
４．再発防止および産科医療の質の向上に向けて

　子宮破裂は突発的に起こり、速やかな児娩出や子宮摘出術など、迅速な診断と適切な
治療が求められる重要な産科救急疾患である。また、現代の医学においても未だその早
期発見のための予兆や危険因子についての管理指針などについて明確にされていない部
分が多く、防ぐことが難しいのが現状である。
　このことからも、実際に子宮破裂を発症した事例の状況を概観し、子宮破裂について
分析することは再発防止および産科医療の質の向上に向けて重要である。

　公表した事例319件のうち、子宮破裂を発症した事例が12件（3.8％）あり、これらを 
分析対象とした。

　分析対象事例にみられた背景については、子宮瘢痕破裂に関連する背景として、帝王
切開術の既往が６件（50.0％）、うちTOLACが５件（41.7％）であり、経産婦は９件（75.0％）
であった。また、自然子宮破裂に関連する背景として、手術の既往がない子宮奇形およ
び子宮筋腫合併がそれぞれ１件あった。また、巨大児は０件であったが、3500ｇ以上が
３件（25.0％）あり、児頭骨盤不均衡（疑いを含む）は２件（16.7％）であった。また、
外傷性子宮破裂に関連する背景として、子宮収縮薬の使用ありおよびクリステレル胎児
圧出法がそれぞれ２件あった。
　帝王切開術の既往なしの事例６件については、自然子宮破裂または外傷性子宮破裂の
いずれかの危険因子に該当する事例が５件、経産婦である他はいずれの危険因子にも該
当しない事例が１件であった。
　分析対象事例における子宮破裂の臨床所見や症状については、激しい腹痛が10件（83.3％）
と多かった。その他、子宮下部の圧痛、子宮体部の著しい硬さ、性器出血、胎動の減少・消失、
ショック症状、不穏や苦悶表情、陣痛の停止などであった。
　子宮破裂の発症の時期については、入院前が３件、入院中が９件であった。入院中 
９件のうち、５件がTOLAC中であり、その全件が分娩第Ⅰ期の発症であった。また、 
一過性徐脈の出現から徐々に発症したと考えられる事例、妊産婦が急激な痛みを訴えた
時に発症したと考えられる事例などがあった。
　以上のようなことからも、帝王切開術の既往、子宮手術の既往、子宮奇形、子宮筋腫
合併等の子宮破裂の危険因子がある妊産婦については、連続的モニタリングによる母児
の評価、訴えの丁寧な聴取、および超音波断層法の所見を参考にするなど、特に慎重に
管理することが重要であると考えられる。

　帝王切開術の既往ありの事例６件については、５件はTOLACありの事例であり、１件
は帝王切開術を予定していたが入院前の妊娠36週に陣痛発来して子宮破裂を発症した事
例であった。また、妊娠39週の健診時に方針を決定する予定とされていたが、分娩方針
の決定前に陣痛発来のため入院してTOLACを行い、子宮破裂を発症した事例もあった。
妊娠中における前回の帝王切開術に関する情報の確認については、術式や切開部位等を
確認しなかったと考えられる事例があった。
　また、TOLACありの事例５件については、分娩中の胎児心拍数聴取が間欠的であった
事例が４件あり、そのうち１件は分娩監視装置を外した間に子宮破裂を発症したと考え
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られる事例であった。TOLACにあたっての説明と同意については、文書による説明と同
意があった事例が３件、口頭で行ったが診療録等に記載がなかった事例が２件であった。
また、「緊急帝王切開術を決定してから児を娩出するまでの時間」については、最短で23分、
最長で40分、平均29分であった。

　分析対象事例においては、その半数に帝王切開術の既往があったこと、分娩方針決定
前や帝王切開術予定とした日より前に発症した事例があったことなどから、帝王切開術
の既往がある妊産婦については、前回帝王切開術の術式等の情報を十分に把握するとと
もに、妊産婦への指導を含めて分娩徴候の管理を行い、また分娩方針および予定帝王切
開術とする場合の時期を早めに決定することが必要である。
　妊産婦がTOLACを希望する場合は、特に子宮破裂のリスクを念頭においた分娩管理が
重要であり、緊急帝王切開術がすぐに実施できる準備下で、連続的分娩監視のもと行う
必要がある。また、TOLACにあたっては、適応や要約を慎重に判断し、事前に文書によ
り有害事象およびその発生頻度（子宮破裂の発症頻度が１％程度など）等も含めた十分
な説明を行うこと、その際に「緊急帝王切開術までにかかる時間の目安」等の自施設の
緊急時の体制についても十分に説明し、十分な理解の上で同意を得る必要がある。また、
自然分娩待機とする時期、自然に陣痛発来しない場合の予定帝王切開術の時期等につい
て十分に検討することも重要である。

