
胎児心拍数モニタリングの読み方と
ドクターコールのポイント

特集1

　正常な胎児をいかに元気で健康な状態で分

娩させるかが分娩時管理の中心である。その

ためには，胎児アスフィキシアという耳慣れ

ない言葉に慣れていただく必要がある。

　胎児アスフィキシアとは，①何らかの原因

で（例えば前置胎盤の大出血）胎児に流れる

血液が減少し，②胎児が酸素を利用できずに

アシドーシスとなり，③その悪い状態が続く

と胎児の臓器の障害や胎児死亡に発展する状

況のことを言う（図１）。

　胎児アスフィキシアの臨床診断名は， non-

reassuring fetal status（日本語病名としては

胎児機能不全）である。分娩時における胎児

機能不全の診断には，専ら胎児心拍数モニタ

リング（または胎児心拍数陣痛図〈cardio-

tocogram：CTG〉）を用いて診断されている。

胎児機能不全と胎児アスフィキシアとの関係

を述べることが，分娩管理という医療行為を

特徴づけていると言っても過言ではない。

分娩時における 
胎児管理の特徴

胎児機能不全の診断特異度が低い
　臨床の現場では，胎児機能不全と診断して

も， 実際に胎児アスフィキシアであることは

少ない。胎児状態の悪化と診断し，患者と家

族に説明し，緊急帝王切開術を行ったとこ

ろ，新生児が元気でアシドーシスもないケー

スは頻繁に経験する。胎児機能不全を示す

FHRパターンは全分娩の約30％に見られる

が，臍帯動脈血pHが7.10未満であるケース

はその10％，7.00未満であるケースは１％，

そして分娩時低酸素が原因で脳性麻痺となる

ケースは0.1％であることが知られている１）。

一方，胎児機能不全がないと診断した場合

は，実際にアスフィキシアがない。
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〈図１〉 胎児アスフィキシア

１ ２ ３ 予後：進行すれば脳障害を
はじめとする臓器傷害

原因：低酸素または
低酸素・虚血 低酸素＋ 代謝性アシドーシス（混合性アシドーシス）

胎児アスフィキシア（asphyxia）

低酸素・虚血性のストレスに対して，胎児の代償機能が破綻した結果，
代謝性アシドーシスとなり，進行すれば，

脳障害をはじめとする臓器障害へつながる可能性のある状態。
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胎児機能不全の有・無が 
経時的に変化

