
お母さんも赤ちゃんも

よくここまでがんばりましたね。

妊娠を知った喜び、

初めて胎動を感じたときの驚きなど、

いろいろなドラマがあったことでしょう。

さあ、もうすぐあなたのかわいい赤ちゃんの誕生。

こわがることはありません、無事に出産を終えて

赤ちゃんとの2人3脚のスタートが切れるように

スタッフー同心を込めてサポートしていきます。

まもなく、かわいい赤ちゃんの誕生です



お互いにマナーを守り、ちょっとした心づかいを忘れずに。

そして、みなさん全員で快適な入院生活をおくりましょう。

お気づきの点、わからない点がございましたら、

お気軽にお申し出ください。

入院生活を気持ちよく



●院内禁煙にご協力ください。

●3人部屋ではテレビはイヤホンを使いましょう。

●大金や貴重品はなるべくお持ちにならないように。

お部屋を出られるときは必ず鍵をかけましょう。
(貴重品は金庫に入れてください)

●電話のお取次ぎは、午後10時までです。午後9時以降は
他の人の迷惑になりますので、急用でない限り、お控えください。

●万一(火災・地震等)の場合は、看護師の誘導に従ってください。

みなさまへ

入院生活を気持ちよく



入院生活を気持ちよく

退院指導 月・(火)・木・土 13:30～14:15 会議室

調乳指導 月・水・金 15:30～16:10 カンファレンスルーム

⚫ 大勢、長時間、またお子様連れのご面会は、他の方の迷惑にならないよう
お気をつけください。

●面会時間
お母さんも赤ちゃんも面会時間は、午後3時～午後8時です。
ご出産当日の方に限り他の時間でもお受けしております。
(スタッフにお知らせください)

面会の方へ

各種指導



出産

いよいよママになる日が近づいてきました。

入院、出産だけでなく心の準備もできていますか。

きっと、期待で胸がいっぱいのことでしょう。

できるだけリラックスを心がけて睡眠を十分にとり、

体調を整えていくことが大切です。



陣痛(Labor) 分娩(Delivery) 回復(Recovery)
を一部屋で過ごせるのがLDR室です。

LDRのご案内

LDR室の中にはトイレ、テレビ、有線によるBGM、冷蔵庫などを

完備し、フロアー内に、ユニットバスもあり、家庭的な雰囲気の中で

ご家族と共にお産をして頂ける様にサポートしております。

また、お産の姿勢も従来のあおむけ以外に側臥位(横向き)・四つんばい・

そん踞(トイレに座る様なかっこう)など楽な姿勢を選んで頂くことができます。

お産になる迄にいろんなかっこうを試してみて楽な姿勢を捜してみて下さい。

※お産までに時間がかかりそうな場合、待機室や病室で待機して頂くこともあります。

また、当院では自然分娩を目指しております。分娩が重なった際は、十分な時間LDRを

ご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。



LDRは手術室と同じフロアーにあり、感染に弱い赤ちゃんが誕生する場所でも
ありますので、以下の事をお守りください。

⚫ 産婦様のプライバシーの保護の為、入室前にLDR詰所で許可を得てから
お入りください。(内診など処置が多い為)

LDR使用上の注意

LDRのご案内

⚫ 産婦様がお産に集中できるように、また、疲労を
最小限にするために、基本的に入室者は、ご主人、
実のお母様など産婦様が希望される方に
限らせていただいております。
その他の方は、２Fラウンジでお待ちください。
(LDRは病室ではありません。あくまでも分娩室ですので
1-2名迄です)



⚫ 風邪をひいていらっしゃる方、ヘルペス等感染症を持った方、
風疹・麻疹などの可能性のある時期の学童以下のお子様の入室は
ご遠慮ください。(感染予防のため)

⚫ 面会時間以外の付添はお一人迄でお願いします。
なお、ラウンジでお待ちになる方は、お静かにお願いします。

⚫ 立ち入り禁止区域に入らないようご注意ください。

LDRのご案内

LDR使用上の注意



さい帯血バンクにご協力ください

当院では毎年多数の方にご協力いただき全国の重症の子どもたちの治療に

役立っています。

さい帯血で治療できる病気

白血病、再生不良性貧血などの治療に役立っています。

その他、先天性免疫不全症、先天性代謝異常疾患などにも

さい帯血治療を用いることもあります。

さい帯血バンクってなぜ必要なのでしょうか?

さい帯血移植の場合、骨髄移植ほど厳密ではありませんが、

移植する場合に患者さんとドナーとの間の白血球の型(HLA型)が一致しなければ

うまくいきません。どの患者さんにもピッタリ合う型のさい帯血を

用意するためには多くの方の提供が必要となります。

皆さまのご協力、お待ちしております。

さい帯血バンクにご協力ください



痛くないのでしょうか?

さい帯血の提供は、お産が無事終了して赤ちゃんとさい帯が切り離された後で、

さい帯と胎盤に残っている血液を採取しますので、お母様にも赤ちゃんにも

痛みも負担もありません。

その際、頂いたさい帯血が移植に適するかどうかを知るために感染症関連検査、

血液型検査、HLA型検査、造血能の検査を行います。

お母様からも5～10mlほど採血させて頂きますのでご協力お願いいたします。

提供したさい帯血はすべて保存されるのですか?

