳育児相談外来で相談しましょう！

私たちの頃は、赤ちゃんは 3時間ごとにミルクをあげていたけど・・・

赤ちゃんが欲しいときに、欲しがるだけあげるのが

一番いいのよ。おっぱいの出も良くなるんですって。

僕たちに一番いいのはおっぱいなんだ！

お母さんがおっぱいに集中できるようにサポートしてね！

でも、泣いてばかりだし、おっぱい足りないんじゃないの？

私たちも哺乳瓶でミルクをあげたいわ。

母 Q A乳 育 児 &
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Q	授乳すると乳首が痛みます。

A 出産後早期には、乳首が敏感になっていて授乳の最初に痛むことがあります。
　1週間以上続いたり、授乳が苦痛になるほどの痛み、明らかな傷がある時には・・・

①赤ちゃんの吸い方、抱き方をチェックしましょう。（→ 52〜 54ページ）
　赤ちゃんとお母さんのお腹が密着しているか、赤ちゃんは乳輪まで深くくわえているか・・・
②色々な抱き方を試してみましょう。
③傷がある時には、母乳 (抗菌作用があります )やランシノー (ラノリン )を塗ってみましょう。
④授乳前に温湿布を当てて、射乳反射を促したり、痛くない方の乳房から授乳してみましょう。
　早いうちに人工乳首やおしゃぶりを使うと、赤ちゃんは浅い吸い付き方を覚えてしまいます。
　母乳育児が軌道に乗るまで、人工乳首やおしゃぶりはなるべく使わないようにしましょう。

Q	お薬を飲んだら、母乳はやめなければいけないの？

A  風邪などで受診し、「薬を出しますから、授乳はやめてください」と言われる
ことも多いでしょう。
　でも、あきらめないでください。薬の種類によりますが、授乳を続けられる
ことも多いのです。
　まずは、受診するときに、「母乳育児をしているので、授乳できる薬を出してください。」と医師に
告げましょう。国立成育医療研究センター「妊娠と薬情報センター」ホームページにある「安全に使
用できると思われる薬と授乳中の治療に適さないと判断される薬の表」などをプリントアウトして持
参してもよいでしょう。
　お薬を飲まなければいけないのに自己判断で中止することはやめましょう。
　どうしても授乳を中断しなければいけない時でも、分泌を維持するために搾乳をしましょう。
　妊娠前から持病があり薬を飲んでいる場合は、お産前に外来担当医や外来指導室でお尋ねください。

その他、参考になる書籍やサイト

●「だれにでもできる母乳育児」ラ・レーチェ・リーグ日本（メディカ出版）
●「母乳の方が楽だった？おっぱいでらくらく　すくすく育児」北野寿美　(メディカ出版 )
●「シアーズ博士夫妻のベビーブック」ウィリアム＆マーサ　シアーズ (主婦の友社 )
●「これでナットク母乳育児」水野克己　監修 (へるす出版 )
●「離乳食」「はじめての母乳育児と心配事　Ｑ＆Ａ」日本母乳の会

★日本母乳の会　http://www.bonyu.or.jp/index.asp　母乳育児についてのＱ＆Ａがあります。
★ＪＡＬＣ (ＮＰＯ法人日本ラクテーション・コンサルタント協会 )http://www.jalc-net.jp/
　仕事復帰と母乳育児のＱ＆Ａがあります。政府による保育所に対する指針も紹介されています。
★ラ・レーチェ・リーグ日本　http://www.llljapan.org/index.shtml
　母乳で育てたいお母さんを支援するボランティア団体。妊娠中から授乳中のお母さんが集まる催し
が全国にあり、仲間を得たり、無料で電話相談にものってもらえます。

　また、母乳育児についてQ＆Aがあります。
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1．母乳・育児相談外来
1　対　　象：当院で分娩された 6カ月以内の方
2　場　　所：2階女性専用外来
3　相談内容：助産師による母乳・育児相談です。授乳状況等、確認させて頂きますので赤ちゃんと

