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生理が遅れたら？？妊娠したかも？？ 最初の受診は？？ 

 

市販の妊娠検査用スティックで妊娠の検査をしましょう。スティックに尿をかけて判断する簡易なものです。 

陽性反応が出たら、ファミリードクターか、近隣のウォークインクリニックを受診しましょう。 

最近の検査キットは優れているので、生理予定日から 1 週間以上遅れていれば判定できるものがほとん

どです。普段生理が不順な方は 2 週間ほど様子を見ても良いでしょう。 

自分で検査用スティックを使うのが不安な方はファミリードクターやウォ-クインクリニックでも検査できます。 

受診する際は、過去の病歴、妊娠出産歴、生理周期、最終生理日、アレルギーの有無などいろいろな

質問がありますので準備しておきましょう。 

 

カナダでは、まずファミリードクターを受診し、必要に応じ専門医を紹介されます。 

たとえば、ファミリードクターが産科医を兼任している場合は、そのままその医師がずっと担当することも可能

ですが、殆どの場合、妊娠確定と初期の検査を行った後、産科医を紹介されます。（あくまでも産科医

は出産までのケアであり、出産後は再び家庭医に戻ります） 

 

日本で産科の病院に行くと、医師と助産師が常駐し、チームを組んで出産に当たるのが普通ですが、助

産院を選択し、助産師のみによるお産をすることも可能です。ただ、万が一出産にトラブルがあった場合、

胎位や胎児の異常などがあった場合、母体に問題があった場合など安全な経膣出産ができないと予測さ

れる場合は病院に移送移管されます。日本は病院やクリニック単位でご自身で産科医を選びます。 

 

カナダでは専門医を受診するのは早くて妊娠 16 週前後、もしくは 20 週を越えてからになる場合もありま

す。それまではファミリードクターや初診時の医師を受診します。少しでも早く専門医を受診できるよう、初

診はできるだけ早めに受けるようにしましょう。 

ファミリードクターがいない場合、新患者を受け付けてくれるファミリードクターを自分で探さなくてはなりませ

ん。（残念ながら日本語を話せる医師は大変少なく、新患を受け付ける方が今はおられません。） 

ファミリードクターを持たない方もたくさんいます。その場合、近隣のウォークインクリニックを利用します。 

ウォークインクリニックはたいてい数人の医師が勤務しています。その中の医師をファミリードクターとされる方

もたくさんいます。いずれにせよ、いつもすぐ利用できる、または信頼できる医師、クリニックを確保しておきま

しょう。 

 

カナダの場合は、医師介助の出産を選ぶか、助産師介助の出産を選ぶかをまず決めます。 

医師に関しては、家庭医から紹介されることが普通ですが、助産師は紹介して頂ける場合と自ら探す場

合があります。 

助産師を探す場合は、Midwife Association in BC などに問い合わせをすると地域の助産師を紹介

してくれます。相性もありますから、あってから決めれば良いと思います。 
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ただ、助産師の場合、自宅出産をするか、病院施設を使うかの選択も入ります。原則、お産を介助する

のは助産師のみです。（病院の場合、看護師がサポートします。必要時、病院常駐医師がサポート、ま

たは引き継ぎます。仮に医師に引き継いで出産しても、産後のチェックは助産師が行います） 

こちらも安全な経膣分娩を基本としておりますので、問題があった場合は医師に任されます。 

 

参考までに、利用は Vancouver 在住者限定になりますが（受付人数にも限りがあります）、South 

Community Birth Program（連絡先 604-324-2201）というのがあり、医師や助産師の紹介、

様々な妊娠中のグループラーニング、多言語のデューラサポートなどを受けることができます。残念ながら、

他の市にはこのようなサポートはありません。 

デューラとは出産経験のある女性が出産のとき付き添い、産婦さんの様々なサポートを行ってくれるもので、

産後も育児のアドバイスなどを行ってくれます。（別途産後専門のデューラもいる） 

デューラは医療資格ではありませんが、デューラ育成のコースがありそれを受講終了した資格者で、自然

分娩の出産をスムーズに進めるマッサージや疼痛緩和などなど精神的にも支えてくれる存在です。デューラ

も個人で雇用できます。Doula Service Association （連絡先 604-515-5588） 

 

 