　加えて、胎児心拍数陣痛図においては、陣痛の度に一過性徐脈を認める状態が持続し、
その後高度徐脈となった事例があったことなどから、子宮破裂の危険因子がある妊産婦
については、特にTOLAC中に胎児心拍数異常が出現した場合、より厳しく評価して子宮
破裂を疑い、急速遂娩などの対応を検討することが重要であると考えられる。

　以上のことから、再発防止委員会においては、再発防止および産科医療の質の向上に
向けて、分析対象事例からの教訓として以下を取りまとめた。

１）産科医療関係者に対する提言
（１）子宮破裂の危険因子の管理について

　帝王切開術の既往、子宮手術の既往、子宮奇形、子宮筋腫合併等の子宮破裂の危険因子
がある妊産婦については、連続的モニタリングによる母児の評価、訴えの丁寧な聴取、お
よび超音波断層法の所見を参考にするなど、特に慎重に管理する。

（２）帝王切開術の既往がある妊産婦の管理について
　帝王切開術既往妊産婦については、前回帝王切開術の術式等の情報を十分に把握すると
ともに、妊産婦への指導を含めて分娩徴候の管理を行い、また分娩方針および予定帝王切
開術とする場合の時期を早めに決定する。
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（３）TOLACの管理について
①  妊産婦がTOLACを希望する場合は、適応や要約を慎重に判断し、事前に文書により有

害事象およびその発生頻度（子宮破裂の発症頻度が１％程度など）等も含め、十分な説
明を行う。また、その際には「緊急帝王切開術までにかかる時間の目安」等の自施設の
緊急時の体制についても十分に説明し、十分な理解の上で文書により同意を得る。

② TOLACにあたっては、自然分娩待機とする時期、自然に陣痛発来しない場合の予定帝
王切開術の時期等について十分に検討する。

③ 緊急帝王切開術がすぐに実施できる準備下で、連続的分娩監視のもと行う。TOLAC中
に胎児心拍数異常が出現した場合、特に陣痛の度に一過性徐脈を認める場合はより厳し
く評価して子宮破裂を疑い、急速遂娩などの対応を検討する。

２）学会・職能団体に対する要望
（１）子宮破裂およびその危険因子に関する調査研究と管理指針の作成について

　子宮手術の既往がない事例においても子宮破裂を発症していたことから、その他の子宮
破裂の危険因子に関する調査研究、およびそれらに対する妊娠・分娩の管理指針等を策定
することが望まれる。

（２）帝王切開術の既往がある妊産婦の管理について
① 帝王切開術既往妊産婦の管理について、前回帝王切開術に関する情報の把握、超音波検

査による前回術創部の測定、予定帝王切開術の時期の設定と管理、および帝王切開術ま
での時間等のTOLACを取り扱う体制の基準などに関する指針について検討することを
要望する。

② TOLAC中の連続的モニタリングの重要性について、再度周知徹底を図ることを要望す
る。また、繰り返す一過性徐脈などへの対応に関してTOLACにおける胎児心拍数陣痛
図の判読と対応の指針等の作成を検討することを要望する。

３）国・地方自治体に対する要望
　既往分娩歴に関する情報について妊産婦への問診のみで把握することは限界があるため、
特に前回帝王切開術の術式等に関する情報や、次回の妊娠・分娩に向けて留意する点等
についての記載欄を設けるなど、母子健康手帳の記載事項が充実するよう検討すること
を要望する。