いっしょに来院をお願いします。
また、当日は飲んでいる母乳の量を測るため、来院する時に赤ちゃんがお腹を空か
せているように授乳時間を調節してください。

4　相談時間：火・木曜日　12：30〜 15：30（お一人	約 30 分程度）
5　当日、お持ちいただくもの：

お母さんの診察券、母子健康手帳、タオル、オムツ、おしり拭き、ビニール袋、赤ちゃんの着替え
★搾乳されている方は、搾乳に必要な哺乳瓶、母乳パックなどご用意ください。

6　予約方法：入院中は 330 病棟スタッフへご相談ください。
退院後は予約センター（03-3941-5489）で予約をしてください。
（予約センター　平日 9：00～ 17：00　土 9：00～ 12：30）

7　予約当日は、お母様の診察券を再診機で受付し、女性専用外来においでください。
他の予約がある場合は、予約できませんのでご了承ください。（１ヶ月健診など）妊婦健診と同様、
自費での受診です。
予約時間をお守りください。キャンセルは前日までに予約センターへお電話ください。
当日やむを得ずキャンセルされる場合は内線 3310 へご連絡ください。

2．新生児科医師による2週間健診
２週間健診とは、330 病棟を退院されたお子様の生後２週間を目安にした健診です。
健診は、お子様の体重測定や新生児科医師の診察により、栄養状態などの確認が主な内容となります。
退院後の育児では、母乳が足りているのかが一番の心配事となります。そこで２週間健診を通して、
安心して育児できるようサポートする健診となっております。
２週間健診は、全員が対象ではありません。新生児科医師が必要と判断した方となりますので、
ご了承ください。

1　場　　所：２Ｆ女性専用外来フロア（母乳・育児相談外来の場所とは異なります）
2　予約から診察・会計までの流れ

①退院までに新生児科医師より予約日を含め説明をお受けください
②健診時には、お子様の診察券を再来機にお通しください
　　　☆お子様の診察券の作り直しは、１ヶ月健診でお願いします。
③２Ｆ女性専用外来フロアへ行き、健診をお受けください
④健診が終了しましたら、そのまま帰宅となります

3　持 ち 物：	オムツ、授乳に関するグッズ、着替え、母子手帳
※交換したオムツはお持ち帰りくださるよう、お願いします。

退院後の
母乳育児支援のご紹介退院後の
母乳育児支援のご紹介退院後の
母乳育児支援のご紹介
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Q&A
　　 母乳・育児相談外来とどう違うのですか？
　　 母乳・育児相談外来は、助産師による育児指導です。
　　 ２週間健診は、新生児科医師によるお子様の健診となっております。
　　 したがって費用も違いますので、ご了承ください。（健診費用：3,570 円）
　　★ただし健診以外の診療がある場合は別途料金となります。

受診の際は、以下についてお願いします
★お子様が咳・鼻水など感染症状がある場合は、2週間健診ではなく、小児科一般外来を受診してくだ
さい。（感染防止のため）

★感染予防の観点から、ご兄弟の付き添いはなるべくご遠慮くださるようお願いします。

3．ママほっとクラス
「ママほっとクラス」とは、お母様の安心と赤ちゃんの成長を見守るための取り組みです。退院後１週
間以内に来院していただき、赤ちゃんの体重を測り、授乳の進め方について一緒に考えていきます。

費　　用：無料
持参物品：母子健康手帳・母と子の診察券・替えのオムツ・おしりふき

クラス時間：火・木曜日 9：30～ 10：30

当日は、9：30～ 10：30の間に、直接２階の女性外来へ、お越しください。
午後の診療のため、受付は上記の時間で締切らせて頂きます。
たくさんの御来院、お待ちしております。

4．育児サークル　【不定期開催（土曜日）】
　　　院内掲示板又はホームページでお知らせしています。

＊おおつかママの会＊　　対象：当院でお産された方

大塚病院でお産されたママたちと同窓会のようにお話しをしてみませんか ?
このサークルは、他のママたちとお話しをし、育児情報の共有や育児の疲れを癒すなどを目的として
います。お子様やご家族とご一緒に、どうぞご参加ください。(飲み物のみ持参可 )

