
特集

周産期の災害対策
経験・体験から学ぶリスクマネジメントの具体策経験

産師に期待される役割は非常に重要である。

自然災害発生時に妊産婦は 
どういう状況に置かれるのか

◆避難行動
　災害の発生直後，建物の倒壊，なだれ，

津波，浸水などの危険を回避するために，

一時的に避難が必要になることがある。し

かし，妊産婦の多くはこのような危機に瀕

した際，速やかな行動をとること自体が困

難である。特に妊娠後期の妊婦は，膨らん

だ下腹部で足元が見えづらくなり，一刻を

争うような移動時のリスクは高い。また，

退院後間もない褥婦や，新生児や乳幼児と

共に避難する必要がある母親においても，

迅速な避難行動は容易なことではない。そ

のため，災害発生後の母子の避難に際して

は，安全で確実な避難のために，妊産婦に

よる単独避難行動は避けることが望まれる。

同伴する家族がいない時間帯などに被災し

　昨今の地球規模の異常気象によって，い

つでも，どこでも，甚大な被害をもたらし

得る災害発生の脅威が高まっている。この

ような災害時の被災地では，発生の直後か

ら医療・保健・福祉ニーズの急速な増大が

生じる。また，発災直後の災害による直接

的な危機を免れた場合も，その後の避難状

況によって二次的な健康被害が生じること

もある１）。

　一方，妊娠・出産・育児の経験は，心身

や社会的側面にダイナミクスな変化をもた

らし，妊産婦はマイナートラブルの自覚や

不安が生じやすくなる。それに加え，被災

による直接的・間接的な多様な出来事が要

因となり，被災地の妊産婦には，いっそう

の心身の負担をもたらすことになる２）。そ

のため，災害対策基本法３）では，妊産婦や

乳幼児は災害時の要配慮者として，その特

性に応じた支援や平時からの備えの強化が

求められている。災害時の妊産婦・母子の

生命と健康を守るために，専門職である助
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魅力ある両親学級の作り方特集2 サブタイトルダミーサブタイトルダミー ハイリスク妊婦の管理特集2

す。当院にはスペイン語，ポルトガル語の

通訳が２人いることから，ブラジル人の分

娩が多いという特徴があり，外国人の分娩

は7％程度となっています。

両親学級で大切にしていること

　当院の両親学級は，仕事のある父親が参

加しやすいように，月１回土曜日に完全予

約制で行っており，１回15組程度の参加

があります。日本語が通じる外国人も含

め，初産婦や当院での出産が初めての方に

は積極的に参加を勧めています。

　前原は，「両親学級は，妊婦とその夫が

対象であり，出産や育児に向けた準備を夫

婦で一緒に行うためのものである。妊娠・

出産・育児に関する知識・技術を学習する

という点では母親学級と同様の内容である

が，父親・母親へのそれぞれの役割獲得に

向けた援助と，夫婦／両親を１つの単位と

した出産・育児を迎える家族への援助とい

う視点が加わる」１）としています。

　当院でも，父親が妊娠期から一緒に出

産・育児に参加するという心構えを持って

もらうために，父親を中心に発言や体験を

病院概要
　聖隷三方原病院（以下，当院）は，静岡

県西部に位置する934床（一般810床，精

神104床，結核20床）の総合病院です。高

度救命救急センターに指定され，急性期医

療を中心に浜松市北西部の中核病院として

地域医療を支えています。

　産科医療においては，地域周産期母子医

療センターに指定されており，病床数は産

婦人科病床34床（産婦人科30床，眼科４

床），NICU９床の43床であり，産婦人科外

来と病棟一元化の体制をとっています。助

産師は，アドバンス助産師10人を含む31

人が在籍しています。また，2009年３月

に分娩室を独立させた形態の院内助産を開

設し，妊産婦の「自らが産む力」を最大限

発揮できるように，夫婦のバースプランに

沿った支援を大切にしています。

　2018年度の全分娩件数は381件（うち院

内助産76件）で，帝王切開64件（16.8％），

吸引分娩０件（０％），鉗子分娩28件（7.3％）

でした。総合病院の産婦人科であるため，

基礎疾患や精神疾患などの合併症を持つハ

イリスク分娩が約70％，院内助産も含め

ローリスクの分娩が約30％となっていま

夫婦が出産，育児について 
話し合うきっかけとなる両親学級

秋葉志帆
社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷三方原病院　看護部　係長 

2010年より聖隷三方原病院に勤務。産婦人科病棟係長，アドバンス助産師。
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メンタルヘルス

