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Ⅰ . はじめに

近年，妊娠・出産は夫婦の共同作業であるという考

え方が普及し，夫立会い分娩を希望する夫婦は多い。

また，女性の社会進出が顕著になり，核家族化が進む

ことで育児への父親の参加も重要視されるようになっ

た。夫立会い分娩によって父性が向上し父親役割がス

ムーズに獲得され，育児参加が多くなる 1）と報告されて

いるように，父親の今後の育児への興味関心や協力も

得られると考えられている。また，夫立会い分娩によっ

て出産の喜びや苦労を一緒に味わい，わかちあえるこ

とで，お互いの絆も深まると考えられている。

夫立会い分娩に対する医療サイドの対応は，夫婦の

分娩に対する満足度を左右する 2）。特に分娩の中で最も

長い分娩第一期が産婦や夫にとって満足できない体験

となってしまうと，分娩全体を振り返ったときの満足

度にも影響する。逆に分娩第一期のケアが満足なもの

であると，分娩全体の満足度の向上につながるのでは
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ないかと考えられる。準備が不十分なままに分娩に立

会った夫は，分娩室の様子や，そこで進行されている

状況に圧倒されて，産婦以上に危機的状態に陥ること

がある 3）と報告されているように，助産師は産婦だけで

なく，夫への分娩準備教育や分娩時のケアもしていか

なければならないといえる。

夫立会い分娩に関する先行研究の中で，助産師の行っ

ているケアに焦点を当てたものは比較的少なく 4），助産

師が夫婦に対してどのような点を意識して関わってい

るのか明らかにしていく必要があると考えた。そこで，

夫立会い分娩を希望する夫婦への，分娩第一期におけ

る助産師のケアの方針とケアの実際を明らかにするこ

とを目的とした。

Ⅱ . 研究方法

1. 研究方法

事例研究

2. 研究対象

大学病院に勤務する助産師 3 名。対象の選定は，夫

立会い分娩に積極的に取り組み，本研究の主旨を理解

し，協力してくださる助産師に依頼したいことを伝え，

病棟師長に一任した。対象施設における夫立会い分娩

とは，立会い分娩クラスに夫婦で参加し，分娩第一期

から分娩終了まで立会うことを言う。
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3. 研究期間

平成 18 年 10 月～ 11 月

4. データの収集方法

夫立会い分娩で，夫が分娩に立会っている分娩第一

期に焦点を当て，意図的に関わってきた点について，

半構成的面接を行った。面接調査では対象者に了解を

得た上で面接内容をテープレコーダーに録音し，逐語

録を作成した。面接は，呼吸法・リラックス法・補助

動作・進行の説明・褒める・共感する・傍にいる・夫

への配慮の 8項目を中心に，自由な対話の中に含めな

がら行なった。面接時間は 30 ～ 40 分であった。

5. 分析方法

事例ごとに逐語録を作成し，文脈の内容を要約し，対

象者の語った言葉を用いながら，コード化した。さら

にコードの類似性からカテゴリー化した。

6. 倫理的配慮

研究目的を説明し，同意と承諾を得られた上で研究

を行う。語りたくない内容は語らなくてもよいこと，

面接時の内容は録音し，逐語録に起こした後は消去す

ること，得られたデータは本研究以外では使用しない

こと，秘密厳守であることを約束した。

Ⅲ . 結果

ここでは，助産師のケアの方針と実際については，

コードを「　」，サブカテゴリーを『　』，カテゴリーを

【　】で示す。

1. A 助産師（助産師経験 3年）

A助産師は【お産の主役は産婦・夫・児の 3人であり，