04_005産科医療_再発防止報告書_第4章Ⅱ.indd   88 2014/04/10   13:39:39

3 ページ



４．再発防止および産科医療の質の向上に向けて

　子宮内感染が単独で、あるいは他の因子と関連して中枢神経障害を起こすと考えられ
ているが、その詳細は未だ明らかになっていない。本制度の分析対象である重度脳性
麻痺の事例のみをもって、特定のことを結論づけることは困難であるが、子宮内感染や 
絨毛膜羊膜炎が診断され、かつ結果として重度脳性麻痺を発症したと考えられる事例の
状況や胎児心拍数陣痛図を分析することは、今後の子宮内感染についての研究および 
再発防止に繋がるものと考える。

　公表した事例319件のうち、臨床的に子宮内感染または絨毛膜羊膜炎があったとされた
事例や、組織学的に子宮内感染または絨毛膜羊膜炎、臍帯炎があった事例、出生後に新
生児の所見から子宮内感染があったとされた事例など、子宮内感染を発症したと考えら
れる事例が63件（19.7％）あり、これらを分析対象とした。
　これらの中には、臨床的所見がみられたものの胎盤病理組織学検査が実施されず、 
絨毛膜羊膜炎等の確定診断に至らなかった事例があった。また、臨床的所見はみられな
いものの組織学的所見により診断された、または新生児の所見から子宮内感染があった
とされた事例が約半数あった。
　分析対象事例においては、母体発熱や血液検査で炎症所見がみられたにもかかわらず、 
分娩進行状態の確認や母体の全身管理、胎児の評価が行われていなかった事例や、前期
破水であったが妊産婦の訴えがあるまでバイタルサインが定期的に測定されなかった 
事例などもあった。前期破水および母体発熱がみられる場合は、子宮内感染を考慮し、 
血液検査を実施するとともに、胎児のwell-beingに注意することが必要である。

　GBS（B群溶血性連鎖球菌）については、妊娠中の腟分泌物培養検査の結果で陰性であっ
たものの、分娩後に入院時や新生児の培養検査結果からGBS陽性であったことが判明し、
児がGBS感染症を発症した事例があった。なお、破水時または入院時に腟培養検査を実施
したと考えられる事例の検出結果については、GBSのほか、MRSA、大腸菌、カンジダな
どであり、GBS、MRSA、およびカンジダについては新生児の培養検査でも検出された。
　このようなことからも、腟分泌物培養検査の実施時期や評価時期、採取方法などにつ
いて検討することや、妊娠時・分娩時の母体の情報を新生児の管理に有用とするための
連携方法などを検討することも望まれる。

　子宮内感染と脳性麻痺発症の関連については、分析対象事例のうち、子宮内感染が脳
性麻痺発症の主たる原因と考えられる事例もあったが、子宮内感染が脳性麻痺発症の複
数の原因の一つと考えられる事例が多かった。子宮内感染と複合的に関与したと考えら
れる原因として、臍帯因子や常位胎盤早期剥離などがあった。この他、胎盤機能不全や
胎児発育不全、母体発熱など慢性的に胎児への酸素供給が低下することや、遷延分娩や
長時間の子宮収縮など分娩に時間を要し胎児の低酸素・酸血症が持続することにより、
脳性麻痺を発症したと考えられる事例があった。これらの多くは、子宮内感染による 

「胎児低酸素等に対する予備能の低下」や、胎児炎症反応症候群、絨毛膜羊膜炎による 
炎症性サイトカインの増加などが脳性麻痺発症に関与した可能性について記載されてお
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り、子宮内感染を背景に他の因子に対する抵抗性が減弱し脳性麻痺を発症する可能性が
高まると考えられる。
　以上のようなことから、他の疾患や病態等に加えて子宮内感染が存在する場合、他の 
因子に対する抵抗性が減弱し脳性麻痺を発症する可能性が高まると考えられることから
も、子宮内感染、臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準に該当する場合は、定期的な検査の
継続によりデータの推移に十分に注意し、連続的モニタリングにより厳重に管理すると
ともに、状態の悪化がみられた場合は速やかに早期の分娩を目指すことが必要である
と考えられる。また、臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる場合は、母体のバイタルサイン・ 
血液検査等の所見を確認するとともに、分娩監視装置による連続的モニタリングや頻回の 
胎児心拍数聴取により慎重に胎児の状態を評価し、総合的に診断することも重要である。

