
■女性の病気

■瞳のおりもの（瞳から出てくる粘液または膿のようなもの）
女性には誰にも正常なものとして、わずかなおりものがある。透明か、乳白色か、あるいはわず

かに黄色である。かゆみや悪臭がない場合は、おそらく問題はない。

しかし多くの女性はしばしば､とくに妊娠中に､腫内のかゆみを伴ったおりものになやまされる。

このおりものは、さまざまな感染によって起こっているかもしれない。そのほとんどは厄介だが、

危険ではない。ただし、淋病またはクラミジアによる感染の場合は、子どもが産まれるときに害を

与える（ｐ２２１を参照)。

１．薄くて泡立ち、緑黄色または白色の悪臭のする下り物で、かゆみを伴う場合。これはおそらく

トリコモナスの感染である。排尿時にひりひりするだろう。生殖器が痛んだり、腫れたりする

こともある。おりものに血液が混じるかもしれない。

誤当て：

◆生殖器を清潔に保つことが、きわめて重要である。

◆温水と蒸留した食酢を用いて、瞳洗浄すなわちバゥーシュdbUcheを行うのが有効である。食

酢がない場合は、 レモンジュースを水に加

ドゥーシュには、小さじ

杯の食酢を加えた１リ

トルの潮冷ましを用いる

６
一国一

Ｐ=昌一

一一

ー弐一

二＝、一

＝室‐

えて用いる。
璽要園項：３分間のあい

だ水をゆっくり入れる。

管を腫内３インチ（約

挿

注意：腫洗浄は妊娠最後期４週間、または出産後６週間は行わない。下り物が厄介な場合は、ニ

スタチンNystatinの膳への挿入が有効だろう（次ページの＃２を参照)。

◆膝挿入として、ニンニク１片を用いてもよい。（つぶさないように気をつけて、ニンニクの皮

をむく。清潔な布またはガーゼにくるんで、腔内に挿入する｡）

◆日中は睦洗浄を２回行い、毎夜、新しいニンニク片を挿入する。これを１０－１４日間行う。

◆この方法で効果が見られない場合は、メトロニダゾールMet｢onidazoleまたはトリコモナス用

に指示されている他の医薬品の陸挿入を行うか、メトロニダゾールMet｢onidazoIeを飲む。予

防措圃と使用説明については、Ｐ，３７０を参照。

腫要碩項：トリコモナスにかかった女性の夫は、自覚症状がなくても、感染しているはずである。

(トリコモナスに感染している男性は、排尿時に焼けるような痛みを感じることがある｡）女性がメ

トロニダゾールMet｢onidazoleで治療している場合は、夫も同時に同じ薬を飲むべきである。
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２．力ツテージチーズまたはパターミルクのような白色のおりもので、かび、うどん粉、焼けてい
るバンのようなにおいがする場合。これは酵母菌の感染のはずである（モニリア症、カンジダ
属の菌感染)。非常にかゆいだろう。腫陰唇は明るい赤色で痛いことが多い。排尿時に灼熱感
があるかもしれない。この病気は妊娠中または病気の女性､糖尿病（ｐｌ２７)､抗生物質服用中、
あるいは経口避妊薬を飲んでいる女性にしばしばみられる。

誤当て：酢水またはゲンチアナ紫の希釈液による陸洗浄を行う（P,２４１を参照)。ゲンチアナ紫２
に対して水１００（小さじ２杯対０．５リットル)。あるいは腫用のニスタチンNystatin錠、また
はモニリア症すなわちカンジダに対する膜挿入薬を用いる。ミクロナゾールMicronazoleまたは