助産師はよい黒子であれ】ということを大切に，「お産

の主役である産婦・夫がそれぞれ主体的になってお産

に取り組み，児を迎えることができる」ように，「よい

黒子役となって」ケアをしている。これは助産師が主導

権を握るのではなく，「相手が助産師を必要としている

時に，それに応える」ことができるようにするというこ

とである。そして，その為に以下の 7つのケアを実施

している。

『個人に合ったリラックス法を勧める』：これは多く

のリラックス法を紹介し，産婦に合ったものを見つけ

ることである。例えば，産婦と「くだらない話」「職業

や住んでいる所の話」をしたり，「呼吸法のたびにリラッ

クスを促す」「足浴」「ツボ刺激」「ツボ周囲の温罨法」

を行っている。「アロマオイルを入れたお湯でタオルを

温めて」渡すこともしている。

『産婦の気持ちに寄り添う』：「痛いですよね」「いき

みたいよね」「辛いね」といった，痛みや努責感，陣痛

の辛さへの共感をしている。産婦の頑張りを認めたう

えで，「でもまだ頑張ろう」と励まし，「産婦の気持ちを

理解」しようとしている。

『分娩を促進させる』：「アクティブチェアー」や「坐位」

や「歩行」を積極的に勧める。

『夫への休息を勧める』：「夫の疲労度の観察」と「アセ

スメント」をし，産婦がいないときに直接「休息を促し

て」いる。これは，辛い陣痛の中にいる「産婦への配慮」

と，妻が大変な時に休んでいいのだろうかという「夫へ

の配慮」を含めている。休息を促しても休まない夫には

「父親としての第一歩を踏み出している」と考え，「産婦

のサポートを続けられるように援助」している。

『妊娠中から夫婦で練習してきたことを実践し満足で

きるような場を提供する』：夫に対して，「どのような

補助動作を練習してきたか確認」し，「産婦の希望する

ものを実施してもらう」。夫のマッサージが「産婦にとっ

て心地よいものである場合」，その場を「見守る」。一方，

「産婦にとって効果がなさそうな場合」，「さりげなく夫

と交代」し，マッサージをする。その為に「夫が一時的

に背部から手を離せるように」腹部に手を当ててもら

い，「陣痛が来るとお腹が固くなって，だから腰も痛い

こと」を夫に実感してもらいながら，産婦にマッサージ

の具合を確認し，「意図的に産婦越しに夫にマッサージ

の部位や方法を伝える」ようにしている。その後夫が

マッサージに戻り，「産婦にとって効果的なものになっ

ているかを確認」している。

『夫婦が助産師を必要としているときに傍にいられる

ようにする』：出来る範囲の中で「ずっと傍にいて」，特

別なことは「何もしない」が，「時間を共有したり辛さを

緩和したり，頑張りを認めて伝える」。分娩があまり進

行してないときでも，その「夫婦を知る」ようにし，そ

の得た情報を「進行してきてからの関わり」や，「分娩第

二期への関わり」へとつなげている。「夫と楽しくリラッ

クスして過ごせているかも観察」し，ふたりが十分にリ

ラックスできているようであれば，「距離をとりながら

見守る」こともある。

『夫婦がお産に自信をもてるように関わる』：産婦と

夫を「積極的に褒める」ようにしている。また，内診後

に産婦と夫に「同時に進行の説明」をしている。夫にも

進行の説明をすることで，「夫が産婦を励ます」ことが

できる。

2. B 助産師（助産師経験 10年）

B助産師は，夫立会い分娩は出産の見学ではないので，

【夫も一緒にお産に参加し，共同作業として子どもを迎

えることに意味がある】ということを基本にケアしてい
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る。そのために，「どういう出産をしたいか」や「何が心