　分析対象事例における胎児心拍数陣痛図については、胎児頻脈（160拍／分以上）があった
事例が29件（46.0％）あった。これら頻脈がみられた事例のうち、反復する一過性徐脈が
持続した事例があった。これらは、基線の上昇（すなわち頻脈）を一過性頻脈と判断し、
実際の徐脈（一過性徐脈の最下点）を基線と誤解する可能性も考えられる。
　胎児頻脈は胎児の心不全が懸念され、特に絨毛膜羊膜炎の病態がある場合には胎児酸
素絶対必要量が増大し、相対的に酸素不足に陥る可能性が高いことから、頻脈の持続時
間が短くとも、予後不良であると考えられる。よって、頻脈の程度にかかわらず持続す
る頻脈（160拍／分以上）があり、母体発熱や血液検査など臨床的絨毛膜羊膜炎を疑う所
見がある場合には、慎重な評価と対応が望まれる。
　その他、一過性頻脈の減少または消失があった事例、基線細変動の減少または消
失があった事例、またTachysyatoleがみられた事例なども散見された。これらは、 
正常ではないものの、直ちに急速遂娩を行うような重度の異常所見がないと判断された
状態が続き、時間経過とともに異常所見が出現し、徐々に胎児の状態が悪化していった
と考えられる。
　以上のようなことから、胎児心拍数陣痛図について直ちに急速遂娩を行うような重度
の異常所見がないと判断されるものの、正常ではない状態が続き、加えて母体発熱や血
液検査など臨床的絨毛膜羊膜炎を疑う所見がある場合には、胎児心拍数陣痛図の慎重な
評価と対応が重要である。また、その後に異常所見が出現したときに迅速に対応できる
よう急速遂娩の準備や小児科医への連絡などを検討することも重要である。
　また、これら子宮内感染や絨毛膜羊膜炎が診断され、かつ結果として重度脳性麻痺を発
症したと考えられる事例の状況や実際の胎児心拍数陣痛図を今後も分析することにより、 
子宮内感染についての研究および再発防止に繋げていくことが重要である。

　なお、母体発熱が認められるなど臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる所見があった場合や
新生児仮死など異常分娩の場合は、その原因究明の一助として胎盤病理組織学検査を
実施することも必要であると考えられる。また、その際は正確な結果が得られるよう、 
分娩時の詳細な情報についても併せて提供することも重要である。

　以上のことから、再発防止委員会においては、再発防止および産科医療の質の向上に
向けて、分析対象事例からの教訓として以下を取りまとめた。

04_005産科医療_再発防止報告書_第4章Ⅲ-2.indd   134 2014/04/10   13:45:00

5 ページ



１）産科医療関係者に対する提言
（１）前期破水や母体発熱がみられる場合の対応について
　前期破水や母体発熱がみられる場合は、子宮内感染を考慮し、血液検査を実施するととも
に、胎児のwell-beingに注意する。

（２）臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準に該当する場合の対応について
　臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準に該当する場合は、定期的な検査の継続によりデータの推
移に十分に注意し、連続的モニタリングにより慎重に管理するとともに、状態の悪化がみら
れたときは速やかに早期の分娩を目指す。

（３）臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる場合の胎児心拍数陣痛図の評価について
　臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる場合は、母体のバイタルサイン・血液検査等の所見を確認
するとともに、分娩監視装置による連続的モニタリングや頻回の胎児心拍数聴取により慎重
に胎児の状態を評価する。また、以下のような場合は特に慎重に評価し、その後に異常所見
が出現したときに迅速に対応できるよう急速遂娩の準備や小児科医への連絡などを検討する。

①胎児頻脈（160拍／分以上）がみられる場合
②反復する一過性徐脈が持続する場合
③一過性頻脈がない状態が持続する場合
④基線細変動の減少が持続する場合

（４）臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われた場合の胎盤病理組織学検査の実施について
　母体発熱が認められるなど臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる所見があった場合や新生児仮死
など異常分娩の場合は、その原因究明の一助として胎盤病理組織学検査を実施する。また、
その際は正確な結果が得られるよう、分娩時の詳細な情報についても併せて提供する。

