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必要です。「娩出物」である胎児は，胎位・

胎向・胎勢が不正軸となって骨盤内に正し

く下降してこなければ，回旋異常が生じお

産がうまく進みません。「娩出力」の腹圧

は，全身のゆがみや腹直筋の離開があって

は腹圧がうまくかかりません。「産道」の

骨産道は，分娩の進行に伴い骨盤を形成す

る骨と靱帯が伸びていかなければ胎児が先

に進みません。これらの機能がうまく働く

ことで，初めてお産がうまくいくというこ

とになります。

現代女性の骨盤の変化

　近年，妊婦の骨盤は，昭和時代の中後期

と比べて，前後と横の長さが均等で丸い

「安産型」が減り，前後がスリムで難産型

な「細長型」が増えています。浜松医科大

学の調べによると，1960年には８％，

1980年には25％だった細長型が，2010〜

2012年には47％になっています１）。現代

の生活様式の変化や二次性徴期の身体の動

かし方など，その関連要因については調査

研究が進められているようです。

　助産師の皆さんなら，分娩期のサポート

や介助をしている中で「何だか，なぜだか，

産まれない！」という苦しい状況に立ち

会った経験をお持ちだと思います。また，

ベテランの助産師の中には，その経験か

ら，「高齢初産婦が増えた」「産ませてもら

うという意識が強い人が多くなった」「出

産を乗り越えるための体力が足りなくなっ

た」など，以前の産婦との違いを感じる方

もいるかもしれません。私自身も，「この

お産が進まない状況をどうしたらよいもの

か」と幾度も悩み，試行錯誤を繰り返しな

がら，母体の身体に負担が少なく，胎児に

も強いストレスが長くかからずに元気に生

まれてくるためには，何が肝要なのか考え

続けています。

　そこで本稿では，骨産道の可動に焦点を

当てた妊娠期から分娩期のケアについて紹

介します。

お産がうまくいくとは

　お産がうまくいくためには，「分娩の三

要素」（表１）に不具合が生じないことが
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　このように骨格的に変容がある上に，高

