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なるテキスト2冊の合計5冊と一致する．

はじめに

それに平成25年度発行の指定図書候補である助産師

全国助産師教育協議会では助産師教育のコア内容に

基礎教育テキストを加えて検討することとした．助産

おけるミニマム・リクワイアメンツ（必要最低限でき

学大系全10巻，助産学講座全10巻，助産師基礎教育テ

なければならないこと）の項目と例示を掲げ，その中

キスト全7巻のうち，助産技術について記載している

で妊娠期などでは内診所見から Bishop score の採点，

ものを対象とした（表1）．

分娩開始時期を客観的な情報から推定予測できること

結 果

を教育内容として掲げている1）．妊娠期だけでなく，

1． 対象テキストの内診に関する記載量について

分娩期，産褥期などにおいても助産師教育用のテキス
トの中で助産師独自の技術についての記載がある中，

分析対象リストと内診に関する記載量（文字数）は

今回は内診に焦点をあてて検討を行うことになった．

表1の通りであった．

本学では短期大学専攻科1期生より，大学別科助産専

現在本学別科助産専攻で用いているのはテキスト

攻に至るまでの13年にわたり，助産師教育課程を設置

2,3である．記載量では2013年版のテキスト5が最も多

し，助産師養成にあたってきた．毎年7月からの助産

かった．テキスト4,5は今年度の献本であり，今後テ

学実習（いわゆる分娩介助を含めた実習）を行うまで

キスト指定するかどうかの候補となる書籍であり，

に学内において内診技術を学び，十分な学習を積んで
表1 分析対象テキストのリスト

実習に臨まなければならない責務がある．その中で，
看護師では行えず医師，助産師だけが行うことができ
る内診に焦点をあて，助産師学生が使用する教科書
（参考書を除く）に記載された重要な観察技術の一つ
である内診の記述内容を分析し，その特徴と今後の課
題について検討をしたので報告する．

研究方法
1. 対象テキスト
東京都及び近県助産師教育機関教務主任会に所属す
る1年制の助産師教育機関（平成18年は11校；現在本
学は所属していない）で用いられている助産師教育用
の教科書指定のテキストは主に2社によるもので，助
産学大系，助産学講座であり，助産師教育においては
現在もほぼ2社による教科書が主である．それらは本
学でも平成13年短期大学専攻科助産学専攻から現在の
別科助産専攻において助産診断学，助産技術学で助産
学の教科書としてきたテキスト3冊及び教科書候補と
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現在，本学の指定図書にはしていない．テキスト1は

〈内診と双合診の目的〉〈診察方法〉の3つのサブカテ

2013年現在出版されていないが，同出版社よりテキス

ゴリーで構成されていた．診察の基本的構成として，

ト4,5が1に代わるテキストとして発刊されている．テ

問診，内診と外診があること，及び診察の順序性もそ

キスト1は助産診断・技術学の中でも技術学に焦点を

の順で行うことを述べている．そしてそれぞれの診査

おいており，妊娠期，分娩期のように周産期のステー

項目について表を用いて，あるいは解説文によって述

ジで分けずに助産技術としてひとまとめに記載してい

べている．

る．

《妊娠期の内診》は〈妊娠の徴候となる臨床症状〉

2． 内診に関する教育内容の構成について

〈妊娠経過と産科学的診断〉の2つのサブカテゴリーか

対象の5テキストの記載内容を内容分析した結果，

ら構成されていた．妊娠の徴候となる臨床症状とし

表2の通りとなった．内診に関するカテゴリーは《診

て，妊娠による子宮や外陰部の変化として，ピスカ

察の基本技術としての内診》《妊娠期の内診》《分娩期

チェック兆候やヘガール兆候，リビドー着色などの

の内診》
《産褥期の内診》の4つのカテゴリーで構成さ

キーワードを用いて記載されていた．妊娠経過と産科

れた．

的診断においては子宮頸管長測定から発見される絨毛

《診察の基本技術としての内診》は〈診察の順序性〉

膜羊膜炎，及び37週以降の内診，破水の診断，臍帯下

表2 内診に関するカテゴリー
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垂について記載がみられた．