２）学会・職能団体に対する要望
（１）　 子宮内感染の早期診断・対応に向けて、事例の集積および子宮内感染の機序などにつ

いて研究を推進することを要望する。

（２）　 胎児心拍数陣痛図において反復する一過性徐脈が持続する場合や、一過性頻脈がない
状態が持続する場合などについて、子宮内感染等との関連性について検証・研究する
ことを要望する。

（３）　 母体発熱が認められるなど臨床的絨毛膜羊膜炎が疑われる所見があった場合や新生児
仮死など異常分娩の場合は、胎盤病理組織学検査を実施するよう周知することを要望
する。
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４．再発防止および産科医療の質の向上に向けて

　クリステレル胎児圧出法とは、1867年にドイツの産婦人科医であるサミュエル・クリ
ステラーが提唱した手技であり、術者が妊産婦の腹壁上から子宮底部に当てた両手の手
掌を置いてマッサージする、および陣痛に合わせて骨盤軸に沿って圧迫して胎児を押し
出す手技を意味していた。出口部で分娩が遷延し、微弱陣痛などに対し子宮収縮薬によ
る陣痛増強の効果が不十分な場合等、児の娩出を急ぐ状況において、主として吸引・鉗
子分娩を行う際に娩出力を補完するためなどに実施するとされている。
　クリステレル胎児圧出法は、様々な有害事象が報告される一方で、児の娩出を急ぐ状
況において急速遂娩や娩出力を補完するための手技として、その有効性も経験的に広く
認識されている。しかしながら、現在のところ、その要約や具体的手技に関する明確な
基準や指針等はないため、圧迫の程度や方法などその手技については様々である。

　公表した事例319件のうち、クリステレル胎児圧出法を実施した事例が56件（17.6％）
あり、これらを分析対象とした。なお、これらの事例は、原因分析報告書において「ク
リステレル胎児圧出法」を実施したと記載があった事例であり、圧迫の程度や方法など
その手技については様々である。

　分析対象事例におけるクリステレル胎児圧出法実施にあたっての適応については、胎
児機能不全または胎児のWell－beingの不良により、児の娩出を急ぐ状況において急速遂
娩や娩出力を補完するために実施した事例があり、そのうち常位胎盤早期剥離や臍帯脱
出などの産科異常が診断され、経腟分娩での娩出が可能と判断し実施した事例もあった。
また、分娩進行の遷延により実施した事例があり、このうち、胎児の下降不良があり分
娩を進行させるために実施した事例もあった。
　また、クリステレル胎児圧出法実施にあたっての要約については、子宮口全開大前に
実施した場合や胎児先進部が高い位置で実施した場合に、児娩出までに時間を要した事
例が多く、また最終的に帝王切開術に分娩方針を変更した事例も多かった。
　クリステレル胎児圧出法実施時の胎児心拍数聴取の状況については、連続的の事例が
46件（82.1％）であったが、分娩台への移動のためなどクリステレル胎児圧出法実施前に
分娩監視装置を外した事例などもあった。

　また、分析対象事例におけるクリステレル胎児圧出法の実施と脳性麻痺発症との関連
については、クリステレル胎児圧出法の実施が脳性麻痺発症の主たる原因または複数の
原因の一つと考えられる事例は３件であった。また、子宮破裂の要因と考えられる事例
もあった。
　このほかに、クリステレル胎児圧出法を実施する以前から胎児低酸素・酸血症や胎児機
能不全があり、クリステレル胎児圧出法の開始後にその状態が重篤化した事例、またク
リステレル胎児圧出法を実施していた間に胎児低酸素・酸血症が持続した事例など、ク
リステレル胎児圧出法の実施が脳性麻痺発症の増悪因子と考えられる事例があった。
　これらクリステレル胎児圧出法の実施状況と胎児低酸素・酸血症との関連については、
子宮口の全開大前からの実施や胎児先進部が高い位置からの実施等により児の娩出まで
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に時間を要したことなどが低酸素・酸血症と関与したと考えられる事例、および吸引・
鉗子分娩と併用した事例も含め、クリステレル胎児圧出法を複数回実施したことや、実
施時間が長かったことが、児の状態を悪化させた、または胎児低酸素・酸血症を持続さ
せたと考えられる事例などがあった。
　また、双胎の経腟分娩において、第１子の娩出の際にクリステレル胎児圧出法を実施
したことで第２子の胎盤循環を悪化させた、または第２子の娩出までに時間を要したこ
とで胎児低酸素・酸血症が持続したと考えられる事例もあった。

