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4. 妊産褥婦のメンタルヘルスに配慮した診療の
実際

妊婦健診，産婦健診で常に留意することは，「精神的不安定状態」「妊娠・
育児支援体制不足」「身体症状ならびに母乳分泌不全」に注目し，メンタル
ヘルスを評価し，行政あるいは多職種で介入することである。メンタルヘ
ルスに配慮した座間市（神奈川県）における妊産褥婦の管理フローと評価に
使用するツールを図7に示した。以下，時系列で解説する。

図7　メンタルヘルスに留意した妊産褥婦健診
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1　妊娠前の診療

（1）精神疾患，向精神薬の有無の確認と妊娠に向けた管理

既往疾患，疾患を有する女性が妊娠を希望する場合，それらの疾患の管
理状態あるいは服薬の妊娠，胎児への影響について検討する必要がある。
その疾患の主治医がいるならば，妊娠の可否を相談して頂くことが重要で
ある。特に，精神疾患については過去に既往があって既に服薬していない
場合でも，そのことを隠す女性は多い。しかし，既往精神疾患が妊娠によ
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って再燃することもあるので留意する必要がある。既に精神疾患で管理中
であれば，妊娠の希望を精神科医に伝え，妊娠に向けた薬の調整を行って
もらう。通常，上記のことは産科医には関与できないと思われがちだが，
近年は不妊治療による妊娠が全体の約1／4と多いために不妊治療に従事す
る産婦人科医はこのことを確認し，不妊治療を実施する前に精神科医に確
認することが可能である。

2　妊娠初診時

（1）育児支援チェックリストでの評価

「育児支援チェックリスト」には育児期でなくては答えられない設問もあ
るが，座間市では母子手帳配布時に妊娠初期に回答できる質問票に改変し
実施している（図8）。育児支援体制，経済的問題，精神的問題についての
聞き取りが可能である。メンタルヘルスの問題点を把握することで早期対
応，公的な支援の計画が立案できる。
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図8　改変育児支援チェックリスト（母子手帳発行時）

改改変変育育児児支支援援チチェェッッククリリスストト  

ああななたたへへのの適適切切なな援援助助をを行行ううたためめにに，，ああななたたのの気気持持ちちやや育育児児のの状状況況ににつついいてて以以下下のの質質問問にに

おお答答ええくくだだささいい。。ああててははままるる答答ええのの方方にに☑☑ををししててくくだだささいい。。  

11..  ここれれままででにに流流産産やや死死産産，，出出産産後後 11 年年間間ににおお子子ささんんをを亡亡くくさされれたたここととががあありりまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ

22..  今今ままででにに心心理理的的なな，，ああるるいいはは精精神神的的なな問問題題でで，，カカウウンンセセララーーやや精精神神科科医医師師，，ままたたはは心心療療

内内科科医医師師ななどどにに相相談談ししたたここととががあありりまますすかか？？  

□□ははいい    □□いいいいええ

33..  困困っったたととききにに相相談談すするる人人ににつついいてておお尋尋ねねししまますす。。

①①夫夫ににはは何何ででもも打打ちち明明けけるるここととががででききまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ    □□夫夫ががいいなないい

②②おお母母ささんんににはは何何ででもも打打ちち明明けけるるここととががででききまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ    □□実実母母ががいいなないい

③③夫夫ややおお母母ささんんのの他他ににもも相相談談ででききるる人人ががいいまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ

44..  生生活活がが苦苦ししいいととかか，，経経済済的的なな不不安安ががあありりまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ

55..  子子育育ててををししてていいくく上上でで，，今今ののおお住住ままいいやや環環境境にに満満足足ししてていいまますすかか？？

□□ははいい    □□いいいいええ

66..  ここのの一一年年間間にに，，家家族族やや親親ししいい方方がが亡亡くくななっったたりり，，ああななたたやや家家族族やや親親ししいい方方がが重重いい病病気気にに