配か」，「どういうところをケアしてほしいのか」という

「個々のバースプランを確認」し，それに沿ってケアし

ている。夫立会い分娩だからといって，夫に役割を押

し付けるのではなく，夫婦が望むことを援助し「一方的

なケア」にならないようにしている。具体的に，以下の

8つのケアを実施している。

『柔軟性を持って呼吸法をリードする』：呼吸法を行

う際には，産婦の進行状態や体の状態，精神的な状態

に合わせて，「柔軟性を持って呼吸法をリード」してい

る。立会い分娩だからといって，夫に呼吸法を強制す

るのではなく，あくまでも「その人の目標」，つまり夫

婦のバースプランがかなえられるように関わっている。

『夫もリラックスしてお産に臨めるように関わる』：

夫立会い分娩では，「夫の表情」や妻に対する「声のかけ

かた」などを観察している。夫が緊張していると，「上

手に産婦のサポートができなかったり」，「産婦にも緊

張がうつってしまう」ため，夫が緊張していると判断す

れば，「夫もリラックスしてお産に臨めるように声をか

けて」いる。

『夫の役割をつくる』：夫がマッサージしても，「押し

方や場所が違うとき」には，まずは「夫に場所や方法を

具体的に伝え，なるべく夫がマッサージを続けられる」

ように関わる。それでも上手く出来なかったり，産婦

が気持ちよくなければ，夫には「手を握ってもらう」こ

となど，「違う役割をしてもらう」ことで，「無力感」を

感じさせないようにしている。そして「プロである自分

が産婦の腰をさする」ことで，「産婦の負担を少しでも

軽減させる」ことができるようにしている。

『夫が休息できるように関わる』：夫には定期的に「休

憩を取って」もらったり，「疲れていないか声をかける」。

「夫が産婦のそばを離れて休憩するかどうか」は，「ふた

りで話し合ってもらう」。助産師は「夫婦の状態をアセ

スメント」し，もし産婦と夫の意見がかみ合わず，夫が

休憩に行けないと感じれば「自分が産婦についているか

らその間だけでも休憩してくるのはどうかというよう

に誘導」している。

『夫もお産に参加できるように関わる』：声のかけ方

やお産の経過の伝え方を工夫している。立会い分娩ク

ラスで「どういうケアがいいのか」や「どういうふうに声

をかけてあげたらいいか」，「お産の経過」などを夫にも

話し，そして実際分娩になった時にもこれらを夫に伝

えている。お産を「遠巻きに見ているような夫」には，「腰

をさすってもらう」など「具体的な援助方法を示す」こと

で「一緒に参加できる」ように誘導している。

『二人の時間を作る』：産婦が助産師にどのくらい傍

にいてほしいと望んでいるか「産婦の希望」を確認し，

「分娩の進行」を観察する。分娩があまり進行していな

い時期で，「特別なケア」や特に「頻回な観察」がいらな

い場合など，その場を離れて見守るように，「時々見に

行ったり」「声をかけたり」しながら，対象との距離を

調節している。

『夫婦がお産を頑張れるように進行の説明をする』：

立会い分娩クラスでは，分娩経過や分娩所要時間など

を「勉強してきている」。そのため，夫にも「産婦と同じ

ように分娩の進行を説明」している。説明の間隔や頻度

は「夫婦の様子」に合わせている。

『できていることをさらに続けていけるようにする』：

夫や産婦に対してできていることは「すごいできてい

る」「このままでいい」と意図的に褒め，さらに「頑張ろ

う」「続けていこう」という気持ちを強化している。

3. C 助産師（助産師経験 20年）

分娩の満足感はその後の夫婦関係にも関わってくる

ので，夫婦が満足感を上げることができるよう，【夫婦

の意思を尊重する】ことをケアの方針としている。「強

制的」に何かを実施させるのではなく，夫婦が一番安心

できるように，目標やバースプランに沿った援助をし

ている。具体的に以下の 7つの点を意識してケアして

いる。

『間歇期にリラックスできるように関わる』：陣痛発

作時にはリラックスできなくても，「間歇時に力が抜け

る」ように，力のはいっているところをタッチする「タッ

チリラックス」を行っている。

『産婦の疼痛を緩和する』：「骨盤の歪みを矯正し」児

頭がスムーズに下降すると，「余分な陣痛の痛みもなく

なる」ため，「骨盤ケア」を積極的に実施している。分娩

第一期の体位は仰臥位でも坐位でも少しでも痛みが緩

和できるように，「楽な姿勢」をとってもらう。分娩監

視装置を連続して装着している状況では，「児心音が聴

取でき，なおかつ産婦が一番楽な姿勢でいられる」のが

よいと考え，勧めている。

『状況を見ながら夫にも休憩してもらう』：陣痛に耐

えている産婦の目の前で夫に休憩を促すのではなく，

産婦がトイレに行っている時や，内診のために退室し

てもらうときなど，「タイミング」を大事にしている。

休息を促しても「妻が辛いときに休めない」と，なかな

か休まない夫もいるが，それでも声はかける。「分娩第

二期に夫が疲れ果ててしまっては，夫立会い分娩を選

んだ夫婦ともに後悔が残る」ので，「状況を見ながら休

憩してもらう」。

『バースプランに合わせてケアをする』：まずは夫婦

の「バースプランを確認」する。例えばその中にマッサー

ジの希望があれば，実際に「産婦に希望を確認」して，

夫に実施してもらう。バースプランに書いてなくても，

「家でマッサージを練習してきている人にも実施しても
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らう」。助産師が産婦の傍を離れることもあるので，一