　わが国の産科医療の臨床現場においては、日本産婦人科医会医療安全部と日本産科婦
人科学会周産期委員会の共同のアンケート調査の結果から分かるように、クリステラー
により提唱された「陣痛に合わせて骨盤軸に沿って圧迫して胎児を押し出す」手技とは
異なる可能性のある様々な手技がクリステレル胎児圧出法として実施されている状況に
あると考えられる。特に、クリステレル胎児圧出法を単独で実施する際の適応や要約に
ついては、明確な基準がない。なお、2014年に改訂される「産婦人科診療ガイドライン
－産科編」（案）においても「参考」として実施上の注意事項（案）が示されているが、
明確な要約や実施回数などについてはエビデンスが十分でないのが現状である。

　分析対象事例においては、クリステレル胎児圧出法を実施していた間に胎児低酸素・
酸血症が持続したこと、児の娩出までに時間を要したことが脳性麻痺発症に関与したと
考えられ、クリステレル胎児圧出法の実施にあたっては、胎盤循環の悪化や有害事象が
起こる可能性があることを認識して、適応や要約を十分に検討の上、数回の施行で分娩
に至ると考えられるときのみ実施することが重要である。
　また、実施中は可能な限り分娩監視装置装着による連続的モニタリングを行い、陣痛
の状態や胎児の健常性など母児の状態を常に評価すること、１～２回試みても娩出され
ない場合は、巨大児、産道の狭窄、児頭骨盤不均衡などを考慮して、経腟的に分娩が可
能か否かを判断し、適宜分娩方法を見直すなど、漫然と施行しないことも重要である。
　加えて、診療録等の記録に関し、分析対象事例においては胎児先進部の下降度などの要
約等について記載がないなど、実施時の母児の状況が不明の事例もあったことから、実
施時の経過について診療録等に丁寧に記載することも、適応や要約を認識し、母児の状
態を評価しながら実施するために重要である。

　再発防止委員会においては、再発防止および産科医療の質の向上に向けて、分析対象
事例からの教訓として以下を取りまとめた。
　また、「第２回　再発防止に関する報告書」における「吸引分娩について」の提言を参
考としてP. 164 ～ 165に掲載する。

１）産科医療関係者に対する提言
（１）安全なクリステレル胎児圧出法の実施について

　クリステレル胎児圧出法の実施にあたっては、胎盤循環の悪化、子宮破裂、母体内臓
損傷等の有害事象が起こる可能性があることを認識し、以下に留意する。
①　 適応・要約を十分に検討の上、数回の施行で娩出に至ると考えられるときのみ実施す
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る。特に、胎児先進部が高い位置における実施は、児娩出までに時間を要することに
より児の状態を悪化させる可能性があることを認識し、より慎重に検討する。

②　 陣痛発作に合わせ骨盤誘導線に沿って娩出力を補完するように実施する。また、 
術者の全体重をかけるなど過度な圧力がかからないように実施する。

（２）クリステレル胎児圧出法の実施中の母児の評価と分娩方法の見直しについて
　実施中は可能な限り分娩監視装置装着による連続的モニタリングを行い、陣痛の状態
や胎児の健常性など母児の状態を常に評価し、１～２回試みても娩出されない場合は、
経腟的に分娩が可能か否かを判断し、適宜分娩方法を見直すなど、漫然と実施しない。

（３）双胎の第１子へのクリステレル胎児圧出法の実施について
　双胎の経腟分娩における第１子へのクリステレル胎児圧出法の実施は、胎盤循環不全
により第２子の状態が悪化する可能性があることから、慎重に検討する。

（４）クリステレル胎児圧出法の実施に関する記録について
　クリステレル胎児圧出法を実施した場合は、急速遂娩等と同様に、適応、実施時の子
宮口開大度や胎児先進部の下降度等の要約、開始時刻や終了時刻、実施回数、実施時の
胎児心拍数や陣痛の状態などの経過について診療録等に丁寧に記載する。