さい帯血の採取量にはかなり個人差があります。移植に十分な量のさい帯血が

得られ、さらにすべての検査に合格した場合に、京阪さい帯血バンクで適切な

処理をして凍結保存させていただきます。(採取液量が少なかったり、

検査不合格の場合には、移植に向けた研究に使用させていただきます。)

採取されたさい帯血につきましてはその所有権を

京阪バンクに委譲していただくことになります。

さい帯血バンクにご協力ください



保存されたさい帯血はすべて移植用に使えるのですか?

さい帯血を保存させて頂いた場合には、アンケート用紙を郵送いたしますので、

ご退院されて半年を経た頃にお子様の6ヶ月健診をお受けになり、

お子様とお母様の健康状況に関してご記入の上、ご返送ください。

自治体が無料で行っている7ヶ月健診等をお受けになった後でも結構です。

ご返送頂いたアンケート調査の結果をもとにしてご提供頂いたさい帯血が

移植に適しているかどうかの最終判断を行い、適したさい帯血のみを、

日本さい帯血バンクネットワークに登録します。

さい帯血バンクにご協力ください



個人情報の保護は大丈夫ですか?

お母様には、さい帯血バンクの登録に必要な書類にご記入または回答

(医師、または助産師が記入)をお願いいたします。

ご出産前後にご記入(またはご回答)頂く書類は「同意書」「感染症検査の承諾書」

「問診票」「家族歴調査」で退院半年以降に「健康状況調査(生後6ヶ月以降)

アンケート」にご記入をお願いしています。

ご提供いただいたお子様とお母様の個人情報、分娩の記録、

検査データにつきましてはご提供いただいたさい帯血が移植に適しているか、

また、移植を希望される患者さんに適合するかどうかの判断のために使用します。

これらのデータの管理については、任命された情報管理担当者のみが取り扱い、

施錠した書庫で厳重に保管し、保管期限終了後は焼却処分致しますので、

ご安心ください。

さい帯血バンクにご協力ください



ほとんどのお産は正常に進みますが、ちょっとしたことで

トラブルが生じることもあります。

そのときに慌てることのないよう、トラブルを回避する処置や出産方法が

あることを理解しておいてください。

スムーズな出産のために



スムーズな出産のために

骨盤位(さかご)

赤ちゃんの頭が上、お尻が下に

なっている場合を骨盤位といいます。

血液の循環が悪くなったり、

頭が出にくいなどの障害があるため、

妊娠35～36週には外回転・

帝王切開・経膣分娩について

相談しましょう。

会陰切開

出産時には会陰が柔らかくなり、

赤ちゃんが出やすくなります。

しかしこの会陰が固いままだったり、

急いで産む必要があるときなど

麻酔を使って会陰を切開することが

あります。



スムーズな出産のために

子宮収縮剤、止血処置

胎盤が剥がれた後は血管が開いた

状態で出血しやすく、それを収縮

させるために注射をする場合が

あります。

吸引分娩、鉗子分娩

陣痛が弱かったり赤ちゃんの状態に

よって早く出す必要がある場合には、

吸引分娩、鉗子分娩等で手助けをす

ることがあります。



スムーズな出産のために

分娩誘発・促進

予定日超過、前期破水、妊娠高血圧

症候群、または陣痛が弱くお産が

進まない場合は、薬や注射を使って

スムーズに進ませることがあります。

帝王切開

赤ちゃんの頭に比べ、骨盤が小さい

とき、前置胎盤や胎盤早期剥離、

妊娠高血圧症候群やその他の理由で

自然分娩が困難な場合に手術で

赤ちゃんを取り出す救助策が

帝王切開です。



出産時の呼吸法や過ごし方

＜ラマーズ法の三本柱＞

●妊婦体操●
ラクなお産のコツは、体の筋肉を上手に使うこと。
ところが妊娠中は筋力が低下しがちです。妊婦体操では、
無理なく出産に必要な筋肉と関節を柔軟に鍛えることができます。

●呼吸法●
お産の状況や陣痛に応じて、そのときにラクな
呼吸法ができるようにマスターしておきましょう。
上手な呼吸法は体内に十分な酸素が得られ、
赤ちゃんだけでなく、陣痛の痛みから
気をそらせることもできると言われています。

●弛緩法●
人間の体は緊張していると、痛みを強く感じます。
そこで、体をリラックスした状態にして痛みを和
らげ産道が開くようにするのがラマーズ法の
弛緩法です。心身ともにリラックスし、
陣痛の波に乗ることが大切です。



リラックスして出産に臨みましょう

お産は生理的な現象です。正常に進みさえすれば、
決してこわがる必要はありません。ただし、出産
の時間はかなりの個人差がありますが、長時間、
陣痛と娩出時の苦しみに耐えなければならないの
も事実です。それだけに、この大変なときを乗り
越えて、赤ちゃんを抱いたときのすばらしい喜び
と充実感は、女性にしか味わうことのできない特
権でもあるのです。少しでも楽に出産できるよう、
後期マザークラス、両親学級で習ったこと、妊婦
体操を充分に練習しておきましょう。
また、あわてたり、必要以上に心配したりするこ
とのないよう、お産の流れをしっかり理解してお
くことも大切です。赤ちゃんを産むのはあなた自
身ですが、決して1人ではありません。われわれ
スタッフと二人三脚のつもりで、さあ、自信を
もって落ち着いて出産に臨んでください。