応「全ての夫にマッサージの指導」はしているが，「夫よ

りも助産師の方がいいと産婦が言えば」，「産婦の希望

を優先」し，夫には「違う役割」をしてもらい，マッサー

ジは「助産師の仕事」として行っている。呼吸法に関し

ても，「産婦の希望」の上で「分娩の時期にあった呼吸法

を誘導」するようにしている。一緒に呼吸法がしたいと

いう夫には呼吸法の指導をするが，夫の目標が呼吸法

でなければ無理に指導しない。

『お産の流れのイメージにそって説明する』：夫立会

い分娩では，夫婦は事前に「立会い分娩クラスを受講し

ているため」，お産の流れのイメージがついている。「入

院時」の所見を説明し，「内診後」にはどのくらい進んだ

かを夫婦に同時に話すようにしている。また，現在の

状態だけでなく，「分娩所要時間」や「予想時間」を伝え

るようにしている。

『夫婦がお産の満足感をあげられるように関わる』：

「産婦を褒める」ことや「夫も産婦を褒める」ように声か

けする。「夫婦の状態をしっかり観察」し，お産を振り

返ったときに「夫が褒めてくれていたことを意図的に伝

える」ようにしている。また，夫は分娩時の自己評価が

低くなりがちだが，「産婦が夫を褒める」ことが「夫の自

己評価を上げる上で重要」である。助産師が「産婦の役

にたった」ことを夫に伝えるだけでなく，「産婦から夫

に感謝の気持ちを伝える」ように，「夫がよく頑張って

くれていたことを返す」ようにしている。

『夫婦の時間を大切にする』：お産の「導入は一緒に

入っていく」が，まだ夫婦に「余裕があるか」，「ふたり

で乗り越えられそうかを観察」し，状況に合わせて傍に

いるようにしている。「極期には傍を離れない」ように

するが，「夫婦の時間」や「夫婦でお産を乗り越える」こ

とも大事だと考えている。

Ⅳ . 考察

これまで，夫立会い分娩における助産師のケアの方

針や意図するところや，さらにそれぞれの助産師が行っ

ているケアを具体的に述べてきた。 ここでは，三人の助

産師に共通している点を導き出し，夫立会い分娩にお

ける助産師のケアについて述べる（表 1）。

満足の行く夫立会い分娩が実施されることは，その

後の家族関係にもよい結果が期待できる 5）と述べられて

いるように，三人の助産師は，無事にお産を乗り越え，

【夫婦がともにお産を満足できるような関わり】を大事

にしている。そしてそのために，①夫も役割を持ち，

無力感を持たない②夫婦のバースプランが叶えられる

③状況に合わせて夫も休息ができる④分娩が安楽に進

行する，という四つの柱をもとにケアを行っていると

言える。

『夫が無力感を持たないようなケア』：

助産師は「夫もケアの対象」とし，夫も役割を持つこ

とで，無力感を持たせないようなケアを大事にしてい

る。立会い分娩をした夫の中には，分娩後自分自身の

無力さを痛感し，自分の役割や価値観を自分自身で認

められないという心理が働くことがある 6）とされるなか

で，このような気持ちを夫に持たせないためにも，「夫

の役割」や「夫の参加」は重要なケアのひとつであるとい

える。

呼吸法のリードやマッサージにおいて，夫にできな

いことをそのまま続けさせてしまうのでなく，夫には

何か別のできることを探し，無力感を持たせないよう

に関わっていた。また，夫婦の意思を大事にし，役割

を押し付けないようにしている。さらに妻が出産時に

夫に期待したこととして，約 80％の者が精神的支えを

挙げており，呼吸法のリードやマッサージなどの技術

的な指導を望んだものは 30％以下であった 7）という報

告があるように，それぞれの夫婦のバースプランや意

思を確認し，その夫婦に合った役割を持たせていくこ

とが重要であると言える。夫婦がお産での自己評価を

上げることでお産はよい体験となり，満足へとつながっ

ていく。産婦や夫が自己評価を上げるために，助産師

は辛い陣痛を乗り越えたときや何かできたときには意

図的に褒めるようにしていた。分娩時には妻の状況に

合わせた説明や対応の方法を個別に援助し，夫の存在

自体が妻への効果的な役割を果たしていることを伝え，

肯定的な態度で支援していく必要があり 8），夫婦が互い

に感謝し合え，褒めあえるように言葉かけをしていく

ことも重要であると言える。