齢初産婦や日頃から柔軟体操や体力づくり

をしていない方は，筋肉や靱帯のしなやか

さは低下しています。また，若いからと言っ

て安心はできず，妊娠前から姿勢のよくな

い方は，骨産道の可動に影響が出てきます。

そもそも，陣痛って 
どこが痛いの？

　妊婦向けの出産準備クラスなどに参加さ

れている方に，「お産は痛いと聞いて怖い

なあと思う方もいると思いますが，そもそ

も陣痛ってどこが痛いと思いますか？」と

質問をしてみます。すると，ある妊婦は下

腹部をさすり「この辺？」と答えたり，別

の妊婦は「腰が割れるように痛いって聞き

ました」と答えたり，また別の妊婦は「お

股の穴からスイカが…」とよく聞くフレー

ズを答えたりします。出産された方からの

体験談を聞いても，痛いところは人それぞ

れです。そうなんだろうと思います。痛く

感じる場所，その場所が長く痛い理由は，

人それぞれなのだろうと思います。

　子宮が収縮したり，子宮口が引き伸ばさ

れたりすると，その刺激は神経を介して脊

髄に伝わります。それが脳に伝わり痛みと

して感じられます（図１）。そして胎児の下降
と回旋に伴い，可動する骨盤と脊椎が変化

し痛みが生じる場所が変わってきます。そ

れは，お産が進んでいる状態でもあります。

　しかし，子宮収縮が始まっても，妊娠中

の胎児不正軸や尖腹があると，恥骨に当

たって痛みが生じるばかりでその先に進み

にくくなります。また，仙腸関節が可動し

にくい場合は，陣痛発作時の収縮で腰椎に

圧がかかるたびに割れんばかりの痛みが腰

に生じて体力を奪います。

　仙腸関節が動いて座骨に圧が出てくるよ

うになれば，骨産道の痛みのピークは過ぎ

てくれるので，あとは，骨盤底筋群の可動

です。しかし，児頭が骨盤隔膜にバランス

よく当たり児が顎を下げてくれると，小斜

径周囲で進行し骨盤底筋群も伸びて胎児は

通過できるのですが，ここに時間がかかれ

ば「お股が割れんばかりに」痛み，産後の

骨盤底筋の損傷や恥骨離開の症状に悩まさ

れることにつながります。

分娩の三要素表１

胎児：胎位・胎向・胎勢の悪化
胎盤：低置・前置胎盤・胎盤機能低下
臍帯：下垂・脱出

陣痛：協調性・非協調性
腹圧：全身のゆがみや腹直筋離開でうまく

いきめない

骨産道：胎児誘導線や面の悪化，恥骨結合
離開

軟産道：子宮口のゆがみ開きや浮腫，頸管・
腟壁・子宮の裂傷，腟壁血腫

どこに，不具合が起こっているのかを見て，
ケアアプローチをしていく

娩
出
物

娩
出
力

産
道

お産の痛みの伝わり方図１

子宮や腟の刺激が神経
を通って脊髄に至り，
そこから脳へと伝わっ
て痛みを感じる

子宮が収縮したり，子宮
出口や腟が引き伸ばされ
たりすると，その刺激は
神経（青色の線）を介し
て脊髄に伝わります。そ
の後，脊髄を上って脳に
至り，「痛み」として感
じられる。
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妊娠期からの準備が大切