＊笑顔で育児応援サークル＊　　対象：テーマに興味のある方

いままで実施したテーマ　双胎など

当院でお産される方へ 登録番号（30）68

編集・発行者 東京都立大塚病院

 〒 170-8476 東京都豊島区南大塚 2-8-1 電話 03（3941）3211（代表）

  http://byouin-metro.tokyo.jp/ohtsuka/

印　　　　刷 神谷印刷株式会社 　〒 115-0043 東京都北区神谷 1-20-8  電話 03（3912）2571

平成 30年 12月発行

「退院後の母乳育児支援のご紹介」に関する疑問やご質問は、330 病棟スタッフへ是非
ご相談ください。
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妊婦さんご本人以外で連絡が取れる箇所を２か所記載してください。

を楷書で大きく記入してください。

※外国籍の方は、外国人登録証を確認させて頂きますので入院の際に必ずご持参ください。



赤ちゃんのカルテを作成します。氏名、住所、連絡先の３箇所のみ記入してください。
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記入しないでください。

記入しないでください。

ください。

説明書をよく読み、希望の有無を記載しお持ちください。

どちらかに○をお付けください。

　太枠内を記入してください。検査結果の報告が必要な場合、産後１ヶ月までの間に連絡
をします。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。
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をします。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。

早期母子接触同意書

東京都立大塚病院　病院長　殿

私は、「当院でお産される方へ」のパンフレットに書かれている P.30「早期母子接触につ
いて」を読み、早期母子接触を希望します。
実施について、以下の内容・注意点について説明文を読み同意します。
また、家族も説明文を読み、早期母子接触を行なうことを希望し、以下の内容について
同意します。

希望の場合は、以下の内容について確認し、□に印□3をお付けてください。

□	 早期母子接触の内容、利点、方法について

□	 早期母子接触の注意点について

□	 早期母子接触の対象となる基準について

□	 早期母子接触の対象であっても、行えないことがあることについて

□	 早期母子接触の実施途中において、状況により中止することもあることについて

□	 早期母子接触の途中でも中断でき、中断によって入院中の看護ケアに何ら影響は

	 ないことについて

□	 ご家族の理解が得られている

																														
　　　　　年　　　月　　　日

説明者　　東京都立大塚病院　看護師・助産師		　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　年　　　月　　　日

氏名					　　　　　　　　　　　　	㊞

※印鑑を所持されていない場合は、直筆の署名のみでも可です

病　院　控





患者さん	控

早期母子接触同意書

東京都立大塚病院　病院長　殿

私は、「当院でお産される方へ」のパンフレットに書かれている P.30「早期母子接触につ
いて」を読み、早期母子接触を希望します。
実施について、以下の内容・注意点について説明文を読み同意します。
また、家族も説明文を読み、早期母子接触を行なうことを希望し、以下の内容について
同意します。

希望の場合は、以下の内容について確認し、□に印□3をお付けてください。

□	 早期母子接触の内容、利点、方法について

□	 早期母子接触の注意点について

□	 早期母子接触の対象となる基準について

□	 早期母子接触の対象であっても、行えないことがあることについて

□	 早期母子接触の実施途中において、状況により中止することもあることについて

□	 早期母子接触の途中でも中断でき、中断によって入院中の看護ケアに何ら影響は

	 ないことについて

□	 ご家族の理解が得られている

																														
　　　　　年　　　月　　　日

説明者　　東京都立大塚病院　看護師・助産師		　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　年　　　月　　　日

氏名					　　　　　　　　　　　　	㊞

※印鑑を所持されていない場合は、直筆の署名のみでも可です





新生児聴覚スクリーニング検査のお知らせ

先天性の聴覚障害の頻度は出生 1,000 人に対し約 1人とされており、比較的頻
度の高い疾患です。出生した新生児に対して聴覚スクリーニング検査を行うこ
とが、難聴児の早期発見・早期治療において有用であるとされています。