病院での診察は？？ 検査は？？ 受診の回数は？？ 予定日は？？ 

 

基本的な診察は、週数にもよりますが、問診、尿検査、血圧測定、体重測定 （これは毎回）血液検

査、子宮底長計測、などが主です。血液検査には一般的な貧血や血糖値などの検査の他に、感染症

や出生前の遺伝的問題などのスクリーニング検査などがあります。内診はほとんど行いません。何らかの出

血などがあった場合や、出産予定日前に子宮口などの状態を見るため行うことはあります。また妊娠後期

に GBS swab test （ Group B streptococcus B 群溶血性連鎖球菌）を行います。 

超音波検査は、赤ちゃんの心拍、サイズ、子宮内の状態などを調べるものです。全妊娠期間中に 1～2

回行われますが、妊娠後期などに腹囲が小さい、高血圧、妊娠性糖尿病など何らかのリスクがある場合、

何度か赤ちゃんの成長を確認するため、超音波検査を何度か受けることがあります。 

また、有料のクリニックを利用し、個人で超音波を受け、結果（3D カラー撮影や DVD など）を購入す

る事もできます。 

 

予定日の算定は、カナダでは最終生理の初日から 40 週で計算します。 

36 週以降 42 週までは正常出産の範囲となりますので、36 週以降いつ生まれても良いように出産や赤

ちゃんの必要物品の準備をしておきましょう。 

 

受診は特別な場合を除き、妊娠 30 週までは 4 週に 1 回、30～36 週までは 2 週に 1 回、36 週以

降は 1 週に 1 回になります。それ以外は医師の指示によります。 
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出産病院はどうやってきまるの？？ 

 

 

カナダの医療システムは日本と大きく異なります。特殊なプライベートクリニックを除き、医師が所属している

市内の病院を利用します。大きな市には 1～3 の病院があり、基本的には州で管理されています。 

たとえば、医師が Vancouver 市内でオフィスを持っている場合、同じ市内の病院施設を利用します。 

複数の病院が市内にある場合、その医師が利用できる病院が決まっています。 

たとえば、Vancouver なら、出産を取り扱う施設は 2 箇所、BC Womens と St.Paul ですから、その

どちらかになります。 

Burnaby なら、Royal Columbian か Burnaby になります。North Sore は Lions Gate 

Hospital です。Squamish 以西は Squamish Hospital で出産可能ですが、リスクのある場合は

Lions Gate になります。 

これらは皆さんの赤ちゃんを取り上げる担当の産科医、または助産師によって決まります。 

病院が決まったら、院内ツアーに参加しましょう。（開催はそれぞれの病院でお尋ねください） 

病院の雰囲気などがわかりますし、入院時の手順もわかります。 

 

                   

 

 

両親学級、出産準備クラスはありますか？？ 

 

多言語のクラスがたくさん開催されています。みなさんのお住まいや、クラスの時間帯、費用、内容などかな

り異なります。自分にあったクラスを選びましょう。お友達の評判なども良い情報になるでしょう。 

クラスに出ると、同時期に出産するお友達ができますので、産後も交際が広がることでしょう。 
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**参考サイト** 

こちらのサイトで様々なクラスや、妊娠出産に関する情報が得られます。 

Pregnancy Vancouver HP : pregnancyvancouver.ca/about-us/ 

 

 

出産予定病院に行くのはどんなとき？？ 

 

基本的には陣痛が始まってから、または出産徴候があった場合です。 

定期的な陣痛がある、おしるしのような微出血がある、破水した、等によって受診します。軽い陣痛程度

なら、まず担当産科医や助産師に連絡して指示を仰ぎましょう。 

慌てて行っても、お産の進行状態がまだまだですと、帰宅するように言われます。 

入院が可能な進行状態は、陣痛感覚は 5 分間隔で 1 分以上の痛みがあり、子宮口が 3ｃｍ以上の

開大があるのが目安とされています。 

しかし破水した場合や、赤い鮮血出血がある場合などはすぐ受診して構いません。破水だけの場合はま

ず病院に電話して指示を仰ぎましょう。ただし、GBS 検査で陽性の場合は破水しますと、赤ちゃんへの感

染のリスクがありますので、破水した場合ただちに抗生物質の投与がありますのですぐ連絡しましょう。 

赤ちゃんは胎内で 1～2 時間おきに起きたり寝たりを繰り返しています。出産が近づいても、出産途中で

も同じです。すなわち、動かないということはありません。赤ちゃんの胎動が感じられないときは、まず安静に

して様子を見てください。1～2 時間に 1 回でも動きを感じるなら良いのですが、静かに横になっていても 3

時間以上全く動きを感じないなどがありましたら受診し、赤ちゃんのモニタリングをお願いしましょう。 

                      