　大切なのは，妊娠期から陣痛が始まるま

での準備です。骨盤の可動がうまくいかな

い，児頭が不正軸になってしまっている，

腹圧がかからなそうということに気がつい

ても，陣発後ではそれを修正しているうち

に，子宮の収縮力が尽きて微弱陣痛になっ

たり，体力が尽きて自分で産む気力が下

がったりしてしまいます。

　そのようなことになる前に，妊娠期から

助産師のフィジカルイグザミネーション

で妊婦の身体の硬さやゆがみに気がつけ

ば，その妊婦にとってどのような体操が

効果的か，よい姿勢を保つための骨盤ベ

ルトや腹帯の当て方をアドバイスしていく

ことができると思います。

助産師のフィジカル 
イグザミネーション

　妊婦健診や保健相談で，妊婦が立った

り，座ったり，仰向けに寝たりした時の姿

勢の視診や触診をし，身体のゆがみや硬さ

を見ていきます。

立位での見かたのポイント

　女性は非妊時と妊娠時では，腹部の増大

によって立位時の姿勢に変化が見られます

（図２）。よい姿勢の方は，耳→肩峰→大転
子→踝のラインが直線になります。妊娠に

より腹部が増大し前傾姿勢になりそうなと

ころを，側腹筋が斜め上部に支えてくれれ

ば腹部は下垂しません。反り腰が進んでし

まいそうでも，骨盤底筋の筋力があり骨盤

が弛緩しなければ腰は安定しています。生

理的湾曲が乏しい場合，猫背やストレート

ネック，反り腰がもともとある場合は，リ

ラキシンが働きやすい時期を中心にスト

レッチやヨガなどで脊椎や筋膜をしなやか

にしておきます。また，立ち姿勢が安定す

るためにはどこの筋肉を意識して立つのか，

自分の筋力では支え切れないようなら，腹

部であれば腹帯，骨盤の不安定さには骨盤

ベルトを着用して支持していくことをお勧

めします。

座位での見かたのポイント

　待合室でソファーに座っている時に，ズ

ルっと前に滑ったような姿勢でいる妊婦を

見かけると「仙骨に体重をかけて座ってし

まうと，そこがゆがみやすくなりますよ。

お産は安産の方がいいでしょう？」と意識

を変えていただけるように声をかけます。

座った姿勢で足が閉じられない方は，骨盤

底筋群も側腹筋も腹直筋も緩いです。太も

もの間に，タオルや空のペットボトルを挟

んで足を閉じる習慣をつけていただくとよ

非妊時と妊娠時の姿勢の変化図２

重心線 重心線

妊娠時

耳垂

肩峰

大転子

膝関節前部
（膝蓋骨後面）

外果の前方

非妊時（正常）

18 臨床助産ケア  Vol.13  No.2



特集 産む力を引き出す分娩テクニックとサポート 特集 サブキャッチダミー周産期における感染対策

不妊治療を経た出産のサポート 周産期の感染対策スタンダード

周産期の感染対策スタンダード
サブキャッチダミ－ダミ－ダミ－ダミ－

医療法人社団スズキ病院　スズキ記念病院　副看護部長
不妊症看護認定看護師　濱田結実

1993年スズキ病院附属助産学校卒業。1987年医療法人社団スズキ病院（現・スズキ記念病院）に入
職。2002年看護師長となり，2020年より現職。2011年不妊症看護認定看護師資格，2014年生殖
コーディネーター資格を取得。

群馬大学大学院　保健学研究科　教授　ダミーダミーダミー　岡　美智代
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

群馬大学大学院　保健学研究科
ダミーダミーダミー　岡　美智代

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

ダミーダミーダミー　岡　美智代
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

群馬大学大学院　保健学研究科　教授
ダミーダミーダミー 岡　美智代

●●さん ●●さん

のいない夫婦は28.2％で，夫婦全体の5.5

組に１組は不妊カップルである１）。

　2018年の出生数は91万8,400人で，ART

（生殖補助医療）で出産した児は５万6,979

人，16人に１人が体外受精児となる。また，

これまでのARTによる出生児は，累積65万

333人になる。厚生労働省が公表した2019

年人口動態統計では，出生数は過去最少

86万5,239人，合計特殊出生率は1.36と前

年から0.06ポイント低下した。

　2020年はCOVID-19の影響を受け，さら

に出生数が減少している。2020年の人口

動態統計の年間推計について公表は見送る

と発表しているが，2020年１〜10月の出

生数は73万3,907人（速報値）で，前年同

期の75万1,114人（速報値）から約１万

7,000人減少している。出生数が減少し続

ける反面，不妊治療は増加し続けている。

不妊に悩む方への 
特定治療支援事業の拡充

　厚生労働省は，不妊に悩む方への特定治

療支援事業の拡充の目的について，「出産

を希望する世帯を広く支援するため，不妊

　2021年は，2011年東日本大震災から10

年目となる節目の年である。震災当時，私

は不妊治療後妊婦のケアにかかわってい

た。患者は過酷な環境の中，極度の不安を

抱えながら妊娠・出産を迎え，「はじめは

妊娠が喜べなかったけど，精神的にずっと

支えていただいたから分娩も乗り越えられ

た」と笑顔で話していた。

　2020年，COVID-19の感染拡大に伴い，ほ

かの診療科と同様，生殖医療科・産科にお

いても外来・入院患者に対して対面式ケア

の時間が減少したため，患者は不妊治療・

妊娠・出産に対して不安と孤独感を強く感

じている。COVID-19の収束がいまだ見えな

い状況下で，妊産婦は助産師のケアを強く

求めている。本稿では，助産ケアのメンタ

ルサポートに焦点をあてて，産婦の生む力

を引き出す助産テクニックについて述べる。

不妊症患者の現状

　日本では，不妊を心配したことがある夫

婦は３組に１組を超えた。実際に不妊の検

査や治療を受けたことがある（または現在

受けている）夫婦は全体で18.2％，子ども
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治療の保険適用を検討し，保険適用までの