２）学会・職能団体に対する要望
　クリステレル胎児圧出法について、適応や要約、具体的な手技、中止の判断基準など、
安全な実施方法に関する指針等を策定し、周知することを要望する。
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４．再発防止および産科医療の質の向上に向けて

　常位胎盤早期剥離、早産、重度の胎児機能不全などの緊急時・異常時においては、自
施設で対応できる場合と、高次医療機関等への搬送が必要な場合とがある。
　母体の救命および児の予後の改善のためには、異常等の発見や診断から処置・手術等の
開始および児の娩出までの時間を短くすることが重要である。搬送が必要な場合は、搬
送体制の整備や適切な情報連携などにより、少しでも早く高次医療機関等へ母児を搬送
し、早期に児の娩出を図ることが望まれる。

　公表した事例319件のうち、常位胎盤早期剥離や胎児機能不全など母児の異常により、
緊急母体搬送を実施した事例が37件（11.6％）あり、これらを分析対象とした。

　分析対象事例においては、切迫早産や妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離などのた
めに母体の厳重な管理が必要となることや緊急帝王切開術により早期に児の娩出を図る
必要があること、および早産や児の状態が重症であるために高度な治療や管理を必要と
することなど、母児双方の適応から自施設での対応が困難な場合に、より高次の医療機
関へ搬送していた。また、中には夜間などの人員確保や勤務体制から対応が困難であっ
たことや、緊急帝王切開術の実施が困難であったことから搬送されたと考えられる事例
もあった。さらに、脳低温療法などのより高度な治療や管理を必要とするため、高次医
療機関へ新生児搬送した事例もあった。

　また、分析対象事例においては、搬送受け入れ分娩機関が見つからなかったことや、
搬送受け入れを断られたことから遠方の分娩機関に搬送せざるを得ない状況にあったこ
となどから、搬送決定から搬送受け入れ分娩機関到着までに時間を要したと考えられる
事例があった。また、到着後に緊急帝王切開術に必要な検査等を実施したことや、診断・
入院決定までに時間を要したこと、麻酔科医を待ったことなどから、搬送受け入れ分娩
機関到着から児娩出までに時間を要したと考えられる事例もあった。

　今回の結果をもって、異常等の発見や診断から児娩出までの時間などについて特定の
傾向や結論を導き出すことは困難であるが、児の予後の改善を考慮すると「搬送決定か
ら搬送元分娩機関を出発するまでの時間」や「搬送受け入れ分娩機関到着から緊急帝王
切開術開始および児娩出までの時間」を可能な限り短縮することが重要であると考えら
れる。

　そのためには、各地域における自施設の役割と機能を互いに認識し、ハイリスク妊娠や
異常分娩を早期に診断し必要時は速やかに搬送することが必要であると考えられる。連絡
経路の確認やシミュレーションと、周辺の分娩機関との情報交換や提携などにより日頃
から速やかに搬送するための体制づくりが重要である。また、搬送にあたっては、搬送
後の治療開始が円滑に行われるよう、搬送元分娩機関からの十分な情報提供や搬送受け
入れ分娩機関の積極的な情報把握により、搬送受け入れ分娩機関は必要な検査等を事前
に検討し診断や判断までの時間を短くすること、および各部門への事前連絡、検査・手
術等の事前準備を行い、到着後に円滑に治療を開始することが重要である。加えて、各
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施設が日頃より実践力を強化するとともに、互いの情報連携を十分に行うことが重要で
あると考えられる。
　わが国における周産期医療提供体制については、都市型か地方型かにかかわらず、周
産期医療システムの状況が各自治体によって様々である。また、搬送体制をはじめとし
て周産期医療提供体制の全体を把握、検証できる統一されたデータがないことなども課
題であると考えられる。
　周産期医療においては、各施設が地域の中で担っているそれぞれの機能と役割を果た
すことが重要であり、また都市型か地方型かにかかわらず各地域の実情に合わせて体制
を整備することが重要である。なお、現在のわが国の分娩施設の状況からは自県の中だ
けでの円滑な搬送が困難な場合も多く、都道府県を超えた搬送体制を検討することが必
要である。加えて、都市型であっても早産児・重症児を受け入れる新生児医療提供体制
の不足から、搬送受け入れが困難となる地域もあり、NICU病床の確保や新生児科医の確
保、後方病床の確保、NICU入院児の退院支援なども重要である。