ななっったたりり事事故故ににああっったたここととががあありりままししたたかか？？  

□□ははいい    □□いいいいええ

（2）家族構成，特に実母との関係の把握

家族構成，特に実母との関係について聴取することは妊婦のメンタルヘ
ルスを評価するには重要である。身近に家族がいても人間関係から妊娠，
育児の支援が可能か否かはわからない。本人の希望をよく聞いた上で育児
支援体制を判断しなければならない。
実母は多くのケースでは育児支援の大きな戦力となるが，妊婦が小さい

時に厳しかった実母は育児期でも厳しく「母親なら頑張らねばいけない」と
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責める傾向がある。もちろん，妊婦を虐待していたならば戦力にはならず，
むしろ育児への介入を排除しなければならなくなる。これらの評価から，
妊娠・分娩・育児支援体制を妊婦とよく相談し，準備しておくことが大切
である。

（3）妊娠リスクスコア（初診時リスク自己評価表）（図9）で問題となる背景
を抽出

国内外で発表された種々の妊娠分娩の予後を判別するリスク評価表を筆
者が文献検索し，それらに使用されているパラメータ（32分類544項目）
を網羅した。その中でわが国の現状に合致するものを産科医，助産師，行
政などの専門家で構成された中林班で検討・抽出し，パラメータを24分類
53項目に絞り，その重みづけ（1点，2点，5点の3段階）を行った。その
内容で初診時と妊娠後半期に分け，妊婦が自己評価できる簡単な2種類の
自己評価リスクスコア（図9，10）で問題となる背景を抽出し，約5000人
の妊婦の予後をローリスク群，モデレートリスク群，ハイリスク群に分別
した。
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初初診診時時リリススクク自自己己評評価価表表（（AA））（（妊妊娠娠ががわわかかっったた時時にに確確かかめめままししょょうう））

11..    ああななたたががおお産産ををすするるととききのの年年齢齢はは何何歳歳でですすかか？？

1166～～3344歳歳：：00点点，，3355～～3399歳歳：：11点点，，1155歳歳以以下下：：11点点，，4400歳歳以以上上：：55点点  点点  

22..    ここれれままででににおお産産ををししたたここととががあありりまますすかか？？

ははいい：：00点点，，  いいいいええ  初初めめててのの分分娩娩でですす：：11点点  点点  

33..    身身長長はは 115500ccmm以以上上でですすかか？？

ははいい：：00点点，，いいいいええ  115500ccmm未未満満でですす：：11点点  点点  

44..    妊妊娠娠前前のの体体重重はは何何 kkggでですすかか？？

6655kkgg未未満満：：00点点，，6655～～7799kkgg：：11点点，，8800～～9999kkgg：：22点点，，110000kkgg以以上上：：55点点  点点  

55..    タタババココをを 11日日 2200本本以以上上吸吸いいまますすかか？？

いいいいええ：：00点点，，ははいい：：11点点  点点  

66..    毎毎日日おお酒酒をを飲飲みみまますすかか？？

いいいいええ：：00点点，，ははいい：：11点点  点点  

77..    覚覚醒醒剤剤，，向向精精神神薬薬をを使使用用ししてていいまますすかか？？

いいいいええ：：00点点，，ははいい：：22点点  点点  

88..    ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

（（  ））高高血血圧圧ががああるるがが薬薬はは必必要要なないい，，（（  ））先先天天性性股股関関節節脱脱臼臼，，（（  ））子子宮宮ががんん検検診診ででのの

異異常常（（ククララススⅢⅢbb 以以上上）），，（（  ））肝肝炎炎，，（（  ））心心臓臓病病ががああるるがが，，激激ししいい運運動動ををししななけけれればば

問問題題なないい，，（（  ））甲甲状状腺腺疾疾患患ががああるるがが管管理理良良好好，，（（  ））糖糖尿尿病病ががああるるがが食食事事療療法法ででよよいい，，

（（  ））風風疹疹抗抗体体ななしし                                      ＊＊チチェェッックク数数××11点点＝＝      点点  

99..    ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

（（  ））甲甲状状腺腺疾疾患患ががあありり管管理理不不良良，，（（  ））SSLLEE，，（（  ））慢慢性性腎腎炎炎，，（（  ））精精神神神神経経疾疾患患,,  