クロトリマゾールClot｢imazoIeがある。投与型と使用説明についてはｐ,370を参照。酵母菌感

染を抑えるための家庭療法としては､甘くないヨーグルトを睦につけるのが有効だといわれている。

酵母菌感染に抗生物質は決して用いてはならない。いっそう悪化させる可能性がある。

３．濃い、乳状のおりもので、パターの腐ったような悪臭がする場合。これはバクテリアの感染が

原因に違いない。これがトリコモナス感染であると判断するためには、特別な検査が必要にな

るだろう。酢水(p２４１）またはポビドンヨードPovidone-iodine(ベタジンＢｅ鱈dine:１リッ

トルの水に小さじ６杯）で睦洗浄を行う。あるいは２週間の間、毎夜、ニンニク片の膳挿入

を試みてもよい（P､２４１を参照)。これらの手当てがどれも無効の場合は、メトロニダゾール

MetronidazoIeを試みる（Ｐ３６ｇを参照)。

４水っぽい、褐色または灰色のおりもので血液が混じって縞になる。悪臭がして、下腹部が痛い

場合。これらはかなり重い感染の症状であり､がんの可能性がある(p280)。熱がある場合は、

抗生物質を用いる（できればアンピシリンAmpicillinをテトラサイクリンTetracyclineと併

用する。ｐ,353とＰ３５６を参照)。ただちに医学的助けを求める。

重要事項:どのおりものであっても長期間続く場合、あるいは手当てをしても良くならない場合は、

保健ワーカーに見せる。

■女性が多くの感染から免れるための方法

１．生殖器の部位を清潔に保つ。入浴時（できれば毎日）に低刺激のせっけんでよくあらう。

２セックスのあと排尿する。これは泌尿器系感染を予防するのに有効である（しかし妊娠は妨

げない)。

３排便のたびに、後を清潔にするよう気をつける。必ず前から後ろに向かってふき取る。

公
い。 ､けない。

前に向かってふけば、病原菌、アメーバ、寄生虫などが尿道開口部と腫の中に広がる可能性があ

る。また、小さな女の子の尻も前から後ろに向かってふいてやるように気をつけ、成長したときに

自分でそのようにできるよう、この方法を教える。



田女性の下腹部中央の痛みまたは不快感

これはそれぞれ違う原因からきている可能性がある。それらについては、

じている。以下の項目は、どの章を参照しらよいかを判断する

のに役立つ、手がかりとなる質問を挙げている。

下腹部の痛みの原因として考えられるもの：

１．月経による癌痛（p,246)。月経の直前または期間中に最も

痛むか？

ａ跨耽の感染（p､234)。下腹部中央の痛みとして最もよくみ

られるものの－つ。排尿が特に頻繁であるか、あるいは痛み

を伴っているか？

3．骨盤炎症性疾患。これはほとんどの場合、淋病またはクラミ

ジアの後期の段階で（p236)、下腹部の痛みと発熱を伴う。

これらの症状が弱い場合には、まず、淋病の手当てをする

（p､360)。しかし薬は１回きりでなく、熱が下がって２日

経つまでは与える。次に、テトラサイクリンTet｢acycIine

（p,356）または工リスロマイシンEryth｢omycin（ｐ355）

を１４日間与える。より重い症状の場合は、さらに４００－

５００ｍｇのメトロニダゾールMet｢onidazoIeを､１日３回、

１０日間与える。患者の女性が子宮内避妊器具（ＩＵＤ）を使

用している場合は、取り外す必要があるだろう。保健ワー

カーに見せる。

この本の別の章でも論

４下腹部内にできたかたまりに関係する病気。これらについては、ｐ２８０で簡単に論じる。卵

巣のう腫またはがんが含まれる。訓練を受けた保健ワーカーによる特別の検査が必要である。

5．子宮外妊娠（胎児が子宮の外で成長し始めるとき、ｐ280)。通常、不正出血を伴うひどい痛

みがある。妊娠初期の症状を示すことが多く（ｐ２４７を参照)、患者はめまいや衰弱を感じる。

ただちに医霞従事者の助けを得る。妊鯛の生命は危険な状態にある。

6．中絶がもたらす問題（ｐ４１４)。発熱、凝血塊を伴う陸からの出血、腹痛、排尿困難、ショッ
“いく

クがあるかもしれない。産樗熱の場合のよう|こ抗生物質を与えはじめ（p,276)、患者の女性

をただちに病院に運ばなければならない。生命の危機に直面している。

７．腸または直腸の感染または他の病気（ｐｌ４５)。痛みは食事または排便に関係しているか？

上記の問題のいくつかは、重大ではない。その一方で、危険なものもある。必ずしも区別できる

とは限らない。特別の試験または検査が必要だろう。痛みの原因が何か確僧が持てない場合、ある

いはすぐによくならない場合は、医顕従碩者の助けを求める。女性の健康問題の対処法に関する更

に詳しい情報は医者のいないところに住む女性のための本を参照。
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■子どもができない男性および女性（不妊）