　遅発一過性徐脈，基線細変動減少などの胎

児機能不全パターンと，胎児が健康であるこ

とを示すパターンが繰り返し起こるケースも，

実際の分娩ではよく経験される（図２）。こ

れは，胎児の睡眠・覚醒状態など，胎児の健

康度以外の因子が影響することが一因である。

胎児アスフィキシアは突然起こる
　それまで全く健康な FHR パターンを示し

ていた児が，分娩中に突然高度な徐脈などを

示すケースも少なくない。

実際の胎児心拍数パターン
の判読法

　日本産科婦人科学会周産期委員会編集の

『胎児心拍数図の用語と解説』（2003）に準

拠して，心拍数基線（FHR baseline），基線

細変動（baseline variability），一過性頻脈

（acceleration），一過性徐脈（deceleration）

を別個に判断する。しかし，このガイドライ

ンは専門家が合意した最大公約数的なもので

あるため，臨床の現場で使用するには十分で

ない。臨床応用には，①基線性変動を判読の

最重要項目とすることと，②基線と一過性徐

脈に重症度をつけることが必要である。

　この２つの意見は，Parer JTらによる８つ

の信頼できる文献のレビューの結果から導か

れた２）。すなわち，基線細変動が正常であれ

ば98％にアシドーシス（pH＜7.10）がない

こと，基線細変動が減少または消失すれば，

その23％にアシドーシスがあるということ，

さらに遅発一過性徐脈と変動一過性徐脈は，

心拍数の減少度や持続時間に規定されるこ

と，重症度が増すにつれて有意に胎児pHが

低下するという臨床的データから結論づけら

れた。文献的報告はないが，徐脈と遷延一過

性徐脈も同様であると推定する。ここでは，

これらのことを考慮した，それぞれの胎児心

拍数パターン要素の判読法を解説する。

基線細変動 
（FHR baseline variability）

　１分間に２サイクル以上の胎児心拍数の変

動であり，振幅，周波数とも規則性がないも

の言う。細変動は振幅の大きさによって，次

の４段階に分類される（図３）。

〈図２〉 胎児機能不全の出現パターン

胎児機能不全 胎児機能不全 胎児機能不全
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産後２週間健診
の実際と

効果的な進め方

産科病棟の概要

　当院は1949年に創立した栃木県北の基幹

病院であり，３次救急の救命救急センターを

有し，基本理念「マイタウン・マイホスピタ

ル～地域に根ざし，ともに歩み，心ふれあう

病院に～」を基に活動しています。常に医療

施設の整備に努め，職員一丸となり，地域の

人々のニーズに応えられる病院を目指してい

ます。また，地域周産期母子医療センターを

有しており，産科病棟34床（産科24床，院

内助産〈以下，バースセンター〉５床，小児

科新生児５床）と小児科病棟一般床28床，

NICU３床，GCU６床で運営しています。

　産科病棟は，2007年３月より院内助産シ

ステムとして助産師外来・院内助産を導入し，

2012年７月に病院の新築移転と共に院内助

産「バースセンター」を開設しました。産科

病棟とNICUとの連携を密にし，県内医療施

設からリスクの高い妊産婦の母体搬送の受け

入れ，合併症妊娠，切迫早産，胎児異常など，

ハイリスク妊娠に対応する高度な医療を行っ

ています。助産師31人（うちCLoCMiPアドバ

ンス助産師16人），保育士２人，看護補助者

３人を配置しており，助産師は産科外来での

助産師外来，母乳外来なども担っています。

産後ケア全般に関連した 
取り組みの概要

　当院産科では1980年代頃から母子の健康

を阻害し得る事例に対し，病棟の助産師が面

談や保健指導を行い，必要に応じて管轄の保

健師と電話連絡を取ったり継続看護連絡票を

記入したりして，情報交換を図っていました。

　2002年には，産科退院支援計画により当

院独自のハイリスク妊婦基準（表）を作成し，

社会的ハイリスク妊婦の抽出を行い支援して

きました。母性においてのシステムは，妊婦

が産科外来を受診し，助産師が初めてかか

わった時点からその人が出産し育児期間に至

るまで，ハイリスクスクリーニングが行われ

ています。ここでチェックされた項目が１つ

でもあった場合には，支援が必要と判断し，

院内のメディカルソーシャルワーカーや医

師，院外の各関係機関の職員や妊婦や家族を

含めた拡大カンファレンスを行っています。

母子と家族を対象とした 
産後２週間健診

那須赤十字病院　看護部　産科病棟
助産師看護師長　相馬幸子

そうま・ゆきこ●1995年那須赤十字病院に勤務。
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現在に至る。2015年CLoCMiPアドバンス助産師認証。

吉成律子　助産師看護係長
よしなり・りつこ●バースセンター係長。
2015年CLoCMiPアドバンス助産師認証。

助産師　須藤明美
すどう・あけみ●2015年CLoCMiP
アドバンス助産師認証。

小松亮美　助産師
こまつ・よしみ●2015年CLoCMiPアドバ
ンス助産師認証。
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そして，ケア計画を立ててケアを行っていき

