
母親教室 
お産の流れ・入院の準備について  



＜目的＞ 
  新型コロナウィルス感染症拡大防止対

策によるマザークラス、ファミリークラ
ス中止に伴い、集団教育を受けられない
妊婦を対象に、お産の経過を知って 

      「自分が産む」 

 というイメージが持てるよう 

        心の準備をしてもらう 
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   産まれてよい時期（正期産）って？ 

37週0日から41週6日まで 
  の出産を、正期産と言います 
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 予定日は40週0日ですが、 

その3週間前から満期です！ 

いつお産になってもいいように 

心づもりをしておいてくださいね。 



お産のはじまりって？ 

出産とは、 

 「10分以内の規則的な陣痛が 

 はじまってから、赤ちゃんが 

 産まれて胎盤が出るまで」 

        を言います 
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お産に向けての準備 
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お産に向けての準備 
連絡が必要なタイミングは？ 

①陣痛 

痛みを伴う、規則的なお腹の張り（子宮の収縮）が 

10分以内の間隔になったとき（＝陣痛開始） 

②破水  

赤ちゃんを包んでいる膜が破れ、羊水が流れ出す。 

お湯が降りた、おしっこを漏らしたような感覚があっ
たとき 
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破水は厳密にはお産の始まりではありませんが、 

満期で破水をすると、自然に陣痛が始まることが多いです。 

また、破れた膜から菌が入って感染を起こすことがあるため、 

破水後は必ず入院となります 



お産に向けての準備 
こんな時はどうしたらいいの？ 

 

①規則的な張りと痛みが、弱いまま数時間続く張りと 

          痛みはあるが、丌規則で間隔がまばら 

 →前 駆 陣 痛 

  痛みが強くなる、間隔が規則的になるまで 

             様子をみましょう 
②出血がある 

 →おしるし 
   おりものに血（赤、ピンク、茶色）が混ざる 

            拭けば付く程度の量であれば様子をみましょう  
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お産に向けての準備 ＜！注意！＞ 

こんな時は早めに病院へ連絡しましょう！ 
 

 ① 赤ちゃんの動きが少ないとき 

      ☆胎動10カウント法☆ 

          10回胎動を感じるのに2時間以上かかる場合は、赤ちゃんが 

     元気をなくしている場合があります 
 

 ② お腹がずっと張っていて、 

            うずくまるくらいの痛みが続くとき 

 

  ③ 生理2日目くらい（ナプキン全面）の出血が見られるとき、    

            ゴロゴロとした出血があるとき 
    

7 



お産の経過 
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お産の経過 〈分娩第１期から第４期〉 
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お産の経過 ＜分娩第１期＞ 
  陣痛が開始してから、子宮口が全開大（10cm）開くまでの時期を言います。 

初産婦さんで平均約半日、長い方は1日以上かかることも… 
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子宮口８～１０㎝ 

 

 

 

 

 

子宮口を
押し開こ
うとして
いる 



お産の経過 ＜分娩第１期＞ 
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赤ちゃんの様子 
骨盤の入り口に向かって、横向きに 

なり、少しずつ骨盤内に入ります。 

あごを胸につけて、うつむくような 

  姿勢をとります。 

 

 

お母さんの様子 
骨盤あたりに圧迫感を感じたり、 

生理痛のような痛みを感じることが 

あります 

おしるしが出ることがあります 

胃の圧迫が取れてすっきりすること 

があります 

 

 
上から見た骨盤 

  
まだまだお産の始まりです。 

自宅でお風呂に入ったり、 

ゆっくり過ごしましょう。 

＜分娩第１期～準備期～＞  子宮口が4～7㎝、陣痛が5～6分間隔の時期 



お産の経過 ＜分娩第１期＞ 

赤ちゃんの様子 
陣痛ごとに徐々に骨盤内に下りて
きます 

骨盤の形に合わせて、お母さんの
背中を向くように回ります 

お母さんの様子 
痛みが徐々に強くなります 

腰の下の方が痛むようになります 

陣痛が強くなると吐き気を催すこ
とがあります 
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＜分娩第１期～進行期～＞子宮口が4～7㎝、陣痛が5～6分間隔の時期 

  
そろそろ入院かな？ 

痛みが強くなってきますが、 

陣痛の合間はリラックス～ 



お産の経過 ＜分娩第１期＞  

赤ちゃんの様子 
骨盤内をぐんぐん下がり、 

骨盤の出口に向かいます 

あごを胸につけたまま、 

お母さんの背中を向くようにして 

回転完了！ 

 