子どもを持とうと試みても、女性が妊娠しない夫婦がある。男性または女性が不妊（妊娠に至

らないこと）であるかもしれない。妊娠させる手段が何も無い場合がしばしばあるが、方法があ

る場合もあり、事例ごとに違う。

不妊の一般的原因：

１先天的な不妊。その人の体が、男性であれ女性であれ、子どもができないつくりになってい

る場合。生まれつき不妊である男性や女性もいる。

２．虚弱または栄養不足。ひどい貧血、栄養失調、ヨウ素不足の女性は、妊娠に至る機会が低い

場合がある。あるいは胎児の形をとる前に、母親が妊娠を自覚すらしないうちに、旺が死に

至るかもしれない（ｐ２８１の流産の項を参照)。妊娠できない女性、あるいは流産ばかりする

女性は、栄養のある食物を充分にとり、ヨウ素化した食塩を用い、貧血がひどい場合は鉄剤

を飲まなければならない（p２４７)。これらのことは、患者の妊娠と健康な子どもに恵まれる

機会を増加させる。

ａ慢性感染、ことに淋病またはクラミジアによる骨盤炎症性疾患（p､243を参照）は、女性の

不妊の一般的原因である。病気が進行しすぎていないのであれば、治療するのがよい。淋病

とクラミジアの予防と初期手当ては、不妊の女性を減少させることになる。

4．精子の数が正常より少ないために、女性を妊娠させることのできない男性もいる。男性はセッ

クスをせずに、女性の毎月のく妊娠可能日＞に入る数日前まで待つのがよい。女性の前回の

月経と次の月経との中ごろである（ｐ２９１とｐ２ｇ２のリズム法および粘液法を参照)。この

方法によって、女性が妊娠できるその日に、男性は自分の精子の全堕を渡すことができる。

誉苦：子どものできない男女に一般的に与えられているホルモンおよび他の薬は、ことに男性に

対してほとんど無効である。民間薬と魔術療法も役立たないだろう。つまらないことに浪費しな

いように気をつける。

子どもに恵まれない女性であっても、子どもを育てたり支援したりして幸福で有意義な人生を

送る道はたくさんある。

●孤児であるために家庭の必要な子どもたちを餐子にしたり、世話を

したりする仕事に携わることができる。多くの夫婦がそのような子

どもたちを、実子のように愛するようになっている。

●保健ワーカーになったり、ほかのやり方で地域社会に貢献したりす

ることができる。自分の子どもたちにそそぐはずであった愛悩を、

他の子どもたちに向けることができ、何事もためになる。

●子どもがない女性をさげすむような地域に暮らしている人もいるだ

ろう。特別な悩みを抱えている人々を援助するためのグループを

作ったり、地域に対してその他の貢献をすることもできる。子ども

を生むことだけが女性の役割ではない、という考えを示すこともで

きるのだ。



寝込む必要はない。

横になっていると、

畑す可能性がある。

静かに

痛みが

CＨＡＰ１ＥＲ

杓
母親と助産師のために

縦

■月経（女性の毎月の出血）

ほとんどの少女が１１歳から１６歳のときに〈月経期〉を迎える。これは、妊娠可能な年齢にま

で成長した、ということを意味している。

１
１
‐
１
１

正常な周期はほぼ２８日ごとで、３－６日間続く。しかし、周期は女性によってずいぶん違う。

思春期（１０代）の少女では、不定期だったり痛みを伴ったりすることもよくある。通常は何も

問題ない。

月経痛がある場合：

温かい飲み物を飲んだり、

足を温かい潟につけたり

するのもよい。

歩き回ったり、軽作業を

したり、軽い運動をする

とよい。

245

、

この期間、いつもと同じように、清潔を保ち、充分睡眠をとり、バランスのよい食事をするよう

注意しなければならない。普段食べているものは何でも食べてよいし､いつもの仕事を続けてよい。

月経期間中のセックスは、特に問題はない。（ただし、パートナーの一方がＨＩＶを持っている場合

は、もう一方に感染する危険性は高くなるだろう｡）

非常に痛む場合は､アスピリンAspirin（ｐ379)､あるいはイブプロフェンlbup｢ofen（p3BO）

を飲み、横になって、腹に温湿布をする。
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ﾉｦ経に関連する聞題の症ＺｆＪ