間は，現行の助成措置を大幅に拡充するこ

と」としている。事業の概要を表１，不妊
治療の流れを図に示す。
　その概要の中に，「年金や医療保険等他

の社会保険制度においては，法律婚と事実

婚を区別しておらず（中略），保健適用へ

の移行を見据え，不妊治療への支援につい

ても同様に事実婚も対象とする」とある。

今後，不妊治療のあり方が多様化し，変容

することが予想される。

当院の特色

　当院は，産科・婦人科・生殖医療科・小

児科の専門病院である。2020年の分娩件数

は975件であった。不妊症の初診から不妊検

査・不妊治療，妊娠判定後も妊娠・分娩・

産褥・産後デイケア・乳児検診・予防接種

まで，切れ目のないケアを提供している。

　また，婦人科疾患合併の不妊症患者の場

合，院内の婦人科と生殖医療科が連携し，

厚生労働省ホームページ：不妊に悩む夫婦への支援について

不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充表１

目的

　出産を希望する世帯を広く支援するため，不妊治療の保険適用を検討し，保険適用までの間は，現行の助
成措置を大幅に拡充することとしている。今般，可能な限り早期にその拡充を図るため，第三次補正予算に
より実施するもの。
　令和３年１月から３月の拡充及び令和３年12ヶ月分（計15ヶ月分）について，第三次補正予算案に計上。

事業の概要

要旨：不妊治療の経済的負担の軽減を図るため，高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の
一部を助成

対象治療法：体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という）
対象者：特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか，又は極めて少ないと医師に診断され
た夫婦（治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦）

給付の内容
①１回30万円
※凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては，
１回10万円

通算回数は，初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が，40歳未満であるときは通算
６回まで，40歳以上43歳未満であるときは通算３回まで助成（１子ごと）

②男性不妊治療を行った場合は30万円　※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
拡充の適用：令和３年１月１日以降に終了した治療を対象

指定医療機関：事業実施主体において医療機関を指定
実施主体：都道府県，指定都市，中核市
補助等率：１/２（負担割合：国１/２，都道府県・指定都市・中核市１/２），安心こども基金を活用
※年金や医療保険等他の社会保険制度においては，法律婚と事実婚を区別しておらず（例：年金の第三号被保険者制度，健康保険の扶養認
定等），保険適用への移行を見据え，不妊治療への支援についても同様に事実婚も対象とする。

　所得制限：730万円未満（夫婦合算の所得）
　助成額：１回15万円（初回のみ30万円）
　助成回数：生涯で通算６回まで
　　　　　　（40歳以上43歳未満は３回）
　対象年齢：妻の年齢が43歳未満

現行の支援制度

　所得制限：撤廃
　助成額：１回30万円
助成回数：１子ごと　６回まで（40歳以上
43歳未満は３回）

　対象年齢：変更せず

支援拡充案

▲
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治療を進めることができる。例えば，不妊

検査中に子宮筋腫が見つかった場合は，婦

人科で子宮筋腫核出術を実施後，不妊治療

を行い，妊娠に至ったケースもあった。患

者は「不妊治療を理解して手術をしていた

だけたので安心でした」と話していた。

助産師が持つ不妊治療後 
妊婦に対するイメージ

分娩室勤務助産師への「不妊治療後 
妊婦に対するイメージと実際の 

かかわり方」についてのインタビュー

　不妊治療後妊産婦は満足するケアを受

け，自分が持っている力を分娩で発揮でき

ているのだろうか。現在，私は分娩に直接

かかわっていないため，分娩室勤務の中堅

助産師の協力を得て，当院の分娩室勤務助

産師に「不妊治療後妊婦に対するイメージ

と実際のかかわり方」についてインタ

ビューしてもらった。インタビューの結果

を表２に示す。
　松本さんのインタビューの結果から，次

のことが分かった。

・不妊治療後妊婦に対して「つらいことが
多い」「不安を抱えている」「人と比較し
ている」というネガティブなイメージを
持つ助産師が多かった。
・勤務年数に関係なく，ほとんどの助産師
が「不妊治療後妊婦は妊娠がゴールとと
らえている」というイメージを持ってい
た。助産師歴20〜30年のベテラン助産
師は，妊娠がゴールという考えの患者も
いるから，分娩後は次の育児に向けた支
援を意識していた。
・生殖医療科での勤務経験のある助産師と
経験のない助産師では，産婦への思いや
声かけに違いがあった。経験のある助産
師は「患者の悩みを聞いていたからこ