ます。1997年からの産科病棟では，ハイリ

スク妊婦の抽出と必要時の地域保健師への情

報提供に至るシステム「母性における地域と

医療の連携システム」（図１）を整備しました。

　また，2004年には子ども虐待防止に向け

て基礎調査研究を開始し，2008年より退院

支援を含めた子ども虐待防止システムCAP

（Child Abuse Prevention）を始動し，円滑

な地域連携が図れるようになりました。

産後２週間健診開始までの経緯

　当院では，退院支援としてハイリスク妊婦

基準を設け，妊娠中から産後まで切れ目のな

い支援を続けてきましたが，ハイリスク妊婦

以外でも多くの不安を抱えながら育児を行

い，ストレスから精神的に疲労困憊してしま

う事例を耳にすることがありました。母乳外

来は，このような妊婦への支援ができる場の

一つではありましたが，すべてを網羅するこ

とは難しく，産後２週間前後のフォローはす

べての産婦を対象としていませんでした。

　全国的に児童虐待がクローズアップされる

中，近隣でもマタニティーブルーズの母親が

生後間もない児の命を絶つ，痛ましい事件が

ありました。私たちは改めて精神的フォロー

の重要性を感じると同時に，日々のケアにお

いても産後の具体的な対策や精神的フォロー

体制がないことに不安を感じ，すべての産婦

に対し退院後早期からフォローが必要である

ことを痛感しました。そこで，2017年４月

より，産科病棟で産後２週間健診プロジェク

トチームを立ち上げ，検討を開始しました。

■産後２週間健診のニーズの把握
　まずは，産後１カ月健診の産婦※50人にア

ンケートを取りました（回収率70％，有効

回答率83％）。その結果，「産後２週間健診

〈表〉 ハイリスク妊婦基準（母性）

•若年妊娠　　　　　•家族の協力が得られない
•未婚（育児支援が得られないなど）
•外国人（コミュニケーションがうまく取れない
など）

•児の障害　　　　　•多胎
•精神疾患の合併　　•経済的問題
•育児能力の不足

〈図１〉 母性における地域と医療の連携システム

妊娠届 外来受診 入院 退院 １カ月健診

病院から
地域に連絡

担当助産師の決定地域から病院に連絡

ハイリスクスクリーニング基準

母親・家族と面談

外来・病棟カンファレンス 外来・病棟カンファレンス

母親・家族と面談

必要時拡大カンファレンス 必要時拡大カンファレンス

※厚生労働省は，産後２週間，産後１カ月などの出産後間もない時
期の産婦に対する健康診査と表現している。
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　筆者の私見ではあるが，母乳ケアを行う上でいつも気になっていたこと