　産科医療関係者および関係学会・団体等は、各地域での緊急母体搬送や新生児搬送を
はじめとした各地域全体での周産期医療提供体制を検討すること、および国・地方自治
体においては、分娩機関および新生児集中治療施設の病床確保と搬送体制の整備に取り
組むことが望まれる。

　以上のことから、再発防止委員会においては、再発防止および産科医療の質の向上に
向けて、分析対象事例からの教訓として以下を取りまとめた。

　なお、原因分析報告書においては各分娩機関の所在地域および搬送体制を含む周産期
医療体制の情報が記載されていないことから、地域特性に合わせ分析することや傾向を
見出すことは困難であるが、実際に緊急母体搬送された事例の状況を概観し、搬送体制
を含む周産期医療体制の今後の課題について検討した。今後は、本制度における情報の
集積等について検討するとともに、周産期医療提供体制のさらなる充実に向けて関係学
会・団体等との連携を強化していくことも重要である。

１）産科医療関係者に対する提言
（１）機能と役割に応じた紹介や搬送の判断基準の明確化について
　各地域における自施設の機能と役割を踏まえて、ハイリスク妊娠や異常分娩を診断し
た場合、自施設での対応が可能であるか、高次医療機関へ紹介や搬送をする必要がある
かを迅速に判断することができるよう、あらかじめ搬送の判断基準を明確にしておく。

（２）速やかに搬送するための体制づくりについて
　異常等の発見や診断から児娩出までの時間をできるだけ短くするよう、緊急時連絡経
路の確認やシミュレーション、および周辺の分娩機関との情報交換や提携など、日頃から速
やかに搬送するための体制づくりに取り組む。
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（３）円滑に治療を開始するための搬送元と受け入れ分娩機関の情報連携について
　搬送受け入れ分娩機関到着後に円滑に治療が開始できるよう、搬送元分娩機関は重症
度や緊急度などについて搬送受け入れ分娩機関に十分な情報提供を行う。また、搬送受
け入れ分娩機関は積極的な情報把握を行うなど、互いの連携を図る。

（４）円滑に治療を開始するための搬送受け入れ決定後の事前準備について
　搬送受け入れ分娩機関は児娩出までの時間をできるだけ短くするために、搬送受け入れ 
決定後は各部門への事前連絡、検査・手術等の事前準備を行い、到着後に円滑に治療を
開始することができるようにする。

２）学会・職能団体に対する要望
（１）搬送元と受け入れ分娩機関の情報連携や対応等の指針の作成について
　常位胎盤早期剥離など母児双方にかかわる重篤な疾患の特性に合わせ、搬送後に円滑
に治療を開始することができるよう、重症度や緊急度など搬送元と受け入れ分娩機関の
情報連携や対応等の指針の作成を検討することを要望する。

（２）各地域の実情に合わせた搬送体制の整備に向けた調査・研究について
　各地域の実情に合わせた搬送体制の整備に向けた調査・研究等を行政とともに推進す
ることを要望する。

３）国・地方自治体に対する要望
（１）速やかな搬送および円滑な治療のための周産期医療体制の充実について
　速やかな搬送および円滑な治療のため、各地域の実情に合わせて、重症度に応じた連絡
経路の整備、高次医療施設の応需情報の把握など一元化された情報システムの整備、お
よびトリアージを行う搬送コーディネーターの充実などへ向けて検討することを要望す
る。また、医療提供体制が限られた地域においても搬送体制を実効性のあるものにする
ために、総合・地域周産期母子医療センターの充足などを図るとともに、都道府県を超
えた広域搬送システムを検討することを要望する。

（２）産科医や助産師等の人員確保と勤務体制の整備への支援について
　各地域の周産期医療における搬送体制を円滑に機能させるため、産科医や助産師等の
偏在是正に向けた人員確保と勤務体制の整備への支援を検討することを要望する。また、
限られた人材が有効に機能するよう、日本版新生児蘇生法（NCPR）講習会等の研修会開
催などについても、財政面を含めて支援することを要望する。
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