不妊治療の流れ（概略図）図

厚生労働省ホームページ：不妊治療をめぐる現状

特定不妊治療　　　　保険適用となっている領域

一般的な不妊検査

男性不妊

精管
形成術

人工授精

人工授精 体外受精 人工授精 体外受精体外受精

体外受精

顕微授精

女性不妊

子宮内膜症 卵管不妊 排卵障害

腹腔鏡検査 子宮卵管造影
通気・通水

排卵誘発剤
などの
薬物療法

薬物療法

開腹・腹腔鏡下手術

腹腔鏡検査

卵管形成術

機能性不妊
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特集 産む力を引き出す分娩テクニックとサポート 特集 サブキャッチダミー周産期における感染対策

分娩台で行うアクティブバース 周産期の感染対策スタンダード

周産期の感染対策スタンダード
サブキャッチダミ－ダミ－ダミ－ダミ－

エナレディースクリニック／出張型助産院MommyHug　助産師　佐々木彩乃
2004年助産師資格取得。助産師３年目の周産期センター勤務時代にフリースタイル分娩に興味を持
つ。震災関連ボランティアや派遣助産師などを経て，2012年より現クリニックに勤務。2020年よりクリ
ニック勤務のほか，ママの笑顔を守るため出張スタイルにて，妊娠中や産後のケアも行っている。

群馬大学大学院　保健学研究科　教授　ダミーダミーダミー　岡　美智代
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

群馬大学大学院　保健学研究科
ダミーダミーダミー　岡　美智代

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

ダミーダミーダミー　岡　美智代
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

群馬大学大学院　保健学研究科　教授
ダミーダミーダミー 岡　美智代

●●さん ●●さん

分娩台仰臥位分娩の歴史
～誰のための分娩台なのか

　アクティブバースを語る前に，分娩の歴史

を知る必要がある。世界中で出産を表すも

のが多く発見されているが，どれも共通して，

「しゃがむ」「座る」「膝をつく」「立つ」とい

う，いわゆる垂直位での出産を描写している。

　日本では，立位の出産を表した出産土偶

や梁にかけた紐にぶら下がり両膝をついて

出産している様子が描かれた絵巻が発見さ

れている。古代の女性は出産の際，世界共

通で垂直の姿勢をとっていたということだ。

　では，いつから「仰向けに寝て足を開い

て産む」ことになったのだろうか。始まり

は，17世紀のイギリスにおいて鉗子が発明

されたことである。鉗子を使用するために，

産婦を仰臥位に寝かせ足を広げさせる必要

があった。鉗子の発明は確実に母子の救命

率を上げたため，緊急時に備え，鉗子の使

用を想定し医者を分娩に立ち合わせること，

仰臥位となることが貴族の中で流行となっ

ていく。19世紀には麻酔分娩が始まり，さら

に分娩時の仰臥位を推し進めることとなる。

　産科医療の発達は母子の命を救済し周産

　世間一般において，出産と言えば「分娩

台で足を開いた体勢で，陣痛に合わせて，

いきんで産む」という，分娩台による砕石

位とバルサルバ法による分娩のイメージが

強く根付いていると感じる。しかし近年，

LDR室の普及が進んでおり，分娩台での医

療に管理された出産から，産婦主体の出産

へと，その方法が見直されてきているとい

うことであろう。

　産婦主体の出産とは，産婦自身が自分の

本能や意思に基づいて，産むための行動を

起こし，おなかの子や家族と共に出産に挑

む過程であり，アクティブバースとも言わ

れている。そのような産婦主体の出産をし

た女性は，後述するように出産への満足感

が高いのはもちろんのこと，出産を自身の

意思を尊重してもらい乗り越えることで自

身への自己肯定感が増し，アクティブバー

スがその後の育児や女性自身の人生におい

て果たす役割は大きいと考える。

　本稿では，アクティブバースができる施

設が増え，世間においてその認知度が高く

なることを願い，当院の取り組みや筆者自

身の経験を紹介し，分娩台で行うアクティ

ブバースとして提案する。
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期死亡率を減少させたが，異常にすぐ対応