載されていた．

《分娩期の内診》は〈骨産道のアセスメント〉〈軟産

〈子宮頸管の状態〉はビショップスコアの5項目に則

道のアセスメント〉〈子宮頸管の状態〉〈内診の時期〉

した子宮頸管の観察及びその見方について，そして初

〈胎児部分の鑑別法〉〈回旋の観察〉〈内診以外による

産婦と経産婦の子宮頸管の変化の相違について図示さ

観察〉の7つのサブカテゴリーから構成されていた．

れていた．ただしビショップスコアの子宮頸管熟化に

《産褥期の内診》は〈子宮復古〉〈膣・外陰部の観察〉

ついてのスコアは13点満点であり，子宮口開大につい

の2つのサブカテゴリーから構成されていた．

ては5cm 程度までの項目しかなく，分娩が進行してか

〈骨産道のアセスメント〉は骨盤腔内の児頭下降に関

らでは採点することができなくなるため，あくまでも

してディ・リー（De Lee）のステーション法，Hodge

分娩開始を予知するものとし，妊娠末期で特に37週以

の並行平面などのキーワードが記載されていた．〈軟

降から観察できるようにし，分娩時期を予測すること

産道のアセスメント〉は分娩開始の診断，子宮頸管成

が記載されていた．
〈内診の時期〉については内診に

熟度についてビショップスコア（Bishop score）など

頼らず，できるだけ他の方法で観察をし，必要に応じ

のキーワードを用いて記載されていた．内診時の注意

て内診で観察することを述べている．その理由として

事項は助産基礎技術としての注意ではなく，分娩期の

内診は産婦にとって大変苦痛であり，羞恥心などもあ

陣痛が発来している産婦に対する内診の注意点であ

るため，必要最低限にすべきである一方で，内診回数

り，胎胞の緊張が強い時には子宮口全開大前であれ

を少なくすることによって異常が発見できない場合も

ば，それを破らないように内診するなどの注意点が記

あるためタイミングに注意するように述べている．そ
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のためにフリードマンでいう開口期などに内診すべき