そこで当院では検査をご希望される方に対して、産科病棟入院中（日程により
退院後早期）に聴覚スクリーニング検査を施行いたします。費用は分娩費用と
は別途料金となります。詳しい日程はお子さんが出生されてからお知らせいた
します。初回検査の結果によっては、入院中または退院後に再検査を施行する
場合があります。

検査結果は、退院時に新生児科医師からご説明いたしますが、結果は、「正常」
か「要再検」の 2種類のみです。結果が「正常」でも今後の疾患により難聴を
発症する場合もあり得ること、結果が「要再検」でも難聴が確定した訳ではな
いことにご注意ください。万一、再検査の結果も要再検であれば、日本耳鼻咽
喉科学会指定の専門施設にご紹介させていただき、さらに詳しい検査を受けて
いただきます。

別紙の新生児聴覚スクリーニング検査　説明・同意書（患者さん控用、病院控
用の両方）にサインしていただき、入院時に病院控のみを 330 病棟クラークま
たは看護師へお渡しください。

難聴児の早期発見にご協力をよろしくお願い申し上げます。

東京都立大塚病院　産科病棟・新生児科





病　院　控

新生児聴覚スクリーニング検査  説明・同意書

先天性の聴覚障害の頻度は出生 1,000 人に対して約 1人とされており、比較的頻度の高い
疾患です。出生した新生児に対して聴覚スクリーニング検査を行うことが、難聴児の早期
発見・早期治療において有用であるとされています。
そこで当院では検査をご希望される方に対して、産科病棟入院中に聴覚スクリーニング検
査を施行いたします。検査は自動 ABRという方法で、330病棟新生児室内にて出生翌日か
ら退院までの間の平日の日勤帯に、自然睡眠時または安静時に行います。検査を行うこと
によりお子さんが受ける不利益はありません。費用は分娩費用とは別に約 2万円前後です。
詳細は医事会計にお聞きください。初回検査の結果によっては、入院中または退院後に再
検査を施行する場合があります。
検査結果は、退院時に新生児科医師からご説明いたしますが、結果は、「正常」か「要再検」
の 2種類のみです。結果が「正常」でも今後の疾患により難聴を発症する場合もあり得る
こと、結果が「要再検」でも難聴が確定した訳ではないことにご注意ください。万一、再
検査の結果も要再検であれば、日本耳鼻咽喉科学会指定の専門施設にご紹介させていただ
き、さらに詳しい検査を受けていただきます。
なお、連休や年末年始等でお子さんの入院中に検査が不可能な場合は、初回検査も退院後
に外来で行います。

東京都立大塚病院長	殿

私は、私の子供に対する新生児聴覚スクリーニング検査を

　・希望します　　・希望しません　　（どちらかに○をお付けください。）

　

　　　　　		年		　　　		月		　　　		日

お名前		　　　　　　　　　　　　　　

新生児のお母さんのお名前		　　　　　　　　　　　　　　診察券番号		　　　　　　　　
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詳細は医事会計にお聞きください。初回検査の結果によっては、入院中または退院後に再
検査を施行する場合があります。
検査結果は、退院時に新生児科医師からご説明いたしますが、結果は、「正常」か「要再検」
の 2種類のみです。結果が「正常」でも今後の疾患により難聴を発症する場合もあり得る
こと、結果が「要再検」でも難聴が確定した訳ではないことにご注意ください。万一、再
検査の結果も要再検であれば、日本耳鼻咽喉科学会指定の専門施設にご紹介させていただ
き、さらに詳しい検査を受けていただきます。
なお、連休や年末年始等でお子さんの入院中に検査が不可能な場合は、初回検査も退院後
に外来で行います。

東京都立大塚病院長	殿

私は、私の子供に対する新生児聴覚スクリーニング検査を

　・希望します　　・希望しません　　（どちらかに○をお付けください。）

　

　　　　　		年		　　　		月		　　　		日

お名前		　　　　　　　　　　　　　　

新生児のお母さんのお名前		　　　　　　　　　　　　　　診察券番号		　　　　　　　　

患者さん	控
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