●月経周期が不規則であっても、それが正常な女性もあるが、慢性病．貧血、栄養失調、子宮の

感染またはがんなどの症状である場合もある。

●月経があるべき時期に来ない場合は、妊娠の兆候かもしれない。しかし、月経が始まったばか

りの少女や４０歳以上の女性の多くは､正常であっても､月経が抜けたり不定期になったりする。

心配事や情緒的な混乱状態のために、月経が来ないこともある。

●予定より遅れて来て出血がひどく、長引く場合は、流産の可能性もある（p,２８１を参照)。

●月経の期間が６日以上続き、通常より出血が多くなる場合、あるいは１ケ月に１回以上ある場

合は、医療従願者の助言を求める。

■閉経期（月経が終わる時期）

閉経噸すなわち更軍朗は、女性の生涯で月経が来なくなる時期のこと

である。閉経期の後は、もう子どもを生むことはできない。一般に、こ

のく人生の転換＞は、４０歳から５０歳の間に起こる。完全に止まる前

には、数ヶ月間、月経が不定期に来るかもしれない。

この時期の最中または後に、セックスをやめる理由はない。しかし、

この時期の最中には、まだ妊娠が可能である。子どもをもう望まない場

合は、閉経期の後１２ヶ月は、妊娠調節を続けるべきである。

閉経期に入ると、妊娠したと思う人がいるかもしれない。３－４カ月

後に再び出血すると、その人は、流産したと思うかもしれない。年齢が

４０－５０の女性で、数ケ月ぶりにまた出血が始まった人には、おそら

く閉経期が来たのだろうと説明する。

閉経期の最中は、さまざまな不快感に悩まされるのが普通である。不安、悩み、＜ほてり＞（突

然不快な熱さを感じること)、体中を移っていく痛み、憂うつなどである。時期が過ぎれば消え、

たいていの女性は元通りよくなる。

閉経期の間､出血がひどかったり､腹部に大きな痛みがあったりする女性､あるいは､出血が止まっ

てから数ヶ月ないし数年後に再び出血が始まった女性は、医療従事者の助けを求めなければならな

い。がんまたは他の霞い病気がないかどうか､確かめるための検査が必要である（ｐ２８０を参照)。

閉経期を過ぎると、女性の骨は弱くなり、折れやすくなる。これを予防するには、カルシウムを

含む食品を食べるのが有効である(p､１１６を参照)。

子どもをそれ以上持つことがないのであるから、女性は孫と過ごす時間をずっと自由にとれるよ

うになったり、地域で、もっと活発に活動できるようになったりする。人生のこの時期に、助産師

や保健ワーカーになる人もいる。



、妊娠

妊娠Zn症狭：

これらの症状はすべて正常である。

●月経がなくなる（最初の症状であることが多い)。

●＜つわり＞（むかつき、つまり吐きそうな気がす

ること､とりわけ朝方)｡これは妊娠２ヶ月から３ヶ

月にかけてひどくなる。

●排尿が頻繁になる。

●腹部が大きくなる。

●胸が大きくなる、あるいは触ると痛むようになる。

●＜妊娠斑＞（顔､胸､腹に黒っぽい部分が現れる)。

●５ヶ月目ころに、子宮の中で胎児が動き始める。

妊娠と出産に関してもっと知りたい場合は、助産師

のための本を参照。

、

麹

､、＝

９ヶ月目の胎児は、正常な場合、母体内

でこのような位面にある。

口妊娠中の健康な過ごし方：

◆体重が恒常的に増えるように充分食べることが、ことにやせている人には最も重要である。

質のよい食事をすることも、重要である。体は、蛋白質、ビタミン、ミネラル、中でも鉄分

に富んだ食物を必要としている（この本の第１１章を臨むこと)。

◆子どもが生きて生まれ、学習障害を持たない可能性を増加させるために、ヨード添加塩を用

いる。（しかし、足のむくみや他の問題が起こらないよう、食塩は使いすぎない｡）

◆清潔を保つ。定期的に入浴または行水をし、毎日歯をみがく。

◆妊娠最後の月には、羊膜を破って感染を引き起こすことがないよう、鐙洗浄およびセックス

は行わないのがよい。

◆薬を飲むことは避ける。薬には、発達中の胎児に対して害を及ぼすものがある。原則として、

保健ワーカーまたは医者が薦めたものだけを飲む。（保健ワーカーが薬を処方しようとして

いる場合、自分が妊娠していると思う人は、そのことを告げる｡）たまに必要な場合は、ア

セトアミノフェンAcetaminophenまたは制酸薬を飲んでもよい。ビタミン剤および鉄剤

は多くの場合有効であり、正しい分量を飲む限り害はない。ＨＩＶを抑える薬は発達中の胎児

へのＨＩＶ感染を予防する。

◆妊娠中は喫煙および飲酒をしない。喫煙と飲酒は母親にとってよくないし、発達中の胎児に

害を及ぼす。

◆はしか、ことに風疹の子どもには近づかないようにする（ｐ３１２の風疹の項を参照)。

◆仕事をつづけ、運動をする。ただし疲れすぎてはいけない。

◆露物や化学薬品を避ける。これらは、発達中の胎児を害する。殺虫剤、除草剤、工業薬品な

どの近くで仕事をしない。またこれらの入っていた容器に、食品を保管しない。化学薬品の

蒸気や粉末を吸い込まないようにする。
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塑脂Ｉ

国妊娠中の軽い病気

１，吐き気またはおう吐：通常、妊娠２ヶ月または３ヶ月のころ、朝方にひどくなる。クラッカー

や乾パンのような何か柁燥したものを、夜寝る前と朝起き上がる前に食べるとよい。艇の多い

食事はしないで、少な目の食顎を１日に何回もとる。脂っこい食物は避ける。ミントの蕊の

茶も有効である。ひどい場合は、寝る前と起きたときに、抗ヒスタミン薬を飲む（ｐＢＢ６を
参照)。

２．胃または胸のくぼみの胸焼けまたは痛み（ｐＪ２Ｂの胃酸過多および胸焼けを参照）：一度に食

べる量を少なくして、頻繁に水を飲む。制酸薬、ことに炭酸カルシウムを含むものが役に立つ

（p､382を参照)｡固いキャンディーをしゃぶってもよいかもしれない｡枕または毛布を使って、

胸と頭をいくぶん高くして寝てみる。

３．足のむくみ：日中いろいろな時間に、足を上げて休む（ｐｌ７６を参照)。食塩の湿を減らし、

塩辛い食物を避ける。トウモロコシの毛の茶が役に立つだろう（p､１２を参照)。足が非幣に

腫れ､手と顔も腫れている場合は､医療従事者の助言を求める。足の腫れは､通常､最後の何ヶ

月かの間、胎児が子宮を圧すことからきている。貧血または栄養失調の女性の場合、かなりひ
どい。従って栄養のある食物を、たくさん食べる。

4．背中の下部の痛み：これは妊娠につきものである。連動をすることと、立ったり座ったりする

ときに背中をまっすぐにするように気をつけるのがよい（p､１７４を参照)。

5．貧血と栄養失調：農村地域の女性は、妊娠する前から貧血の人が多く、妊娠中はいっそうひど

くなる。健康な子どもを生むために、女性はよい食頭をとる必要がある。顔色が非常に悪く、

衰弱していて、貧血と栄誕失調の症状がほかにもある場合は（ＰｌＯ７およびＰｌ２４を参照)、