できるように，正常産をも医療の管理下に

おいて出産するのが安心・安全であるとい

う流れとなった。そして，出産に携わる医

療者の主役が助産師から医師へと変わって

いき，19 ～20世紀には，世界中で分娩台

での仰臥位分娩が当たり前となり，日本で

は，第二次世界大戦後から病院における分

娩台での出産が広まった。助産師教育の場

でも，分娩台による仰臥位分娩の介助方法

を主に学ぶため，産む側にとっても介助す

る側にとっても，仰臥位分娩が当たり前と

なり，「お産の姿勢＝仰臥位で足を開く」

が世間の常識となっていく。

アクティブバースとは

　アクティブバースという言葉は，イギリ

スのバースエデュケイターであるジャネッ

ト・バラスカスによって1982年に提唱さ

れた。彼女は自身の出産を通して，分娩台

での仰臥位による出産ではなく，陣痛中に

痛みの程度に合わせ動いたり好きな姿勢を

とったりして過ごし，産む瞬間も自身が好

む姿勢をとることが出産の本来の姿である

ことに気づいた。彼女は，アクティブバー

スとは，自然で本能的なお産，赤ちゃんを

娩出するまで産婦自身が好きなように振る

舞うお産１）と定義している。アクティブ

バースが世界で広まる中，その効果や利点

が研究されるようになった。

　垂直位には表１のような効果がある。こ
れらの効果は重力との関係性によるものが

大きく，アクティブバースは分娩時間が短

縮する。また，股関節の屈曲は骨産道の形

態変化にかかわっており，蹲踞位は仰臥位

に比べ骨盤出口部は３割広がる。マックロ

バーツ体位が肩甲難産に有利とされるの

は，同じ原理である。

　一方，仰臥位では，増大した子宮が重力

により母体大動脈や大静脈を圧迫すること

で，胎児胎盤血流の阻害や母体循環動態の

変化が起こり，胎児心拍モニタリングの異

常や母体血圧の変動，産後の出血量の増加

などを誘発しやすい。このことから，分娩

進行中に仰臥位を長時間とることは，母児

双方にとってリスクがあると言える。

　アクティブバースによって本能の赴くま

まに陣痛の波に身をまかせることができれ

ば，本能に従える解放感やリラックスか

ら，エンドルフィンとオキシトシンという

ホルモンの分泌が優位となりやすい。この

２つのホルモンは脳内麻薬物質とも言わ

れ，幸福感を感じ，また鎮痛作用がある。

アクティブバースを経験した女性から，

「気持ちいいお産だった」「幸せだった」「ま

た産みたい」などの感想が得られるのはこ

のためだ。医療にできるかぎり頼らず，自

分自身の「産む力」と，我が子の「産まれ

てくる力」を信じて，その双方の力を最大

限に発揮して出産するアクティブバースを

通して得た幸福感と達成感は，女性として

の自信が持てるようになり自己肯定感向上

につながると考える。

　これらより，アクティブバースは，解剖

生理学的にも精神的にも産婦にとって「産

みやすい」，子どもにとって「産まれやすい」

出産の本来のかたちであると感じている。

垂直位分娩の効果表１

①重力により子宮頸部への圧力が高まることで，
頸管の熟化と開大，陣痛の発来と増強を促す。
②子宮は前方へ傾くため，子宮の長軸と骨盤入
口部の骨盤誘導線（骨盤軸）が一致すること
で，胎児の回旋と正軸嵌入を促すと同時に下
降を進める。

③会陰が均等に広がりやすく，会陰裂傷が少ない。
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分娩台での仰臥位分娩と 
アクティブバース