リラックスして出産に臨みましょう

娩出力(陣痛といきむ力)、産道(赤ちゃんや胎盤が通る道)、胎児
の三つを分娩の三要素といいます。これらの組み合わせによって、
安産か難産かなど、お産の進行が左右されます。たとえば、赤
ちゃんが大き過ぎる、骨盤が小さい、陣痛が弱い…などの問題が
ある場合には正常分娩ができなくなり、帝王切開になる場合も。
ところが、自然とはよくできたもので、ほとんどの女性は、この
組み合わせがうまくできていて、スムーズに進行するようになっ
ているのです。

娩出力

産道胎児

分娩の三要素



リラックスして出産に臨みましょう

よりよい出産のための3つのP

どんなお産がしたいかしっかりと計画を立て、
心身の準備をしましょう。

分娩時にはさまざまな体位を工夫してみましょう。

パートナーの協力は何よりの力。
助産師も一生懸命お手伝いします。

Plan:
(プラン)

Position:
(ポジション)

Partner:
(パートナー) Plan

(プラン)

Position
(ポジション)

Partner
(パートナー)



最近の産婦人科の医療体制は正常な妊婦健診やお産、産後の1ヶ月健診および

赤ちゃんの1ヶ月健診を近くの馴染み深い産婦人科で受けていただきながらも、

もし集中的な治療が必要になった場合には、より専門的な病院で治療してもら

うという、地域ぐるみでさまざまな病院・医院が連携し合うシステムとなって

います。

大阪府下では全国に先駆けて1977年から赤ちゃんのための連携システム

NMCS(新生児診療相互援助システム)が発足しました。

当院では1995年一2009年までの15年間に300名 (29,425名中300名

1.02％)の赤ちゃんがお世話になりました。

新生児搬送について



主な搬送理由

新生児搬送について

25%
(76人)

16%
(47人)

11%
(32人)

15%
(46人)

9%
(26人)

2%
（6人）

22%
（67人）

多呼吸障害

他奇形

早産・低体重児

新生児仮死

心奇形

新生児呼吸窮迫症候群

その他

新生児搬送 300名(1.02％)
当院分娩 29,425名中

1995年～2009年



赤ちゃんのさまざまなしぐさがお母さんになったあなたに

この上ない満ち足りた心をもたらしてくれるでしょう。

入院中から家族水入らずの時間をお楽しみください。

当院ではできるだけ多くのお母さんに

母児同室をしていただけるよう

サポートしています。

母児同室をお勧めしています



⚫ 母乳育児に大切なことは、赤ちゃんの要求にいつでも応えてくれるお母さんが

いつもそばにいることです。

⚫ 2・3日は母乳量は少ないのですが、赤ちゃんがおっぱいを

ひんぱんに吸うことが、何にも勝るマッサージであり、乳管の開通を

スムーズにしてくれます。

母児同室で母乳育児を!

母児同室をお勧めしています

⚫ 初めは不慣れなお母さんも、

退院してからの不安が吹っ飛ぶくらい

上手になれます。

⚫ ベテランママも入院中は赤ちゃんと

二人だけの時間をお楽しみください。



⚫ お母さんの体調に合わせて、お連れいただけます。

⚫ 面会時間内の同室や終日同室など、ご希望をお伺いしています。

⚫ 途中で変更も可能です。

母児同室をお勧めしています

ご自分のペースで母児同室を応援します!



⚫ 面会時間(午後1:00～8:30)をお守りください。

⚫ お部屋以外での赤ちゃんの抱っこは禁止です。

母児同室をお勧めしています

母児同室のお約束



⚫ 入院時に立ち会い希望であることをお申し出ください。立ち会い分娩は、

正常なお産を原則としておりますので、お産の進行具合によっては

立ち会いが中止になる場合があります。

また、帝王切開では、原則として立ち会いはご遠慮ください。

⚫ お産に際しましては、立ち会いの方の励ましが何よりですので、

汗を拭いたり、お茶やジュースを飲ませてあげたり、腰をさすったり、

呼吸法を一緒にしたりして力づけてあげてください。

陣痛で一番辛いのは妊婦様です。お産は、個人差があって

数時間から3～4日かかる人までまちまちです。

二人三脚の広い心で包み込んであげてください。

立ち会い希望の方へ



⚫ お産直前に時計ははずして、手を洗い、赤ちゃんの誕生に備えます。
(スタッフが声をおかけします)

⚫ 赤ちゃん誕生後は、妊婦様の処置が終わる迄、
2階のファミリーコーナーでかけてお待ちください。

⚫ お産後2時間までは、水分補給は可、食事は禁止となります。
目の前での飲食はお控えください。

立ち会い希望の方へ
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