ハイリスク妊婦と
特定妊産婦の

新連載

え，どのように対応していったらよいの

か，一緒に考えていこうと思います。

統計から現状を知る
　この20年間で日本における周産期領域

の状況は大きく変わりました。妊産婦を取

り巻く社会環境が非常に大きく変化してき

ています。また，変わったのは社会環境ば

かりではありません。医療現場も劇的に変

わってきています。

◆妊産婦の社会環境変化
　2019年の国内出生数は86万人と，1899

年の統計開始以来初めて90万人を下回り

ました。この10年間，政府の対策にもか

かわらず少子化・人口減は加速しています

（図１）。出生数は「今」の状況を知り，「将
来」を予測する大事な指標の一つです。生

まれてくる子どもの数が減っているという

ことは，今後も出生数は減少していくこと

が容易に想像され，そのことは社会保障の

支え手が減少していくことに直結していま

す。出産数の減少は，出産適齢期にあたる

連載にあたって

　今回から４回にわたり，「ハイリスク妊

婦と特定妊産婦のメンタルヘルス」につい

て連載します。最近になって，周産期にお

ける産後うつなどメンタルヘルスに関する

関心も高まり，実際の臨床現場でも非常に

大事な問題であると認識され，その対応に

ついても各地域や現場で日々試行錯誤され

ています。すべての妊産婦の心身の健康を

もれなく見守っていくことは，現実的には

不可能です。一方で，妊娠・出産から産後

のある期間まで，さまざまな職種の専門家

によるかかわりやサポートが必要な妊産婦

も少なくありません。そのため，どのよう

な背景や状況の下で，どんな妊産婦に注目

し，どのように抽出してフォローし，何か

の場合にはどう対応するのかが非常に大切

になっています。

　本連載では，まずハイリスク妊婦や特定

妊産婦についての現状や取り巻く社会的な

状況を学びます。さらに，妊産婦のメンタ

ルヘルスが影響を大きく与える子どもへの

問題について学び，現場でどのように考

“ハイリスク妊産婦”を取り巻く最新動向
～統計から変化を読む
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2010年母性看護専門看護師の資格を取得。専門領域での活動に加え，
院内の専門看護師と共に臨床看護師を対象とした看護倫理教育にも取
り組んでいる。
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京都府立医科大学附属病院　看護部　周産期病棟
母性看護専門看護師

新連載妊産婦のマイナートラブル妊産婦のマイナートラブル

←記事タイトルの字数に合わせて、伸ばす

はあるが，妊婦の30〜80％に認め，特に

妊娠後期に多い。

浮腫の重症度の判断
　浮腫の有無は，脛骨前面の末梢側３分の

１付近，あるいは足背を約10秒間，母指

で圧迫し，くぼみの回復を確認することで

分かる。浮腫の重症度は，くぼみの深さで，

＋１（２mm），＋２（４mm），＋３（６mm），

＋４（８mm）と分類される（表１）。

症状
　下肢の痛み，だるさ，夜間のけいれん，

チクチク感などが主な症状である。生活上

では，靴のサイズが合わなくなった，靴が

きつい，靴下が足に食い込んで跡がつく，

座りにくい，夕方以降が特に悪化するなど

の訴えが多い。

　手の浮腫には気付いていたが，様

子を見ているうちに指輪が抜けなく

なった妊婦もいる。分娩や帝王切開

に備え，早めに指輪は外しておいて

もらうとよいだろう。

ポイント

　妊婦の浮腫は，常にマイナートラブルの

上位であり，産科で勤務する看護職であれ

ば妊産婦から相談を受けたことがあるので

はないだろうか。「仕方がない」「生理的な

もの」として軽くとらえられがちではある

が，ここで再度，機序，鑑別診断，保健指

導について復習し，明日からの妊婦へのケ

アに生かしていただきたい。

妊婦の浮腫の原因
妊婦はなぜむくむ？
　浮腫は，細胞外液（主として水分）が組

織間隙に貯留した状態をいう。特に，妊娠

に伴う循環血漿量の増加，血漿タンパク濃

度の低下，アルドステロン・エストロゲン

の増加，妊娠子宮の増大による下大静脈の

圧迫などの要因により，間質に水分が貯留

し浮腫を来すことにより起こる。程度の差

重症度

＋１

＋２

＋３

＋４

くぼみの深さ

２mm

４mm

６mm

８mm

表１●浮腫の重症度の判断
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母乳育児
新連載

の
●

授乳方法のウソ・ホント
～授乳方法を分かりやすくお母さんに伝えたい！

と思っている支援者の皆さんへ

弘前大学医療短期大学看護学部卒業。東北
大学医療短期大学助産学特別専攻卒業。臨
床経験23年。2007年より保健指導開業。

菅原光子
助産院イスキア　院長／助産師

国際認定ラクテーション・コンサルタント

「大きい子だから，吸う力が強いのね」

「赤ちゃんの吸い方が下手ね！」

「いろんな抱き方でやってみて！」

「頭を押して！」

「ガブっと，乳輪まで深く吸わせてね」

「乳首が小さいからね」

　…これ，実はすべてNOです！　時間が解

決するのでもなく，赤ちゃんのせいでもな

く，乳首のせいでもありません。こうした

悩みが解決されないまま退院した母親は，

一人で悶々と頑張ったり，母乳外来に通っ

たり，地域で訪問支援を受けたり，時には

Webを検索したりするかもしれません。

　母親がWebからどんな情報を得ている

かを調べるために「授乳方法」というキー

ワードで検索してみたところ，さまざまな

情報が出てきました。それらの情報や冊子

などから得られる情報を整理すると，表の

ように３項目に分類されました。いずれも

母乳育児を支援している専門家からの情報

ですが，これではますます母親の悩みは深

くなりそうです。読者の皆さんも，授乳方

法に悩んで情報を探している母親になった

つもりで，表の情報を見ながら人形と乳房

　インターネットやスマートフォンの普及

が進んだ現代，育児をする母親の多くは

Web上に溢れるさまざまな情報を参考にし

ながら育児を行っています。しかし，そう

した情報の中にはエビデンスが明らかでは

ない情報も多くあります。本連載では，母

親たちが惑わされやすいさまざまな情報の

傾向などを検討しつつ，適切な回答・指導・

支援について解説していこうと思います。

　連載第１回のテーマは “授乳方法” です。

今どき母乳育児に関するテキストや適切な

情報はたくさん溢れているのに，筆者の助

産院に支援を求める母親の悩みトップ３の

うちの１つが「吸いつくまでとても時間が

かかってしまうし，やっと吸いついてくれ

ても乳首が痛いし…。おっぱいで育てる

のって難しいですね…」といった授乳方法

についての悩みです。どうにか吸いつかせ

られるけれど，毎回授乳にてこずり，乳頭

が痛い！ということですね。

　このように訴える母親に，あなたならど

のように答えますか？

「そのうち慣れますよ。何度でも吸わせて

いきましょう。練習あるのみ！」
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