　分娩台での仰臥位分娩を，砕石位とバル

サルバ法の組み合わせでの分娩とする。垂

直位では重力と骨盤誘導線の方向が一致す

るため，生理的ないきみと陣痛だけで娩出

力として十分であり，「産み落とす」こと

ができた。しかし，水平位である仰臥位で

は，出口部における骨盤誘導線は重力に逆

らい上を向く。そのため，娩出力が減少し，

バルサルバ法という意図的に呼吸を止めて

腹圧をかけ，「産み上げる」必要ができた。

　しかし，バルサルバ法は母児への一時的

な酸素不足を招くため，前述した仰臥位に

よる母児の循環動態変化は，より顕著で深

刻となりやすい。そのため，会陰切開・吸

引・鉗子など医療介入が必要となる確率が

高くなる。実際，分娩台で仰臥位となりい

きみはじめた途端に胎児心音が低下する事

例はよく経験することと思う。自然経過で

様子を見てよい生理的な心音低下なのか，

医療介入を必要とする心音低下なのかを判

断し対応することも大切な助産力である

が，心音低下が仰臥位とバルサルバ法に

よって誘発されているとしたら，それを避

けることができるアクティブバースでの出

産の場を提供し対応することも必要な助産

力である，と言えるのではないだろうか。

アクティブバース導入のために 
必要なこと

医師，スタッフの理解と環境整備

　まずは，アクティブバースを導入するに

あたり，産科にかかわるすべてのスタッフ

へ，前述したアクティブバースの利点や特

徴を周知すべきだ。医療者の中には，知識

が浅いことや，仰臥位以外による緊急時の

医療介入の遅れの不安視から，アクティブ

バースを好まない場合がある。アクティブ

バースが母子にとって安全な分娩であるこ

と，分娩台による仰臥位とバルサルバ法が

医療介入の確率を上げていることを，正し

く医学的根拠に基づいて周知させよう。ま

た，アクティブバースをしている他産院を

見学したり，砕石位以外の分娩介助の研修

会をしたりすることも効果的であろう。

　次に，分娩室の環境整備である。当院に

は，布団のみの分娩室と，布団と分娩台を

並列に並べた分娩室（写真１）の２室があ
る。ローリスクの産婦は布団上でのアク

ティブバースを行っているが，医療介入が

必要そうなリスクのある産婦（HDPや低身

長の初産婦，進行中のCTGから分娩時の心

音低下が予測される場合，前回VEだった産

婦など）は，分娩台上でのアクティブバー

スで進めていく。

　分娩台は，通常，足台が収納されている

フラットタイプのもので，異常時には，す

ぐに足台を設置し，砕石位での急遂分娩へ

と切り替える。LDR室の増加により足台が

常設された古いタイプの分娩台が少なくな

布団と分娩台を並列に並べた分娩室写真１
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連載 第５回 〈執筆代表〉 大橋優紀子
城西国際大学　看護学部　教授

北村メンタルヘルス研究所　客員研究員

看護臨床での心理援助の必要性を感じて学ぶうちに，臨床発達心理士，公認心
理師資格も取得。主な専門は母子の関係性とそれへの支援。

〈監修〉 北村俊則
こころの診療科きたむら醫院　院長／北村メンタルヘルス研究所　所長

北村メンタルヘルス学術振興財団　代表理事
Royal College of Psychiatrists（UK）　正会員・フェロウ

ワシントン大学医学部（米国セントルイス）　客員教授

精神科医。人の心は脳がなければ存在しない。しかし，「脳の研究では解らない心
の部分」を癒すのが精神科医療であると考えている。

心理的側面のアセスメント①
～スクリーニングツールの使い方～

こころの診療科きたむら醫院　助産師／訪問看護ステーションco-co-ro　助産師・看護師／IBCLC

北村メンタルヘルス研究所　研究員　羽田彩子
臨床で助産師として働く中で，心理支援の重要性を痛感し，大学院に進学。現在，こころの診療科きたむら醫院，訪問
看護ステーションco-co-ro でこころのケアにあたる。