たんぱく質と、鉄を含む食物をもつとたくさん食べる必要がある。豆、ピーナツ、鶏肉、ミル

ク、チーズ、卵、肉、魚、濃緑葉菜などである。鉄剤も飲むべきで（p､393)、ことに栄養の

ある食物を充分にとれない場合は必要である。このようにすれば、血液が丈夫になり、出産後

の危険な出血に抵抗できるだろう。できれば、鉄剤には葉酸とビタミンＣも含まれているのが

よい（ビタミンＣにより、体は鉄を利用しやすくなる)。

正啄

６．静脈の腫れ（静脈癌）：胎児の体重が足から来る静脈を圧迫するため、

妊娠中はよく起こる。頻繁に、できるだけ高く足を上げる（ｐＪ７５

を参照)。静脈が太くなって痛む場合は、この図のように伸縮する包

帯で足を巻くか、または伸縮するストッキングを使う。夜は、包滞や

ストッキングははずす。

７痔：これは紅汚にできる静脈癌である。子

宮内の胎児の体那に原因がある。痛みを和

らげるには、右図のように尻を高く突き出

してひざまずく耐

あるいは温かい湯につかる。ｐ,１７５も参照。

8．便秘:水をたくさん飲む。＜だものとキャッサバやフスマのような繊維質の多い食物を食べる。

たくさん通勤する。強い緩下剤を用いない。



妊娠における危険な症状

１．出血:妊娠中に出血が始まる場合は、たとえ少鼠であっても､これは危険な症状である｡流産(胎

児を失うこと、ｐ２８１）しているか、あるいは胎児が子宮の外で成長しているかもしれない(子

宮外妊娠、Ｐ２８０を参照)・妊婦を静かに休ませ、保健ワーカーを呼びにやる。

妊娠後期（６ケ月以降）の出血は、胎盤（後産）が出産口をふさいでいること（詞趣胎盤）

を意味しているのかもしれない｡専門医の助けがなければ､出血多璽で死んでしまいかねない。

臆を調べたり、腫内に何かを挿入したりしてはならない｡患者を直ちに病院に運ぶようにする。

２．重度の貧血：患者は衰弱し、疲労し、青ざめて透き通るような皮膚をしている（ｐｌ２４の貧

血の症状を参照)。手当てをしないと、分娩時の出血で死亡するかもしれない。貧血がひどい

場合は、食事療法で状態を改善するのでは間に合わない。保健ワーカーに見せ、鉄塩剤をも

らう（ｐ３９３を参照)。血液が必要になる場合を考えて、できれば病院で出産させる。

３．足と手と顔がむくみ、頭痛、めまい、ときに視力減退を伴う場合は、毒血症すなわち妊娠中

雷の症状である。突然体重が増え、血圧が上がり、尿中に多量のたんぱく質が出ることが、

別の重大な症状である°可能ならば、これらのことを測定できる助産師または保健ワーカー

のところに行く。

妊娠車毒の弓E当てのために姪砺がするべきこと：

◆静かに床に就いている。

◆たんぱく質に富み、塩分のごく少ない

食事をとる。塩辛い食物は避ける。

◆患者が速やかに回復してこない場合、視

力に障害が出ている場合、顔のむくみ

がかなりひどい場合、またはひきつけ

（けいれん）がある場合は、早急に医学

的助けを求める！生命があぶない！

妊娠Iｦ口麗をよりよく防ぐために：栄養のあ

る食物を食べ、充分なたんぱく質を取り

(p､１１０)、食塩はほとんど使わない（でも少

しは使う)。

妊娠の終わりの３ヶ月

頭痛または視覚陣害がある場合、

および

顔と手にむくみが出始めた嶋合

は､妊娠中毒かもしれない｡医学的

助けを求める！

むくみが足だけの堀合は､おそら

くそれほど深刻ではない｡しかし、

妊娠中野の別の症状がないか警

戒する｡食塩は少ししか用いない。

ﾉＷＭＺ』MDSとj樫娠

ＨＩＶに感染している女性が妊娠すれば、子宮内、あるいは出産の途中に、子どもにもウイルスが

感染する可能性がある。子どものＨＩＶ感染を予防するのに役立つ薬がある。ＨＩＶに感染している

女性のために働いた経験のある保健ワーカーに相談する。詳しくはｐ,397を参照。
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■妊娠検診（産前ケア）

多くの保健センターと助産師が妊婦に対して、定期的に妊婦検診を受けに来て、健康上の問題

を話すように強く勧めている。妊娠していて、これらの検診を受けに行く機会のある人は、病気

を予防してより健康な子どもを産むために役立つさまざまなことを学ぶことができる。

助産師であるなら、妊婦（そして胎児）に、妊婦検診を受けに来るように勧めたり、あるいは

診察しに行ってあげたりするという、重要な役割を担うことができる。妊娠のはじめの６ヶ月は

毎月１回、７ケ月から８ケ月の間は毎月２回、最後の月は毎週１回診察するのがよい。

以下に、産前ケアで抑えておくべき重要項目を、いくつか示す。

１．知織の共有

母親に問題や必要事項をたずねる。過去の妊娠回数、最後に子どもを産んだのはいつか、妊娠

中または分娩時にどんな問題があったかなどを知る。母親自身と子どもの健康のために役立てる

ことができる方法について共に話し合う。

◆正しい食顔をする。エネルギー食品および、たんぱく質、ビタミン、鉄、カルシウムに富む

食物を充分に食べるよう、強く促す（第１１章を参照)。

◆清潔にする（第１２章およびｐ242)。

◆薬をほとんどあるいはまったく飲まないことの大切さ（P５４)。

◆喫煙しない（ｐｌ４ｇ)､アルコール飲料を飲まない（Ｐｌ４８)､そして麻薬を使わない（ｐ４１６

およびＰ４１７）ことの大切さ。

◆充分な運動と休息。

◆新生児を破傷風にかからせないために、破傷風の予防接種を受ける。（初めて受ける場合は、

６ケ月目７ケ月目、８ケ月目にする。以前に破傷風の予防接種を受けたことがある場合は、

７ケ月目に追加接種を１回与える｡）

２．栄蕊

母親の栄養状態は良好に見えるか？貧血か？貧血の場合は、もっとよい食事ができる方法につ

いて話し合う。できれば、鉄剤を、望むらくは葉酸とビタミンＣと一緒に飲むように計らう。つ

わり（p248）や胸焼け（ｐｌ２８）のやわらげ方について、助言する。

母親の体重は正常に増えているか？できれば訪問のたびに体重測定をする。正常なら、妊娠の

９ヶ月間に、８－１０キログラム増加するはずである。体重増加が止まるのは、悪い兆候である。

最終月に突然増加するのは、危険な症状である。体重計がない場合は、妊婦の外見から、体重増

加の様子を判断するようにする。

あるいは簡単なはかりを作る。

皿さの分かっているレンガ

その他の物を用いる。



正常な場合､子宮は毎月指２本分高くなる。

４ヵ月半で、通常、へその癌さになる。

鳶蕊卜………

一
月
［
月
【
月
〔
月
【
月
【
月
日
型

ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ

９
８
７
６
５
４
３
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へそを基準にして、毎月、指何本分上か下かを記録する。子宮