が２つある。１つは，現代の日本人女性の多くが，「できれば
4 4 4 4

母乳で育て

たい」という少し消極的な希望を持っており，どうもこれが産後の母乳育

児率の低下に影響しているようだということである。もう一つは，助産師

の母乳ケアは母親にとって癒しでありケアの効果もあるのに，積極的にケ

アをしたくないという助産師がいることである。母乳ケア後に乳腺炎症状

が悪化してしまった場合の責任をどうするかで，助産師はとても悩んでい

た。筆者は，これらを解決するために，ケア前後の乳房の状態を分かりや

すく評価できたら，母親にも分かりやすく説明でき理解も促すことができ

ると考える。

　そのような中，修士の学生とマタニティヨガの効果を見るために，エ

コー（超音波診断装置）を使用する機会を得た。エコーは，細い血管もき

れいに描出でき，しかも血流までも見える。周産期の分野では，胎児の超

音波診断として慣れ親しんできたが，乳房ケアにも使用できると考えた。

少なくとも助産師と母親が生理的な乳房の変化をエコーで視覚的に共有す

るだけでも，母親の「母乳育児の自己効力感」が増加し，母乳育児に積極

的になるかもしれない。また，エコーを使用することで，乳房ケアの効果

も客観的に評価できる可能性がある。

　ちょうどこのころに，助産院の助産師から「胎児に使用しているエコー

で乳腺炎を見たがうまく見えない。どのようにしたらよいか」という相談

を受けた。このような流れで，研究フィールドも確保でき，エコーを母乳

育児のために使用できるのかを共同で研究することになった。

　本稿では，エコーを活用した母乳育児支援をテーマに，エコーの基礎知

識やその他のエコーの活用についても紹介しながら，科学研究費の課題で

ある「超音波エコーを活用した母乳育児支援のための妊娠・産褥期の乳房

管理法の確立」の研究内容を紹介する。研究については，

大学の倫理委員会の承認を受けて実施し，エコーを実施

する際には，対象者に乳がんや乳腺症などの診断はでき

ないことを事前に了承を得た。

看護におけるエコーの活用の現状

　ここ数年で看護アセスメントの補助ツールとして，エ

コーの使用が拡大している。特に在宅看護ではその有用

性が高く評価され，大学教育にも導入されつつあり，そ

の研究も進んでいる。同様に，周産期の分野でも麻酔分
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娩が増え，排尿ケアが必要になり，エコーに

よる留置カテーテルの確認や残尿量計測が臨

床でも使用されている。また，研究ベースで

は，エコーを使用した産後尿失禁の骨盤底筋

群運動の指導方法を示した研究１）や，産後

の肛門括約筋の裂傷の評価２）などの研究も

進んでいる。このように，看護の分野でも周

産期の分野でもエコーの可能性は一気に広

がっている。

エコーの基本

◆機器の種類と使用する装置
　エコー装置は，100Ｖの家庭用電源を使用

するか充電することで，比較的簡単に操作す

ることができる。現在使用されているエコー

検査装置には，３つのタイプ（据え置き型・

ノートパソコン型・携帯型）があるが，CT

やMRIと同様な検査として据え置き型，病院

のベッドサイドで使用するにはノートパソコ

ン型，在宅では持ち運びが便利な携帯型とい

うように，目的に応じて使い分けされている

（図１）。
　プローブはエコー検査装置で最も重要な器

具であり，その先端に振動子を多数配列し，

送信と受信を繰り返している。プローブに

は，主に「コンベックス型」「リニア型」「セ

クタ型」の３つのタイプがあり，描出・評価

したい臓器・器官によって使い分ける（図２）。
プローブを取り違えると，明瞭に見えるもの

が見えなくなり，画面の映り方にも影響する

ので，用途に合ったプローブを選択する。乳

房エコーでは「リニア型」のプローブを使用

する。また，プローブは衝撃に弱いので，落

下させることなどがないよう取り扱いには十

分に注意する必要がある。

◆一般的な乳房エコー画像の描出方法
画像の表示方法（図３）
　エコー画面の描出方法は，横断像で常に画

面右側が被検者の左側，画面左側が被検者の

右側になり，検者の尾側から見た形となる。

縦断像では，画面左側が頭側で，右側に尾側

がくるように表示する。

エコー画像の調整（図４）
　エコー観察では，装置の画質と画面の調整

を行い，“観察すべき部位を鮮明に描出する”

ことが必要である。主な調整方法には次の５

つがある。

①ゲイン（gain）：画面全体の明るさを均一
に調整する機能で，観察時に適時調整する。

②STC（sensitivity time control）：画像
の深さごとに明るさを調整する機能で，深
さごとのツマミを調整する。

③ダイナミックレンジ（dynamic range）：
写真のコントラスト調整と同様で，ダイナ
ミックレンジが「広い」と，白黒コントラ
ストが弱くメリハリがない画像となる。逆
に，ダイナミックレンジが「狭い」と，白
黒コントラストが強く粗雑な画像となる。

④フォーカス：超音波ビームを収束させる距

在宅・災害現場手術室・病棟・
救急外来検査室

据え置き型

Ｘ-PORTE

ノートパソコン型

Ｍ-Turbo

携帯型

iViz

図１　エコー装置の分類図 写真提供：富士フイルム社
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