べている．また分娩期は自ら行ってきた技術の集大成

であると記載されていた．また内診によって観察する

を発揮する時期であり（中略），「人間の出産はおおむ

のは産道ばかりでなく，頭位分娩であれば児頭を触れ

ね経膣分娩が可能である」という安心感を持たない方

るため，矢状縫合を触れて回旋の異常がないかどうか

がよいとし，助産診断では専門医への診察依頼を含め

〈回旋の観察〉で判断すること，及び〈胎児部分の鑑

て，方針の選択を迫られることも生じることを述べて

別法〉によって臀部，手，足，顔などを触れることが

いる．このことは保助看法における正常経過の助産行

ないかを観察することを述べている．

為にもとづく助産診断の基本であると考える．

また〈内診以外による観察〉は内診回数を最小限と

その他〈骨産道のアセスメント〉でのディ・リー

し産婦に苦痛を与えないためには重要なことである．

（De Lee）のステーション法，Hodge の並行平面など

内診以外の非侵襲的な方法により観察することは産婦

のキーワード，内診所見と合わせて骨産道の状態をア

への苦痛を回避する．

セスメントする方法は複雑ではあるが，内診所見の未
熟さをカバーする知識として重要であり，難易度が高

考 察

い技術であるため，熟達した助産師とともに所見を合

内診に関して《診察の基本技術としての内診》《妊

わせていくことが望まれる．また，《分娩期の内診》

娠期の内診》《分娩期の内診》《産褥期の内診》の4つ

の注意事項として，胎胞の緊張が強い時には，子宮口

のカテゴリーに分類していた．《診察の基本技術とし

全開大前では，それを破らないように内診すると記載

ての内診》は助産師教育においての助産技術の基本で

されており，分娩進行中において重要なことである．

あり，産婦人科外来では非妊時の女性の診察も行うこ

ミニマム・リクワイアメンツ4） では3-A-1において

とがあるが，助産師は保助看法ではあくまでも正常経

「分娩開始の診断」として「産婦が規則的な腹部緊張

過の妊産婦を対象とするため，むしろ内診の概念とそ

感を訴えたとき，その開始時間，間隔，自覚症状を問

の方法，注意点などについて熟知しておく必要があ

診し，子宮頸管の状態や胎児下降度などの内診所見，

る．また妊娠期については正常経過であっても，内診

胎児心拍数や破水の有無などから正常に分娩が開始し

による流産の危険性，破水の可能性などが潜在的にあ

たことを診断できる」という例示がある．具体的に正

るため，助産師が行うことは殆どないが，それぞれの

常に分娩が開始したことを診断でき，分娩経過が正常

妊娠時期に出現する徴候としてのピスカチェック兆候

であることを診断するために適切な診察方法が選択で

やヘガール兆候，リビドー着色などは熟知しておかな

きることを助産師教育の必要条件としている．

ければならない．

今回の分類のなかで〈内診以外による観察〉につい

その他妊娠経過と産科的診断においては子宮頸管長

ては内診に頼らず，できるだけ他の方法で観察をする

測定から発見される絨毛膜羊膜炎，及び37週以降の内

ことについて0.8ページを割いて表に記載されていた5）．

診，破水の診断，臍帯下垂についても熟知し，正常経

このことは五感を活かして内診以外の診察技術を用

過を逸した場合に医師とともに対応できるように訓練

いて産婦の苦痛を少なくすることが重要であると述べ

が必要である．

ている．

ミニマム・リクワイアメンツで助産師教育において

また，フリードマン曲線でいう開口期などに内診

重要視されているのは分娩期開始と分娩進行状態の診

すべきであると記載されており，「開口期」，「全開大

2）

断 であり，内診は進行状態をアセスメントするため

時」を内診すべき時期としている記述に疑問が残る．

の重要な観察技術であることがわかる．《分娩期の内

なぜならば，開口期とは分娩予測をするフリードマン

診》は〈骨産道のアセスメント〉〈軟産道のアセスメ

曲線上の分娩時期であり，内診して初めて分かる結果

ント〉〈子宮頸管の状態〉〈内診の時期〉〈胎児部分の

だからである．またこの時期を予測するために内診す

鑑別法〉〈回旋の観察〉〈内診以外による観察〉の7つ

ることにとらわれて，産婦の他の観察を見逃すことも

のサブカテゴリーから構成されており，すべてが的確

懸念されるからである．したがって〈内診以外による

3）

な助産診断に結びつく助産技術である．石塚 は分娩

観察〉で産婦を全人的な対象として観察し，内診は産

開始から終了までのプロセスは大きな感動を得るばか

婦の陣痛が強くなった時，努責感が出現し始めた時な

りでなく，妊娠期の健康診査から得た診断を確認でき

ど，あくまでも本人の訴えと助産師の観察が一致した

るチャンスでもあり，引き続き分娩後も健康状態を保

ところですべきであると考える．また内診のタイミン

つために，不利な条件を見極めなければならないと述

グとして「異常出現時」との記載もあるが，この異常
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とはどのようなことを示しているのか，解説が不足し

ンツ，平成24年版5/26，2012．
5 ) 日本看護協会出版会，助産師基礎教育テキスト5

ており講義担当者の補足が必要で今後教科書として内
容が精査されることが期待される．

分娩期の診断とケア，74-81，2013．
6 ) 前掲書5）

ここには執筆者の助産観が現れてくることは否定で
きず，助産師教育で教科書を選定する場合はその助産

7 ) 黒木留美子，小野由季子ら，新人助産師合同研修

観を受容するかどうかに左右されることが懸念され

受講後1年の助産技術習得状況，愛知県立総合看

7）

る．黒木，小野ら の報告によると，研修を受けるこ

護専門学校紀要9，66-75，2013．

とで7割以上の新人受講者が内診技術，外診技術など

8 ) 全国助産師教育協議会，助産師教育のコア内容に

の実施ができており，厚生労働省の新人看護職員研修

おけるミニマム・リクワイアメンツの項目と例示

ガイドラインで到達の目安を「できる」としている項

（H24年度版）
，2012．

目で7割以上が「内診技術」をあげていた．内診技術
は学生や新人助産師でも回数を重ねて上達すると考え
ているが，助産師教育上どのような教育内容を必要と
するかは，指導する教員，指導者などの助産観によっ
て基準に差異を生じやすい．
従って，教科書指定をする際に基本的な内容が十分
に網羅され，わかりやすくページ数を割いて説明され
るなどの標準化が図られることが望まれる．

結 論
対象の5テキストにおける内診に関する内容分析を
した結果，周産期のステージ別では分娩期に関する記
載が最も多く，内診に関しては《診察の基本技術とし
ての内診》《妊娠期の内診》《分娩期の内診》《産褥期
の内診》の4つのカテゴリーで構成された．特に近年
発刊となったテキストでは分娩期の内診に多くのペー
ジを割いていた．

おわりに
本研究の限界は対象テキストが5冊であり，2008年
～2013年の5年間に出版されたものであるため，何回
かの改編を試みているもの，絶版となったものが含ま
れている．
今後は新テキストが出版された際に精度を向上させ
て分析していくことが望まれる．特に分娩介助，助産
診断など助産師学生が実習などで核となる領域につい
て分析していくことが望まれる．
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