が大きすぎる、すなわち成長が早すぎるように見える場合は、双

子かもしれない。あるいは子宮内の水の通が、正常に比べて多す

ぎるのかもしれない。その場合、中の胎児の様子を触って調べる

のはかなり難しい。子宮内の水が多すぎるということは、分娩中

の出血がひどくなる危険性が大きいこと、子どもが障害を持って

いる か も しれないことを意味し て い る 。 一 戸

子宮内の胎児の位置を感じ取るようにする。横向きに寝ている

様子である場合は、分娩が始まる前に医者に行かなければならな

い○手術が必要かもしれないからである。出産間近の時期の胎児

の位置の調べ方は、ｐ２５７を参照。

Ｗ
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６．子どもの心拍（胎児心拍）と動き

５ケ月目以後、子どもの心拍を聴き、動きを調べる。腹に耳を当てて

聞いてみることもできるが、聞き取りにくいだろう。フェトスコーフを

手に入れれば、たやすく聞き取れる。（作ることもできる。焼いた粘土ま

たは硬い木で作ったものがよい｡） Ａ

フェトスコープ

臨月にへその下で胎児の心拍が最も大

きく聞こえる場合は、胎児は頭が下で、

おそらく頭から先に生まれる。

へその上で心拍が最も大きく聞こえ

る蝿合は､胎児の頭はおそらく上にあ

る｡骨盤位分娩になるだろう。

職 峯

胎児の心拍は大人のおよそ２倍の早さである。秒針のついている時計がある場合は、胎児の心拍

を数える。正常値は、１分間に１２０－１６０である。１２０より少ない場合は、何かが悪い。（あ

るいは数え間違えたか、母親の心拍を数えたのだろう。母親の脈を調べる。胎児の心拍は、聞きづ

らいことが多い。実践を重ねなければならない｡）

７．出産準備

出産が近づいてきたら、母親の様子をより頻繁に診る。すでに子どもがいる場合は、分娩に要し

た時間や、何か問題はなかったかなどをたずねる。１日２回、各１時間ずつ、食後に横になって休

むように勧める。たやすくかつ痛みの少ない出産方法について話し合う（次からのページを参照)。

母親に、分娩時の収縮にそなえて、深くゆっくりと呼吸する練習をするように言うこともある。収

縮の最中は緊張しないこと、あいだの時間には休息することが、力を蓄え、痛みを和らげ、分娩を

早く終えることにつながることを説明する。

分娩に何か手におえない問題が起こりそうに思われる理由がある場合は､保健センターまたは病院

で出産するよう母親を送る｡分娩の開始に間に合うよう､母親が病院の近くにいるように気をつける。

母親が自分の出産予定日を知る方法：

最後の月経が始まった日から３ケ月を引いて､７日加える。

たとえば､最後の月経が始まった日が５月１０日の場合。

５月１０日マイナス３ケ月は２月１０日、

プラス７日は２月１７日。

ゆえに子どもは２月１７日ころ生まれる。

８．記録を残すこと

月々の所見を比較して、母親の状態の進み具合をみるために、簡単な記録をしておくことが役に

立つ。次のページにその記録紙の見本が示してある。この記録紙をもとに、自分にあったものを作

るとよい。記録紙は大きいほうがよい。母親はみなこの記録紙を持っていて、検診に来るときに持

参するようにする。



産前ケアの記録

年齢：子どもの数：-各々の年齢： 末子の生年月日：

過去の出産の問題：－

名前：

”
、
“

出産予定日：股後の月経年月日：

＊これらの項目を測定する手段を持っている助産師は実施する。

妊娠期 訪問
日

症状 健康状態およ
び軽い症状

貧血
(重症
度）

危険な症状
(p､249参照）

むくみ
(部位、
程度）

脈拍 体温 体重
(推宝価
または

測定値）

唾
＊

尿蛋白
＊

尿糖
＊

子宮内の
胎児の位
因

子宮の大きさ
(へその位遺から
何指上(＋)また
は下(－)か?）

１ヶ月

２ヶ月

３ヶ月

４ヶ月

５ヶ月

６ケ月

７ヶ月
(１週）

(３週）

８ヶ月
(１週）

(３週〉

９ヶ月
(１週）

(２週）

(３週）

(４週）

｝
疲労、

吐き気、
つわり

←子宮はへその位圃

←胎児の心拍。

初めて動く。

移行

０

＋
破煽風ワク

チン

＋ 1回目

＋ 2回目また

は追加接種

＋

＋ 宜回員

＋

＋

＋

＋

＋

＋

出産
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■母親が出産に備えて用意しておくべき品々

どの妊婦も妊娠７ヶ月までに、次の品々を用意しておかなければならない。

たくさんの非常に渦潔な布または古布

彦顔

殺菌せっけん（または普通のせっけん）

偏婁!､一－－

手および爪を洗うための澗潔なたわし

手を洗ったあとに手

につけてこするため

のアルコール

渦潔な綿

(話

新しいかみそり。（へその緒を切る準備がで

きるまで、包みを開かない｡）

(新しいかみそりがない場合は、清潔で錆び

ていないはさみを準備する。これはへその緒

を切る直前に煮沸する｡）

へそを覆うための、滅菌ガーゼ

または充分清潔な布切れ

参

へその緒を縛るためのリボンまたは澗潔な布

紐２本。

／
露＝＝＝一＝員

布切れとリボンはともに、包

んでから紙の封筒に封入し、

オーブンに入れて焼くかアイ

ロンをかける。



■準備万端の助産師、または出産介助者が用意しておくその他の物

滅菌した注射器と針。

慨中

W３ｌｌ