お母さんの様子 
陣痛の時にはいきみたい（便がした
い）感じが出てきます 

陣痛間隔が短くなり、 

ずっと痛みを感じることもあります 

人によっては陣痛の合間に眠気を感じ
ます 

お産に向けて点滴を取ります 
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＜分娩第１期～極期～＞子宮口が8～10㎝、陣痛が1～2分間隔の時期 

下から見た骨盤 

  

いきみたくなるけど、 

頑張って呼吸法で逃しましょう 

分娩室まであと一歩！ 



お産の経過 ＜分娩第１期過ごし方 姿勢＞ 
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つきそってくれる家族がいたら、 

腰をさすったり 

マッサージしてもらいましょう 

いきみたくなってきたら、 

テニスボールやこぶしで 

お尻を押さえるのも効果的です 

陣痛発来し、入院した場合は 

モニターをつけて 

陣痛と赤ちゃんの様子を 

みながら過ごします 



お産の経過 ＜分娩第１期過ごし方 呼吸＞ 
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深
呼
吸 

深
呼
吸 

★息を吐くことを意識しましょう 

→息を吐くと自然に力が抜けます。力が抜けることで 

  子宮の入口の緊張がゆるみ、開きやすくなります 

★陣痛の前後で深呼吸をしましょう 

→陣痛中は、子宮への血流が減ります。深呼吸をして 

   赤ちゃんへ酸素をたくさんあげましょう 

 

 



お産の経過 ＜分娩第１期過ごし方 呼吸＞ 

あぐら&腹式呼吸を練習しましょう♪ 
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• 両手をひざ頭にのせ、上体を前に倒し、息を吐きな
がら両ひざを静かに押し開きます。 

• 上体を起こし、息を吸いながらひざをもとに戻します。 

• これを2～3回くり返しましょう。 

• あぐらを組み、背筋を伸ばします。 

• 手は下腹におきます。 

• 口から息を吐き、肩の力を抜きます。 

• 鼻から息を吸いながらおなかをふくらませます。
ふくらみきったら、口から息を吐きながら、徐々に
おなかをへこませます 

あぐらは骨盤底筋 

（腟・肛門・尿道周囲 

の筋肉）を柔らかくする 

効果があります！ 



分娩第 2期（初産 2～3時間、経産婦 1～1．5時間） 

子宮口開大から赤ちゃんがでるまで。 

子宮口１０㎝（全開大） 

 

 

 

 

頭が出る
と楽にな
ります 

お産の経過 ＜分娩第２期＞ 

 

→子宮の入り口が全部開くと 

赤ちゃんが産道を下りてきます 
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子宮口が全開大（10cm）してから、赤ちゃんが産まれるまでの時期です 

いきんでもいいと言われたら、 

 陣痛にあわせていきみましょう。 

いきむときは、大きく息をすってあごを引き、 

 大便をするような感じで力をいれましょう 



お産の経過 ＜分娩第２期 排臨＞ 
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赤ちゃんの頭が下りてきて、膣から見えたり隠れたりする時期です 

●陣痛は2～3分間隔で、 

 １分くらい痛みが続きます 

●陣痛のピークに合わせて、 

 できるだけ長くいきみましょう 

●陣痛の合間は深呼吸をして、 

 赤ちゃん に酸素を送ってあげましょう。   



お産の経過 ＜分娩第２期 発露＞ 
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●発露したらいきみはストップ！ 

 ハッハッハッと浅く短い息(短促呼吸) 

 をしましょう 

●会陰ののび具合をみて、必要なら  

 切開を入れることがあります   

赤ちゃんの頭が膣から常に見えるようになります 



お産の経過 ＜分娩第２期 誕生＞ 
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●子宮口全開からここまで、初産2時間、 

  経産1時間くらいです 

●へその緒が切れたら、いよいよ赤ちゃんとご対面です   

生後間もない赤ちゃんは、体温調節が未熟で呼吸状態が 

不安定です。低体温による呼吸障害を予防するため、 

早期母児接触中は赤ちゃんの手首にセンサーを巻いて 

酸素飽和度を測るとともに、適宜体温測定をします。 

赤ちゃんはお母さんから、 

ぬくもりと安心をもらいます 

＜母子早期接触＞ 
生まれてすぐの赤ちゃんを胸の上で抱っこします 

※ 実施にあたっては同意書にサインを頂いています。 

同意書は外来受診時にお渡ししていますので、分娩時に忘れずお持ちください。 



お産の経過 ＜分娩第３期＞ 
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●児の誕生後、10～20分位で胎盤が出ます。 