夫立会い分娩では，妊娠中からの分娩前教育をして

いくことが大切である。大学病院においても，夫立会

い分娩を希望する夫婦には立会い分娩クラスを必須と

している。そのため，夫にも分娩のイメージが少なか

らずついており，助産師は産婦と夫には同じように進

行の説明をしていた。これは，夫への説明を行うこと

で夫を安心させる効果がある 9）からであり，説明の頻度

も産婦や夫の性格や状態を見て決めており，状況がつ

かめずに夫だけが置いていかれるということがないよ

うな関わりをしていることがわかった。

『夫婦のバースプランが叶えられるようなケア』：

お産を満足な体験にしていくためには，夫婦は分娩

に対して主体的になっていく必要がある。そのため助

産師は妊娠中から夫婦と一緒にバースプランを考え，

それを分娩時に確認することで，バースプランに沿っ

てケアするようにしている。産婦や夫の「どういうお産

にしたいか」，「何が心配か」，「どういうところをケア

して欲しいのか」といったバースプランを実施していく
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ことで，産婦や夫にお産を「いい体験」ととらえてもら

い，夫婦がお産を満足できるように関わっている。

助産師は産婦の陣痛，夫との雰囲気やリラックスの

状態を常に観察し，アセスメントしていることがわか

る。産婦によっては助産師にできるだけ傍にいること

を望む場合や，そうではない場合がある。その中で自

分が今一緒にいるべきか，ふたりの時間にしたほうが

よいのかを見極めていた。助産師が出来る限りそばに

いることで，お産の満足度が高くなった 10）とあるが，

助産師は「特別なことは何もしないが，傍にいて相手の

ことを知る」という場合や「分娩が進行し，産婦が辛く

助産師に傍にいてほしい時に傍にいられるように観察

する」という場合，「ふたりがリラックスし，いい状態

で過ごせていれば遠くから見守ることもある」，という

ように「ふたりの時間を作る」ことも意図的に行ってい

た。常に夫婦の傍にいるだけでなく，助産師は夫婦の

状態をよく観察し，夫婦が助産師にどのように望んで

いるかを見極めていると言える。

『状況に合わせて夫が休息できるようなケア』：

夫立会い分娩では，夫の体調へのケアも重要である。

カテゴリー サブカテゴリー コード データ

【夫婦がと
もにお産を
満足できる
ような関わ
り】

『夫が無力感を
持たないような
ケア』

産婦に対するケア
「夫婦の状態をしっかり観察し，夫が褒めてくれていたことを意図的に伝
える」（C）
「産婦が夫を褒める」「夫がよく頑張ってくれていたことを返す」（C）

・ 産婦を褒める。夫も産婦を褒めるように声かけをする。夫婦の状態を
しっかり観察し，お産を振り返ったときに夫が褒めてくれていたこと
を意図的に伝えるようにしている。産婦が夫を褒めることが夫の自己
評価を上げる上で重要なので，産婦から夫に感謝の気持ちを伝えるよ
うに夫がよく頑張ってくれていたことを返す。

夫に対するケア
「さりげなく夫と交代」「意図的に産婦越しに夫にマッサージの部位や方
法を伝える」「産婦にとって効果的なものになっているかを確認」（A）
「夫に場所や方法を具体的に伝え，なるべく夫がマッサージを続けられる」
「具体的にアドバイス」「手を握ってもらう」「違う役割をしてもらう」（B）
「産婦に希望を確認」「家でマッサージを練習してきている人には実施し
てもらう」「産婦の希望を優先」「違う役割」（C）
「遠巻きに見ているような夫」には「具体的な援助方法を示す」（B）
「お産の経過を伝える」（B）
「産婦とまったく一緒の説明」（A）（B）（C）
「できているときには褒める」（A）（B）（C）

・ 効果がなさそうなマッサージや圧迫をしているときには，さりげなく
夫と交代し，産婦のお腹が固くなっていることを実感してもらう。そ
の間に，産婦にマッサージの部位や強さを確認し，産婦越しに夫に伝
える。その後産婦にとって効果的なものになっているかを確認する。

・ あまり気持ちがよくない，場所が違う，押し方が違うなどがあれば，
まずは具体的に夫にアドバイスする。それでも上手く出来なければ，
夫には手を握ってもらうなど違う役割をしてもらって，自分でマッサー
ジをする。