フェトスコープ、つまり胎

用聴診器。母親の胆を通し

胎児の心拍を聴く。

ｅ
１
１
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ

先の丸いはさみ。子どもが完全に生まれ

る前にへその緒を切るため（特別緊急時

のみ)。

吸引球。新生児の鼻と口から

粘液を吸い出す。

ゴムまたはプラスチックの手袋（煮沸

消毒できるもの、ｐ､７４を参照)。母親

を診察するとき、子どもを取りだすと

き、出産口の裂個を縫うとき、後産を

鯛くるときなどに潤用。

エルゴノビンErgonovineまたは

エルゴメトリンErgometrineの注

射液数本（p､391を参照)。

‘&“

紺子（止血紺子）２本。へそ

を絞めたり、出産口が裂けて

している血管を絞めたりする

255

ボウル２個。１個は手を洗うため。もう

１個は後産を受けて鯛ぺるため。

滅菌した縫い針と外科用賜線。

裂けた出産口を縫う。

１
％
硝
酸
銀
滴
蕊

餌u…､…皿､国画面唾唾皿町

鰯Ｖ
鱒…，

鮪
１％-硝酸銀滴薬｡眼科用テト

ラサイクリンTetracycIine軟

膏｡または眼科用エリスロマ

イシンE『yth『omycin軟膏｡新生

児の眼を危険な感染から守る

(p､221を参照)。

テトラサイクリン軟膏
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■出産の準備

出産は自然の営みである。母親が健康で、すべてがうまくいっているときは、子どもは誰の助け

も借りずに、生まれてくることができる。正常な出産では、助産師または出産介助者の手出しが少

ないほど、何もかもがうまくいく。

分娩が困難な場合も起こる。また、ときには、母親または子どもの生命が危険な状態になること

もある。分娩が困難または危険になりそうに思われる何らかの理由がある場合は、熟練した助産師

または経験を桐んだ医者がそばにいるべきである。

注意：出産時に熱、咳、咽頭炎、皮膚のただれまたは感染がある場合は、誰かに頼んで子どもをと

りあげてもらうほうがよい。

出産時に医者または熟練した助産師がついたり、できれば病院に入ったりする

ことが重要になる、特別に危険な場合の症状：

●出産予定より３週間以上早く、規則的な陣痛が始まる場合。

●分娩前に出血が始まる場合。

●妊娠中毒の症状がある場合（ｐ２４９を参照)。

●慢性または急性の病気にかかっている場合。

●貧血がひどい場合、あるいは血液が正常に凝固しない人の場合（切り傷のときなど)。

●母親が１５歳以下、または４０歳以上、または最初の妊娠が３５歳以上の場合。

●すでに５－６人以上の子どもがいる場合。

●腰が特別短いか狭い場合（ｐ２６７を参照)。

●以前の出産に際して、重大な問題またはひどい出血を経験している場合。

●糖尿病または心臓病がある場合。

●ヘルニアの場合。

●双子のように思われる場合（p､269を参照)。

●子宮内の胎児の位置が正常（頭が下向き）ではないように見える場合。

●破水後､数時間以内に分娩が始まらない場合（発熱がある場合はいっそう危険である)。

●９ケ月の妊娠の後、２週間たっても子どもが生まれない場合。

出産に伴う問題がもっとも大きいのは

初産 そして たくさん生んだ後の最後の出産である。



胎児が正しい位置にいるかどうかを調べること

胎児の頭が下向き、つまり正常分娩の位置にあるかどうかを確かめるには、図のように頭を触っ

てみる。

〆申

~一一ヘーノー

胎児の尻は大きく

て広い。

胎児の頭は固くて

丸い。

1．母親に全部息を吐き出してもらう。

親指と２本の指で､録盤の真上のこの位圃を押す．

もう一方の手で、子宮の最上部を触ってみる。

尻が上の場合

は、上が大き

く感じる。

葱

且

尻が下の鳩合

は、下が大き

く感じる。

２．静かに横向きに押す。初め一方の手で、次にもう一方の手で。

胎児の尻を静

横に押すと、

の全身も動く

しかし､頭を

(こ横に押すと

ところで曲

て､背中は動

い◎

鯛

胎児がまだ子宮上部にいる場

合は､頭を少し勤かすことがで

きる

でに

いる

とは

初産

始ま

涜態の蝿合は、皿

の蝿舎時は－分噸

ることもある｡その後の妊娠で

は､分娩が始まるまで頭の進入

はないだろう。

胎児の頭が下の場合は、順調に行くと考えられる。

胎児の頭が上の場合は、出産は幾分困難で（骨盛位分娩)、母親は病院内、

または病院の近所で出産するほうが安全である。

胎児が絢句きの場合は、母親は病院で出産しなければならない。母子ともに

危険な状態にある（p､267を参照）
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囚5１３

■出産が近いことを示す症状

●分娩が始まる数日前に､這常､胎児は子宮の下のほうに動く。これで母親は呼吸がしやすくなる。

しかし、騰耽が圧迫されるので、頻繁に排尿する必要があるだろう。（最初の出産の場合は、こ

れらの症状は分娩の４週間も前に現れる可能性がある｡）

●分娩が始まる直前に、濃い粘液（ゼリー）がいくらか出てくるかもしれない。粘液は分娩の２

－３日前に出るかもしれない。時には、血液で染まっている。これは正常なものである。

＠収縮（子宮が突然緊張すること）つまり陣痛は、出産の数日前から始まるだろう。最初は収縮

の間隔は長いのが普通で､数分から数時間である。収縮が強まり、規則的に､より頻繁になると、