何を持っていったら良いの？？ 

 

病室で簡単に履けるサンダルなどがあると便利です。入院すると患者用ガウンを着用するので特にパジャ

マなどは不要ですが、室内が乾燥していて、寒いときもあるので上にはおれる、軽い上着などがあると良い

でしょう。悪露用のパッドやおむつもあります。帰宅後使用するパッドはナイト用で十分です。多めに用意し

ておきましょう。食器などは不要です。飲み物、食べ物など自由に持ち込んで構いません。下着も出産後

は使い捨ての下着を着用しますので、退院時用の着替えを 1 セット持って行けば良いでしょう。 
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赤ちゃんの衣類も退院時用に 1 セット用意しておきます。また車で帰る場合は、ベビーカーシートが必要

になります。カーシートは必ず安全基準に合格し使用有効期限内のものを用意しましょう。（退院時に

確認があります） 

病室にはいろいろな人が出入りします。 

携帯、カメラ、貴重品の管理には十分気をつけてください。盗難事例はたくさんあります。決して病室をあ

けて出ないように。赤ちゃんも問題なければ、出産後からずっと同室です。赤ちゃんからも目を離してはいけ

ません。病室内にはトイレとシャワーがありますが、赤ちゃんをひとり残してトイレに入らないように。誰も見て

くれる人がいなかったら赤ちゃんのコットごと一緒にトイレに入ってください。 

 

 

食事は美味しい？？ パパの分は？？ 

 

病室には家族が 1～2 名泊まれます。簡易ベッドやマットレスなどが 1 名分あります。食事はお母さんのぶ

んしか出ません。外で購入して持ち込んでください。病院にもカフェテリアがあり利用できます。 

病院で出される食事は、はっきりいって飛行機のエコノミーレベル。残念ながら期待できる食事内容ではあ

りません。お口にあわない方は治療食をのぞいて持込可能です。 

 

 

陣痛の痛みに対処法は？？ 

 

まず入院が決まると個室の分娩室に入ります。そこで担当の看護師が付きます。担当の看護師は勤務

時間内は定期的に血圧や体温の測定、医師の指示の遂行、赤ちゃんのモニタリングなどを行います。看

護師は 12 時間シフトで交代するので、交代時や休憩時はほかの看護師が付きます。助産師での出産

の場合は助産師もついています。医師の場合は、入院後看護師と連絡をとり合いながら、ときどき様子を

見に来ます。必要時は場合によって常勤医師が様子を見に来ます。 

 

痛みを緩和する方法としては、マッサージ、温湿布、バースボール、シャワー、などいろいろあり、看護師が

アドバイスをくれますが、お母さんは点滴などをしない限り散歩をしたりもできます。 

またポピュラーな陣痛緩和には下記が用いられます。 

 

1. 笑気ガス （ Nitrous oxide ） 

2. 麻薬性鎮痛剤 （ Morphine, Fentanyl etc ） 

3. 硬膜外麻酔 （ Epidural analgesia ） 
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などがポピュラーです。ガスは鎮痛というよりは若干の鎮静効果と捉えると良いでしょう。 

鎮痛剤は効き目に差異があり、副作用も多少あります。麻酔は麻酔医によって行われます。こちらも若

干の副作用が現れますが、いずれも胎児には影響は殆どありません。母体の副作用は個人差があります。 

 

 

分娩方法って何？？ 

 

