
分娩後初回歩行開始時間の検討

一分娩後 2時間での歩行を試みて一

A棟 5階北

O浮本 要加納美月

はじめに

近年の産科看護では産樗早期の離床を推進する傾向にある。山田ら 1)は「早期離床は子宮

復古の促進、排出機能の回復、血栓予防、筋力の回復、生活行動への自信などの利点がある。」

と述べている。当院では経腫分娩の捧婦は分娩後2時間までは分娩台で経過観察を行い、そ

の後車椅子で自室まで帰室し、分娩後5時間で歩行を開始していた。そのため 5時間の床上

安静中大半が導尿を経験していた。尿意があるにもかかわらず床上排出では排尿できず、導尿

することになる例もあった。排池の問題や「面会や連絡をしたい」という祷婦のニードが満た

せないなどの行動制限による樗婦の精神的負担も感じられた。分娩第 4期は出血を中心とし

た様々な異常が発生しやすく厳重な管理が必要な時期である。しかしこの時期を正常に経過し

ていればその後歩行を開始しても問題は少ないと考える。

そこで今回分娩後 Z時間での歩行開始に取り組んだ。

研究目的

正常分娩後 2時間までの経過に異常がない樗婦は分娩後 2時間で歩行を開始しても問題な

く、また樗婦のニードも満たせることを明らかにする。

研究期間

平成 14年 4月 1日~平成 14年 9月4日

研究対象

表 l参照

<実験群・対照群の背景>

表2参照

実験群で会陰部に創がある者は 18名で、ない者は 4名で、あった。

対照群で会陰部に創がある者は 18名で、ない者は 2名で、あった。

方法

① 実験群は表 lの条件を満たし、且つ研究の同意を得た樗婦である。分娩 2時間後に統一
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した判断基準を基にチェックリストに沿ってパイタルサイン、子宮復古、身体各部の痔痛、

尿意の有無などについて観察し異常がないことを確認し、樗婦に早期離床のメリットを説明

し歩行在開始した(表3)。産樗経過は産樗 1日目、 5日自にチェックリストの項目につい

て観察した(図1)。実験群には早期離床についての感想やニードについての意見を聴取す

るためアンケートを分娩 2時間後に配布し、退院までに記入してもらい回収した(表4)。

② 対照群は実験開始以前の樗婦とし、実験群のチェックリストに沿ってカルテから子宮復古、

排尿状態、産樽経過等に関するデータを収集した。

結 果

1 )対象者の背景

実験群、対照群の背景(年齢、分娩所要時間、分娩時出血量、 2時間後出血量、出生児体

重、会陰の創の有無)を t検定した。両者に有意差はみられなかった。

2)血圧の変動

実験群で分娩後の歩行で気分不快を訴えトイレから車椅子で帰室した経産婦が l名いた。

ふらつきがあった樗婦は O名であった。 23名の歩行前血圧の平均は 116-61mmHg、歩

行後血圧の平均は 110-59mmHgで、あった。入院時血圧の平均は 113-66mmHgであった。

対照群の歩行前血圧の平均は 111-60mmHg、入院時血圧の平均は 115-66mmHgであった。

3)排尿状況

実験群で分娩後導尿したのは O名であった。 2時間後の歩行前で尿意在感じたのは 7名

であったが、自尿がみられたのは 13名で、あった。分娩後初めて尿意を感じた平均時聞は 4

時間 32分で自尿時聞は 3時間 8分で、あった。対照群で分娩後導尿したのは 16名で、あった。

床上排出をした樽婦は l名であった。初めて尿意を感じた平均時聞は 4時間 36分で自尿時

聞は 4時間 48分であった。

4)アンケート

アンケートは 23部配布中 21 部回収でき、回収率は 9 1， 3%で、あった。結果は図 2~5 参照。

問 Iのその他の意見として「早く歩いた方が体力が回復できると思っていた」や「着替えて

自分のベッドでゆっくり休みたかった」など、があった。問Hのその他の意見として「自分の

体調が確認で、きて良かった」、「思ったほど痛みなどなく動けたのでその後の自信につながっ

た」、「始め聞いたときはひ、っくりしたけど歩いても思ったほどの苦痛は感じなかった」など

があった。問Eの意見として「導尿しなくていいのがすごく良かった」、「今回の方が体の回

復が早そうな気がする」、「出産直後は興奮しているため逆にがんばって歩行できます」、「疲

れていたので歩くのはつらかった」など、があった。

5)産樗経過

実験群、対照群ともに全員が産樗 5日目以内に退院した。
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考察