（（  ））気気管管支支喘喘息息，，（（  ））血血液液疾疾患患，，（（  ））ててんんかかんん，，（（  ））RRhh陰陰性性，，（（  ））親親かからら虐虐待待

をを受受けけたたここととががああるる                                                              ＊＊チチェェッックク数数××22点点＝＝      点点  

1100..  ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

（（  ））高高血血圧圧でで薬薬ををののんんででいいるる，，（（  ））心心臓臓病病ががあありり，，少少ししのの運運動動ででもも苦苦ししいい,,  

（（  ））糖糖尿尿病病ででイインンシシュュリリンンがが必必要要，，（（  ））抗抗リリンン脂脂質質抗抗体体症症候候群群，，（（  ））HHIIVV陽陽性性  

          ＊＊チチェェッックク数数××55点点＝＝      点点  

1111..  ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

    （（  ））子子宮宮筋筋腫腫，，（（  ））子子宮宮膣膣部部のの円円錐錐切切除除術術後後  

    前前回回妊妊娠娠時時にに（（  ））軽軽症症妊妊娠娠高高血血圧圧症症候候群群：：軽軽症症のの高高血血圧圧（（114400／／9900mmmmHHgg以以上上 116600／／111100mmmmHHgg

未未満満））ままたたはは軽軽度度のの蛋蛋白白尿尿，，（（  ））難難産産，，（（  ））産産後後出出血血多多量量，，（（  ））巨巨大大児児（（44kkgg以以上上））  

＊＊チチェェッックク数数××11点点＝＝      点点  
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1122..  ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

（（  ））巨巨大大子子宮宮筋筋腫腫，，（（  ））子子宮宮手手術術後後，，（（  ））22回回以以上上のの自自然然流流産産，，（（  ））帝帝王王切切開開，，  

（（  ））早早産産，，（（  ））死死産産，，（（  ））新新生生児児死死亡亡，，（（  ））児児のの大大奇奇形形，，（（  ））22550000ｇｇ未未満満のの児児のの      

　　出出産産                                              ＊＊チチェェッックク数数××22点点＝＝      点点  

1133..  ここれれままででにに下下記記事事項項ににああててははままれればばチチェェッッククししててくくだだささいい

    前前回回妊妊娠娠がが（（  ））重重症症妊妊娠娠高高血血圧圧症症候候群群：：重重症症のの高高血血圧圧（（116600／／111100mmmmHHgg 以以上上））ままたたはは

高高度度のの蛋蛋白白尿尿，，（（  ））常常位位胎胎盤盤早早期期剝剝離離                ＊＊チチェェッックク数数××55点点＝＝      点点  

1144..  今今回回不不妊妊治治療療はは受受けけままししたたかか？？

    いいいいええ：：00点点，，排排卵卵誘誘発発剤剤のの注注射射：：11点点，，体体外外受受精精：：22点点  点点  

1155..  今今回回のの妊妊娠娠はは

    予予定定日日不不明明妊妊娠娠：：11点点，，減減数数手手術術をを受受けけたた：：11点点，，長長期期不不妊妊治治療療後後のの妊妊娠娠：：22点点        点点  

1166..  今今回回のの妊妊婦婦健健診診ににつついいてて

2288週週以以後後のの初初診診：：11点点，，分分娩娩時時がが初初診診：：22点点  点点  

1177..  赤赤ちちゃゃんんにに染染色色体体異異常常ががああるるとと言言わわれれてていいまますすかか？？

    言言わわれれてていいなないい：：00点点，，疑疑いいががああるる：：11点点，，異異常常がが確確定定ししてていいるる：：22点点  点点  

1188..  妊妊娠娠初初期期検検査査でで異異常常ががああるるとと言言わわれれてていいまますすかか？？

    BB型型肝肝炎炎陽陽性性：：11点点，，  

性性感感染染症症（（梅梅毒毒，，淋淋病病，，外外陰陰ヘヘルルペペスス，，ククララミミジジアア））のの治治療療中中：：22点点 点点  

図9　初診時リスク自己評価表（A）
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