赤ちゃんを産み出すには主に 2 つの方法があります。 

経膣分娩（ Vaginal birth ）と、帝王切開（ C-Section、Cesarean birth ）です。 

経膣分娩の場合、子宮口が全開大になったら、お母さんの力でいきみを加えて赤ちゃんを産み出すわけ

ですが、ときに赤ちゃんのサイズ、胎位、頭の位置や向き、臍帯が絡む、母体や赤ちゃんの疲労などの問

題で赤ちゃんが自力で出られないときがあります。その場合、鉗子や吸引器を使って赤ちゃんを取り出す

介助をする場合があります。（ Vacuum extraction delivery, Forceps delivery ）これらの方法

で娩出できない場合は緊急帝王切開となります。 

分娩室に入って十数時間様子を見て進展が見られない場合、何らかの方法でお産が進行するように医

師が検討します。24 時間以上分娩を自然観察することはまず殆どありません。 

 

通常お産は自然な陣痛の到来から始まりますが、高血圧症や何らかの病態が母体にある場合や、赤ち

ゃんの成長に懸念要素がある場合、胎位の異常、また双胎以上の妊娠の場合、出産予定日を 10 日

以上遅延しても出産兆候がない場合など誘発分娩や計画帝王切開を行う場合があります。 

誘発分娩（ Induction of labour）とは、Prostaglandin Gel という陣痛を誘発するホルモン剤の

ジェルを経膣で挿入する場合と、オキシトシン（ oxytocin ）を点滴し、陣痛を起こす場合があります。 

オキシトシンも子宮収縮を促すホルモン剤です。ちなみにふつうの分娩のあと、お母さんの子宮を速やかに

収縮させるためオキシトシンの筋肉注射を行います。またオキシトシンは、分娩中に陣痛が弱まってしまっ

たときや、進行が遅い場合も使用することが多くあります。 

 

 

産後、赤ちゃんの検査は何をするの？？ 

 

分娩直後にはすぐ小児科医の診察があり、赤ちゃんの体重、頭囲、身長を計測します。 

紙のメジャーで測って、それぞれ身長体重はメジャーに切れ目をいれます。それをほおっておくと捨てられて

しまいますので、計測が終わったらメジャーをもらって保管しましょう。担当医に聞けばすべてのサイズがわか

りますが、意外と頭囲を知らない方が多いです。せっかくの記念ですから記録しておきましょう。 

赤ちゃんは体温低下をさせないため、すぐにはオフロに入れません。退院前に一度さっと体を洗ってくれます。 
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また分娩直後に行う大事な処置は、目の感染防止の点眼と、ビタミン K の注射です。看護師が処置前

に、ご両親にやっていいかどうか確認しますので、必ず YES と返事してください。このふたつはとても重要だ

からです。特にビタミン K の投与は赤ちゃんの頭蓋内出血を防ぐため必須です。 

その他、入院中には新生児黄疸の検査、先天性代謝異常の検査などを行います。 

 

 

赤ちゃんのケアは誰がするの？？ 

 

赤ちゃんが特別に小さい、ほか問題がある場合を除いて、ずっと同室になります。お母さんとご家族で産後

すぐからケアをします。基本的ケア（授乳の仕方、おむつの替え方など）は最初に看護師がおしえてくれ

ます。 

 

 

何日入院するの？？ 

 

BC の法律で出産後 24 時間は管理下におくこととなっています、が経産婦や体調が良い産婦とベビーの

場合、それより早く帰宅することもできます。通常は経膣正常分娩で 1 泊、帝王切開で 1～3 泊くらいで

す。お母さんの状態と赤ちゃんの状態によります。 

退院前に赤ちゃんの血液検査があり、黄疸のチェックをして許容範囲内なら退院できます。 

                           

赤ちゃんの退院後の健診は？？ お母さんの検診は？？ 

 

赤ちゃんは 1 週間～4 週間以内に聴覚検査があります。また赤ちゃんの状態と医師の判断によっては追

加の黄疸検査があります。だいたい赤ちゃんの健診は 1 週間以内に行われます。その後は赤ちゃんの状

態によって指示が出ます。 

1 ヶ月をすぎると、それ以降は問題がない限り、2.4.6.12.18 ヶ月に行われる予防接種時に簡単な健

診を行います。日本のような定期的な乳児健診はありません。 

お母さんの産後健診は 6 週間後です。経膣分娩でも帝王切開でも変わりません。 

しかしお母さんの体に大きな変化が起こるのはこの期間です。 

妊娠中のホルモンと産後のホルモンは大きく異なる働きをします。その 2 つがお母さんの体でぶつかりあうよ

うな作用をしますので、いろいろな不快感を起こすことが多くあります。 

お産の疲労と産後の育児疲労も重なり、とても大変です。またホルモンバランスが変わることで、内臓の機

能バランスも影響を受けますし、精神的にも作用します。睡眠も十分取れず、自律神経のバランスも崩
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れるため、体温調節もうまくゆかなくなったり、甲状腺ホルモンのバランスを崩すと食欲不振等にもつながり