・ 家で練習していたりする人などには産婦の希望を確認して，夫に実施
してもらう。夫より助産師の方がいいと産婦が言えば，夫には違う役
割をしてもらう。

・ 尻ごみして参加できない夫には，腰をさすってもらったり，一緒に参
加できるように誘導する。

・ お産の経過を産婦と夫に同じように説明する。
・ 呼吸法やマッサージなど，できている時には褒めるようにしている。

『夫婦のバース
プランが叶えら
れるようなケ
ア』

産婦に対するケア
「バースプラン」や「産婦の希望」を確認（A）（B）（C）
「ずっと傍にいて特別なことは何もしない」「時間を共有したり辛さを緩
和したり，頑張りを伝える」「夫と楽しくリラックスして過ごせているか
観察」（A）
「ふたりで乗り越えられそうか観察」（C）
「距離をおいて見守る」（A）（B）（C）
「夫婦の時間を大切にする」（B）（C）
「導入は一緒に入っていく」「極期には離れない」（C）

・ 個々のバースプランを確認し，それに沿ってケアをしている。産婦の
希望を確認する。

・ 出来る範囲の中でずっと傍にいて，特別なことは何もしないが，時間
を共有したり辛さを緩和したり，頑張りを認めて伝える。

・ 夫と楽しくリラックスして過ごせているかも観察し，ふたりが十分に
リラックスできているようであれば，距離をとりながら見守ることも
ある。

・ お産の導入は一緒に入っていくが，まだ夫婦に余裕があるか，ふたり
で乗り越えられそうかを観察する。極期には傍を離れないが，夫婦の
時間や夫婦でお産を乗り越えることも大事だと考えている。

夫に対するケア
「どんな補助動作を練習したか確認」（A）（B）
「産婦の希望するものを実施してもらう」（A）

・ どんな補助動作を練習したか確認し，産婦の希望するものを実施して
もらう。

『状況に合わせ
て夫が休息でき
るようなケア』

産婦に対するケア
「夫が産婦のそばを離れて休憩するかどうか」は「ふたりで話し合ってもら
う」（B）

・ 夫が産婦のそばを離れて休憩するかどうかは，助産師が決めることで
はなく，夫の体の辛さ加減や産婦の傍にいてほしい気持ちを話し合っ
てもらう。

夫に対するケア
「夫の疲労度の観察」「アセスメント」（A）（B）（C）
「父親としての第一歩を踏み出している」夫には「産婦のサポートを続けら
れるように援助」（A）
「休憩を取ってもらう」「疲れていないか声をかける」（A）（B）（C）
「自分が産婦についているからその間だけでも休憩してくるのはどうかと
いうように誘導」（B）
「産婦がいないときに声をかける」（A）（C）
「分娩第二期に夫が疲れ果ててしまっては，夫立会い分娩を選んだ夫婦と
もに後悔が残る」ので，「状況を見ながら休憩してもらう」（C）　

・ 夫の疲労度の観察や，アセスメントを行なう。
・ 休息を促しても休まない夫は，父親としての第一歩を踏み出している
と考え，産婦のサポートを続けられるように援助する。

・ 長時間慣れない環境にいるため，休憩は必ずとってもらう。疲れてい
ないか声をかける。

・ 時々，自分がついているからお茶でも飲んできたら，と夫に声をかけ
ることもある。

・ 産婦がトイレに行っている時や，内診のために夫に退室してもらうと
きなど，タイミングをみて声をかける。

・ 最後産むときに疲れ果てては，産婦も夫も後悔が残るので，状況を見
ながら休憩してもらう。

『安楽が保てる
ようなケア』

産婦に対するケア
「柔軟性を持って呼吸法をリード」（B）
「分娩の時期に合った呼吸法を誘導」（C）
「くだらない話」「職業や住んでいるところの話」「呼吸法のたびにリラッ
クスを促す」「足浴」「ツボ刺激」「ツボ周囲の温罨法」「坐位」「歩行」「ア
ロマオイルを入れたお湯でタオルを温める」「アクティブチェアー」（A）
「アロマオイル」（B）
「間歇時に力が抜ける」「タッチリラックス」（C）
「骨盤ケア」（A）（C）
「児心音が聴取でき，なおかつ産婦が一番楽な姿勢」（C）