実験群の歩行前後血圧の平均では歩行後が歩行前に比べ若干の低下は見られるものの有意差

はみられなかった。これは分娩後2時間での歩行は循環動態の変調をきたさなかったためと

考える。気分不良がありトイレより車椅子で帰室した例については、起立する事により血圧低

下を来たし気分不良を起こしたものと考える。今後は樗婦に起立性低血圧の可能性を説明し、

排尿後すぐに起立せずにしばらく座位を保った後起立してもらうように説明する必要がある。

分娩後は分娩時の児頭圧迫による膳脱括約筋の過伸展や腹腔内圧の激減によって尿意を感じ

にくい状態にある。対照群の樗婦は大半が導尿を経験していたが実験群の尿意のなかった樗婦

の約半数に自尿があった。山内ら 2)は「著名な利尿期にある樗婦に行動の規制を与えなけれ

ばそのニ←ドに従い自然排尿を促すことができるといえる」と述べている。また亀岡ら 3)は「排

池行動は蓋恥心をいちばん強く感じる行動であり精神的苦痛である。トイレで排尿するのが個

人のフ。ライパシ←保護につながる」と述べている。このことより分娩後の尿生成が増加する時

期に排植の環境を整えれば排池機能の早期復古につながると考える。ひいては樗婦の回復感、

健康感につながると思われる。

今までほぼル←チンとされてきた導尿についても実験群からみて分かるよう、導尿無しでも

約 3時間で自尿がみられていることから必要性は少ないと言える。

アンケ←トで「出産後2時間で歩行できると聞いて」、「出産後 2時間で歩行して」の問い

に大半の樗婦が「大変良かったJr良かった」と答えている。このことから早期離床について

は肯定的に受容することができていると考える。「ベッド上での排植や導尿がなかった」とい

う意見が多く聞かれたことから、差恥心をともなうベッド上での排植や導尿は苦痛が大きい

ため避けたいと思っていると考える。また「好きなときに家族に会えた」や「早く歩けた」と

いう理由からも行動制限が強いられていない状況を樗婦は望んでいると考える。「早く歩けた」

という理由からは持婦の回復感を得ることになり、自信へとつながる。ひいては母親としての

愛情感覚の増大や児への早期接触、育児行動へつながることが期待できる。

まとめ

1.正常分娩後の樗婦は分娩後 2時間で大きな血圧の変動を来たさず歩行開始が可能である。

2.早期離床により排世や面会のニードが満たせる。

3.分娩後2時間の歩行をすることにより導尿なしでも約3時間で自尿が見られた。
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表1研究対象

1 分娩所要時間…初産婦3時間以上30時間未満

経産婦1時間以上15時間未満
2. 分娩時、および分娩後2時間までの出血が500ml未満、

分娩後2時間の出血が100ml未満
3.会陰裂傷E度まで
4.頚管裂傷がない

5.腫壁や会陰に血腫がない

6. 双胎、羊水過多、巨大児、頻度婦(5人目以上)、帝王切開を
除く分娩

7. 甲状腺機能文進症、精神疾患の合併症がない
8 分娩後2時間の体温が38.00C未満
9 分娩後2時間の血圧が140/80mmHg未満
以上の条件を満たし、且つ研究の同意を得られた祷婦

表3 早期離床のメリット説明用紙

iII産織阜期に揖〈之と陸海Glc!<号事，cl/.，トがお吋審理to

血盤量随E藍量
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-年齢 才
分娩2時間後

-氏名
・初産。r経産x
・分娩日時 年 月 日 時 分 1悪露{色/量}日

・ベビ一体重 F 
分娩所要時間 時間 分 子宮底

ー分娩時出血量 刑、 2時間後 ml 
，会陰裂傷 無 l' no I~主主:二三工υl
-会陰切開有離 い陣痛--，刊M
-分娩後導尿有( 耐)無 し一一一

・分娩前畳終排尿 時 分
ト~

待鶏(ー-2+) 仙

'2時間後vs γoc  p= 図/分
BP= /冊Hg 扇 2首 (--2+)