　前回（本誌Vol.13，No.１）までの連載

で，心理援助の基本となる態度と，傾聴と

共感のテクニックについて学びました。第

５回からは，心理側面のアセスメントにつ

いて学んでいきます。まずは，臨床場面で

よく用いられる，スクリーニングツールの

使い方です。

スクリーニングとは何か？
　メンタルヘルスの領域ではさまざまな評

価方法があり，その評価の目的に応じた評

価方法を選択することが重要です。評価の

目的は，①スクリーニング，②診断，③症

状プロフィール，④重症度の評価の４つに

分けることができます。

　スクリーニングとは，特定の集団から特

定の状態を呈する可能性の高い被検者を抽

出すること１）です。スクリーニングは，簡

便であり，被検者への負担が軽く，多数例

を対象に実施できるというメリットがあり

ます。一方で，鑑別診断ではないことを覚

えておく必要があります。

　スクリーニング検査の精度を見るには，

いくつかの妥当性指標があります（図）。
感度：病気にかかっていることを検査が正

しく陽性と判断する確率

特異度：病気に罹患していないことを検査

が正しく陰性と判断する確率

偽陽性：ある病気に罹患していないのに，

検査が陽性となる確率

偽陰性：ある病気に罹患しているのに，検

査が陰性となる確率
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陽性的中率：病気の有無を判定する検査が

陽性となった場合に，本当にその病気に

かかっている確率

陰性的中率：病気の有無を判定するある検

査が陰性になった場合に，本当にその病

気にかかっていない確率

　これらを基に区分点（陽性と陰性を分け

る値，カットオフ値）が設定されているの

ですが，実はこの値を決めるのはとても難

しいのです。区分点を低くすると感度と陰

性的中率は改善しますが，特異度と陽性的

中率は悪化します。逆に，区分点を高く設

定すると，特異度と陽性的中率は改善しま

すが，感度と陰性的中率が悪化します。つ

まり，区分点を高く設定すると，本当に病

気にかかっている人たちを取りこぼしてし

まう恐れがあり，かと言って，区分点を低

くすると大半が病気にかかっていない人ば

かりをすくい上げてしまうということにな

るのです。

　さらに，検査を行う集団において有病率

が高い場合は，陽性的中率が高くなりま

す。精度のよいスクリーニングツールで

あっても有病率が低くなれば，陽性予測値

は低くなる，つまり，偽陽性が多くなって

しまうのです。スクリーニングの無差別な

乱用は，有病率の低い集団への実施となる

ため，多くの偽陽性が生じてしまいます。

　ところで，スクリーニング検査で「陽性」

と判断された場合，どのような対応をする

でしょうか。随時血糖や50ｇグルコース

チャレンジテストで陽性だった場合，妊娠

糖尿病の診断がつくでしょうか。これらは

スクリーニング検査であり，「可能性が高

い人をふるいにかける」ための検査です。

簡便で侵襲性が低い検査であり，全妊婦を

対象に実施しますが，これだけでは妊娠糖

尿病の診断はつきません。一方，診断のた

めには75ｇブドウ糖負荷試験が必要ですが，

時間的制約もあり，侵襲を伴い，コストも

かかる検査を全例に実施することは非現実

的です。

　そこで，ふるいにかける必要が出てくる

のです。スクリーニング検査で陽性と判断

された場合には「本当にその病気にかかっ

ているのかどうか」を確かめる必要があ

図　検査の妥当性指標

日本臨床検査医学会：臨床検
査のガイドラインJSLM2018，
P.23，2019.より引用，改変

区分点

頻度

頻度

有疾患群

無疾患病群

偽陰性（ｃ）

真陰性（ｄ）

真陽性（ａ）

偽陽性（ｂ） 測定値

陰性 陽性

陰性的中率＝
ｄ

ｃ＋ｄ
陽性的中率＝

ａ
ａ＋ｂ

特異度＝
ｄ
ｂ＋ｄ

感度＝
ａ
ａ＋ｃ
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