分娩の始まりである。

●分娩の何週間か前に、予行陣痛のある人もいる。これは１１．附なことである。まれに、仮性分娩

になる人もある。これは陣痛が強く頻繁に来ていても、その後実際の出産が始まるまで数時間

または数日間止まってしまうものである。歩行、温浴、休息によって、仮性の場合は収縮が和

らぎ、真性の場合は出産へと移行するだろう。仮性分娩の場合であっても、収縮は本来の出産

に向けて子宮が準備するのを助けることになる。

陣痛は収縮すなわち子宮が緊張することによって起こる。収縮

の合間には子宮はこのようにゆるんでいる。

へ

ノ

収縮の最中、子宮は緊張し、このように突き出す｡

収縮によって胎児はずっと下へ押しやられる。そのたびに子宮

頚つまりく子宮の扉＞が少しずつ開く。

●分娩開始後少したつと、通常、子宮の中で胎児を保持していた羊膜が破れて、液体があふれ出

す。収縮が始まる前に破水する場合は、通常、分娩が始まっていることを意味している。破水

後、母親は非常に清潔にしていなければならない。行ったり来たり歩くことで、速やかに分娩

へと灘むだろう。感染を防ぐために､セックスを避け､湯船には浸からない。鱈洗浄も行わない。

瞳に何も入れない。分娩が１２時間以内に始まらない場合は、医療従事者の助けを求める。



■分娩期

分娩には三つの段階がある。

●第一期は、強い収縮の始まりから、子宮口が開き、胎児が産道へ進入するまで。

●第二期は、胎児が産道を降りているときから誕生まで。

●第三期は、子どもの誕生から胎盤（後産）が出てくるまで。

分娩の第一期は、通常、母親にとって最初の出産の場合は１０－２０時間以上、その後の出産では

７－１０時間続く。非常にまちまちである。

分娩の第一期のあいだ、母親は早く生もうとしてはならない。この段階がゆっくり進むのは正常

である。母親には進展が感じられず、心配し始めるかもしれない。安心させてあげる。どの人も同

じ心配をするものなのだと話す。

胎児が産道へと降り始め、押すべきだという感じがするまで、母親は押したり圧迫したりしよう

としてはならない。

母親は腸や、跨耽を空にしておかなければならない。

勝眺や腸が、詰まってい

ると胎児が生まれてくる

ときに邪魔をする。

尿でいっぱいの勝耽

さやjI､
大便

分娩のあいだ、母親は頻繁に排尿しなければならない。数時間排便がない場合は、涜腸をすると

分娩がたやすくなるだろう。分娩のあいだ、母親は頻繁に水、その他の飲み物を飲まなければなら

ない。体内の水分が少なすぎると、分娩が遅くなったり止まったりする可能性がある。分娩が長い

場合は、食事も軽くとらなければならない。吐いてしまう場合は、水分補給飲料、薬草茶、あるい

はくだものジュースなどを、収縮の合間に少しずつ吸わせる。

分娩の間、母親は頻繁に体位を変える。あるいは起き上がってときどき歩き回る。長時間仰向け

に横たわっていてはいけない。
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分娩の第一期の間に、助産師または出産介助者は次のことをしなければならない。

◆母親の腹、生殖器、尻、脚を、せっけんとぬるま湯を使ってよく洗う。ベッドは物がよく見

えるような充分に明るい清潔な場所に匝かなければならない。

◆ベッドの上に潤潔なシーツ､タオル､新聞紙などを広げ､湿ったり汚れたりしたら取り替える。

◆へその緒を切るために、封を切ってない新しいかみそりの刃または１５分間煮沸したはさみ

を用意する。はさみは必要になるときまで、沸騰水につけ、ふたをしておく。

助産師は母親の腹をさすったり、押したりしてはならない。このときは母親に腹を押さえたり圧

迫したりするように言ってはならない。

母親がおびえたり非常に痛がったりする場合は、収縮している間は深くゆっくり規則的に、また

その間には自然に、呼吸をするように言う。こうすると痛みが和らぎ、母親は落ち着く。強い痛み

は正常なものであること、それは胎児を外に押し出す役目をしていることを母親にわからせる。

分娩の第二期で子どもが誕生する｡羊膜が破れると始まることもある。第一期より楽なことが多く、

通常、２時間以上はかからない。収縮の間、母親は力いっぱい圧迫（押しつけること）する。収縮

の合間にはぐったりして、半ば眠ったようになる。これは正常である。

圧迫するには、ちょうど排便するときのように、深く患をして、宵の筋肉で強く押さなければな

らない。羊膜が破れた後、子どもの動きが遅い場合は、図のようにひざを折った姿勢でもよい。

しゃがむ もたれかかって座る ひざまずく 桶になる

ごＩ

E二堂

雷i､

f彦処
＄ 、

塵レグィ

母親の出産口が伸びて、胎児の頭が見え始めたときには、助産師または介助者は、子どもの誕生

のためのすべての準備を整えていなければならない。この時点では、頭がよりゆっくり出てくるよ

う、強く押さないようにしなければならない。こうすると出産口が裂けるのを防げる（より詳しく

は、ｐ２６ｇを参照)。

正常分娩の場合は、助産師は手や指を決して母親の体内に入れてはならない。これを守らないこ

とが、出産後の母親が危険な感染症にかかる、最も一般的な原因になっている。

頭が出てきたら、助産師はそれを支えるが、決して引きずり出してはならない。

母親と子どもと助産師の健康を守るために､出産に立ち会うときには､できれば手袋を潤用する。

今日、これはかなり重要なことである。