-尿意由わかった時間分娩桂 時間 卦 何鏑--，付
・自尿時間 分娩後時間分「一一一一一

・歩行開始時間 分挽後時間分 日竺と三竺

ゆ行後血圧 / mmHg 11 ft時一~山
・ふらつき有無 一一 一

気分不良開罰 1 
却費用の状旭

尿意 {--+J

函1 分娩2時間後チェックリスト

表2実験群・対照群の背景

語ベ司喪輯n=23(担産揖日産揖叩|封開四(相産腕醐11名)

平均年齢 令直(31.20:4. 51 29. 4壷 29. 4I6. 4) JJ. l嵐 hll..!:I斗司J

初産開 器産揖 相産揖 | 器産揖

分娩所要時間 13時間14分 6時間9分 B時間47分 時間四分

E時間15骨
分揖時出血量 266g 190 

211. 2g 
2時間桂出血 41g 55 

57..5& 
出生児体重 2863g 3152 

3054. 7g 
会陸切開晶り 5名 5名
金陸切開主し 1名 11名

陰陰震構晶'JI• 。名 9名
ありE・ 0名 0<& 

会陸裂樺なし 6<& 8名

表4 アンケート用紙
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161 

!lU!I 
67 

~ 
3097 

3037. 4g 
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以下の質問こ当てはまるものにOをつげて〈ださい 今回の出産は何回目ですか. I 】闇目
1 臥産後2時間で益盟主主主よ盟ど主 E 油画lま出産後何時間で歩行されまし7目、 出盛後約時間後

大麦良かった 良かった あ計良〈制孟った 良〈制句? 拍厨の出産径の歩行と比べて今回の酎?出、かかでした仇
その翠肉として(複数回答可3 ご感泡 ご意見をお畜舎下さし、ー

@阜〈排尿したかった ②ペッド上での緯枇や導累(管で尿をとる}が
tまだった ③家人らに思鱈'"籍)したかった ⑥震が痛かっ1と6早〈
歩きたか。た ⑥復れていた ①衝が痛かった

@後肢が描かっ"'$肉痛があった ⑫気分が悪かった
その他【 ) 

E 幽産後2持憾で話話お6エー
大変良かった 良治った あまり良〈なかった 良〈なか勺た
その理肉として(複君主直答可〉

①好きなときに赤ちゃんと会b叶こ行けた .好きなkきに家室長に会えた
@家人らに電話(速絡}できた @早〈排反できた

@ペッド上での書作借や等尿(管で尿を，る)がなかった
@早〈歩ナた @裏が描〈なった '"錬れた
@備が落くな。た ⑮後胞が痛くなった
⑪箇肉痛が強〈なった ⑫気分が悪〈なった 次《ージへ司

l日目 1;1 s伺R
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あ哲aとうございまし企.このアrクート沼紙は退健在までにスタッフにお
渡しいただ〈治、詰所前虫ウrタ の回収ポクタスに投函して下さー、



圃良かった

園あまり良くなかった

園大変良かった
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図良くなかった

(単位:人)

出産後2時間で歩行できると聞いて図2

気分iJ'悪かった

筋肉摘があった

後腹が痛かった

傷が痛かった

疲れていた

早〈歩きたかった

腰が績かった

家人らに電話したかった

ベッド上での捧池や
場尿が嫌だった

阜〈接原したかった

15(人)

出産後2時間で歩行できると聞いて...

その理由

10 。

図3

圃良かった

冨あまり良くなかった

掴大変良かった

。2 

口良くなかった

無回答 1人
(単位人)

出産後2時間で歩行して...図4

気分が悪〈なった

筋肉痛が強〈なった

後鹿が痛くなった

侮が痛くなった

盛れた

鹿が繍〈なった

早〈歩けた

ベッド上でのを舞織や君事原が私かった

早〈携尿できた

家人らに電話できた

好きな時に家主長に会えた

好きな時に赤ちゃんi二会いに行けた。 (人)12 

出産後2時間で歩行して...

その理由
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