・ くだらない話をしたり，職業の話，住んでるところの話とか，呼吸法
のたびに促したりとか，足浴，ツボ押し，ツボの周りに温めたタオル
を当てたりする。アロマオイルをたらしたお湯でタオルをぬらしたも
のを渡す。仰臥位にずっといてもらわないために，座らせたり，歩か
せたりする。

・ 陣痛発作時には痛くて力が抜けないが，間歇時に力が抜けるように声
をかける。力の入っている部分にタッチし，力が抜けるように誘導する。

・ 骨盤のゆがみを改善し児頭がスムーズに下降すると余計な産痛がかか
らないため，骨盤ケアをすすめる。

・ 分娩監視装置をつけていると，どうしても臥位になりがちだが，児心
音が聴取でき，なおかつ産婦の楽な体位でいられるように援助する。

夫に対するケア
「夫もリラックスして臨めるように声かけ」（B）

・ 夫も緊張していると，産婦にも緊張がうつってしまったり，上手にサ
ポートできなかったりするため，夫もリラックスできるように声をか
ける。

表 1　夫立会い分娩における助産師のケア
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しかし，助産師は夫の食事のタイミングや体調に配慮

する言葉かけを行ったが，夫の意識としては自分に対

する配慮は気分が悪くなったら早めに言うように言わ

れたことくらいしか印象になかった 10）という報告があ

る。今回インタビューを行った 3人の助産師も，夫が

休息できるように食事や休憩の声をかけ，配慮してい

た。まず助産師は夫の疲労度をアセスメントしている。

そして夫に食事や休憩を促すときには，陣痛に耐えて

いる産婦の目の前で声をかけるのでなく，産婦がいな

いときに声をかけるようにしていた。さらに休憩を勧

めるだけでなく，休憩に行くかどうかは産婦とふたり

で話し合ってもらって，意見が合わないときに介入し

ていくという方法をとっていた。ただ夫に休憩を勧め

るだけでなく，そのタイミングや産婦の意思も合わせ

て見ていくことで，夫婦がお互いに後悔しないような

ケアをすることで，夫は自分に対する配慮が少ないと

感じたり，産婦も夫にいて欲しいのにいなくなってし

まったと感じることが少なくなるのではないかと考え

られる。

『分娩の安楽が保てるようなケア』：

夫立会い分娩において夫婦のバースプランを叶える

ためには，分娩が母児ともに安全に進行している必要

がある。人間の一番基本的な欲求である生理的欲求を

満たし，次の階層である安全・安楽の欲求を満たすよ

うに，観察やリラックス法，マッサージ法を行っている。

特に，リラックス法では，さまざまなリラックス法の

中から，個人に合うものを勧めるようにしている。助

産師がリラックス法について知識を増やしていくこと

で，産婦にも多くのリラックス法が紹介できることが

大事である。分娩を促進させたり，骨盤を矯正するこ

とで産痛を緩和させたりするケアも行われている。特

に大学病院という特性上，妊産婦は安全を第一の理由

として分娩施設を選んでいる 11）。そのような視点から

も，安全でかつ安楽が保てることにも重点を置き，助

産師はケアしていると言える。

Ⅴ . 看護への示唆

今回の研究結果を病棟スタッフに周知させ，各自の

ケアを見直していく。

Ⅵ . 結論

夫立会い分娩における助産師のケアを調査したとこ

ろ，助産師は夫婦がお産を満足な体験にできるような

以下 4点のケアを大事にしていることが明らかになっ

た。

1. 夫の役割を提示し，夫が無力感を持たないように

関わることを大事にしている。また，夫婦が分娩

時の自己評価をそれぞれ上げられるような関わり

している。

2. 妊娠中から助産師と夫婦で一緒に考えてきたバー

スプランを分娩時にもう一度確認し，バースプラ

ンに沿った関わりをしている。

3. 分娩の状況や夫の疲労度を観察し，状況に合わせ

て夫が休息できるようにしている。

4. 分娩が安全かつ安楽に進行し，産婦の基本的な欲

求が満たせるようなケアを行っている。

Ⅶ . 研究の限界

今回の研究では，事例研究のため 3事例であったが，

今回の結果を踏まえて助産師のケアの一般化をはかる

ために，さらに多くの助産師を対象とした研究をして

いく必要がある。
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