●産後の処置と、会陰切開をした場合や会陰が   

  切れた場合は、縫合します。 

●分娩後も約2時間は出血状態など見させて頂く  

    ため、陣痛室で過ごします。 

分娩第 3期 （初産 15～30分、経産 10～20分） 

胎盤が出てお産が終わります。 

 胎盤が出たら子宮口は縮みます 

 

 

 

   

 

赤ちゃんが生まれてから胎盤が出るまでの時期です 



お産の経過 ＜入院してからのお産の経過＞ 

22 

陣痛室 

子宮口が全部開くまでは 

陣痛室で過ごします 

分娩室 

子宮口が全部開いたら 

分娩室に移動します 

※経産婦の方は 

早めに入ることがあります 

いきみ開始 

赤ちゃんの頭がどんどん 

下がってきます 

頑張っていきみましょう！ 

赤ちゃんの頭が見え隠れします（排臨） 
腟の入り口から赤ちゃんの頭が見えたり 

隠れたりしはじめます 

ここまでこれば、もうひと頑張り！! 

赤ちゃんの頭が常に 

見えるようになります（発露） 
腟の入り口から赤ちゃんの頭が見えたままの 

状態になります 

赤ちゃん誕生！ 

赤ちゃんが元気であれば、 

カンガルーケアを行います 

胎盤誕生！ 

10か月赤ちゃんを 

育ててくれた胎盤が 

出るとお産終了です 



入院の準備 
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１）入院に必要なものパンフレットのＰ１２をご参照下さい。 

 〇パジャマ（病衣を希望される方は貸不いたします。使用料70円/日 税抜） 

 〇下着  

 〇タオル 薄手のもの3枚くらい （授乳や搾乳の時に使います） 

 〇バスタオル  

 〇ガーゼハンカチ 5枚くらい 

 〇日用品（箸、スプーン、カップ、ストロー、ティッシュ、かかとのある靴、
洗面道具、洗面器、シャンプーリンス、ボディーソープ） 

 〇あると便利なもの（イヤホン テレビを見るときに使います） 

 〇母子手帳、診察券、筆記用具、印鑑、健康保険証 

 〇赤ちゃんの衣類 （退院までにご持参下さい） 

  

入院の準備 
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入院の準備 

２）入院の時期 パンフレットＰ1３ 

  

（１）陣痛が来た時 

   →痛みを伴うお腹の張りがある場合 

     初産婦は…10分以内になったら 

     経産婦は…10～15分間隔になったら 
 （２）破水をした時 

   →破水した感じがあった場合 
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入院の準備 

 ３）病院への連絡の仕方 
 ・平日の日中は病院に電話をし、産婦人科外来に  

  繋いでもらい、状況を言いましょう。 

 ・夜間・休日は病院に電話をし、9階東病棟に      

  繋つないでもらい、状況を言いましょう。 

 ４）伝える事は… 
 ・名前 ・予定日 ・住所 ・何回目のお産か 

 ・最後に受診した日とその時の状況 

  （子宮の入り口がどれくらい開いていたか） 

 ・現在の状況 

  （破水した、お腹が何分おきに痛いなど） 
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バースプランについて 
          考えよう！ 
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バースプランを考えよう 

 バースプランって？？  パンフレットＰ１０参照 

  あなたがパートナーや家族と、自分の出産や出産前後の過
ごしかたを考え、生まれてくる赤ちゃんをどのように迎え
たいかプランニングする事です 

 

  ★その計画したものが実現できるか、 

                 医療者と相談しましょう 

  ★バースプラン用紙は外来にご用意しています 

                 お声をおかけください 
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育児を楽しみながら行いたい 

できるだけリラックスして過ごしたい 

バースプランを考えよう 

具体的には…妊娠期をどのように過ごしたいか、家族で
どのように赤ちゃんを迎え入れたいか 、どのように育児を
行っていきたいか…などを考えることです 

例えば・・・ 
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そうすることで 

へその緒を切りたい、胎盤を見たい 

体重の増えすぎに気を付ける 

呼吸法を頑張りたい 

夫にマッサージを指導してほしい 



バースプランを考えよう 

主体的に出産や育児と向き合える 
 

出産体験の満足につながる 
 

気持ちの整理ができる 
 

丌安を軽減できる 
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バースプランを考えよう 

9階東病棟の助産師・看護師一同は、 

皆さんと妊娠、出産、育児への思いを 

共有したいと考えています。 

その上で皆さんの思いに沿って、出産 

や育児へのお手伝いをしたいと 

考えています。 
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