ます。疲労が蓄積しますし、育児に対する心配、不安が増強します。それらがひどくなると深刻な産後うつ

につながることにもなりかねません。 

また産後の出血の異常、子宮収縮の異常、帝王切開術後の感染症など不安要素はたくさんあります。 

赤ちゃんに気を取られお母さんが自分の観察をおろそかにしないように注意しましょう。心配なことや体でお

かしい、と少しでも思うことがあったら、医師や看護師、助産師、出産した病院などにすぐ相談や受診しま

しょう。 

                  

 

退院後 24-48 時間以内にコミュニティナースと呼ばれる地域サポートの看護師から連絡があります。お住

まいによって、地域内のコミュニティヘルスセンターにでかけるか、コミュニティナースが自宅訪問し、地域のサ

ポート情報とともに、簡易な赤ちゃんのチェックをし、お母さんの相談などに答えてくれます。これらのサービス

を利用するのも得策です。 

BC 州には Child Health Passport という、日本の母子手帳のようなものがあります。赤ちゃんの誕生

時の記録、それ以降の身長体重などの記録、予防接種の記録を残す小さな手帳です。 

特に予防接種の記録を残すのはとても大切で、接種と管理はご両親の責任となりますので、もらっておくと

良いでしょう。大抵はコミュニティナースからもらえますが、もらえない場合は地域の Health unit に問い合

わせてください。 

また、日本の母子手帳は日本領事館から英語併記の海外滞在者用の母子手帳がもらえます。 

 

産後自分で注意することは？？ 

 

産後、お母さんの体は急激に大きくなった子宮を小さくし、子宮内から産道の傷を修復します。 

悪露（ Lochia , Vaginal Discharge ） とよばれる出血がしばらく続きます。早くて 4 週、長くて 8

週くらい続きます。鮮血で量が多い出血は最初の 1 週間くらい、以降は徐々に少なくなりますが、時々2

～3 週間後に急にたくさん出血する場合もあります。これはこの頃にお母さんの体力が回復し、体を動か
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す頻度が上がるため、内臓筋肉の収縮を促し、中に溜まった血液を押し出すためです。一過性で再び出

血量が減ってくるなら問題ありません。完全に色のついた悪露がなくなったら、性生活も再開して構いませ

ん。悪露が出ているうちは、感染を起こしやすいので外でプールやジャグジー、温泉に入ったり、性生活は

やめましょう。 

2 週間たっても出血が多く（鮮血で生理の多いときくらい）、トイレに入ったときも出血が落ちる、というよ

うな場合、子宮収縮が不完全だったり、子宮内に卵膜や胎盤の一部など残っている場合がありますので、

すぐ受診してください。また熱が出る、微熱が続く、お腹がずっと痛む（産後 1 週間ほどは子宮収縮のた

め陣痛に似た収縮痛が時々ありますが、これは正常です）、1 ヶ月以上たっても食欲が出ない、眠れな

い、体温調節ができない…なども甲状腺ホルモンの異常から起こりますので受診しましょう。 

 

産後の休息は大変重要ですが、寝たきりでいる必要はありません。とはいえ産後 2 週間は出血量も多か

った後であり、出産に伴うからだの筋肉疲労、睡眠不足による体力の低下、新生児の不規則な時間で

の世話で、母体は大変疲労しています。この間は母乳のためのより多くの食事の充実が必須であり、育

児の隙を縫っての休息は大変重要です。家族の協力を得て、少しでも早く体力の回復を目指しましょう。 

帝王切開後は、まず傷の接着に最低 2 週間かかります。その後筋肉が完全に回復するまで 6 ヶ月かか

ります。腹圧をかけるような動作や激しい運動はこの間控えてください。 

 

冷たいものをとることはかまいませんが、胃腸がまだ弱っていますし、腸内細菌が減っているので消化不良

も引き起こしやすいので、生物（なまもの）は控えめに、消化の良い物を食材豊にとることが望ましいです。

また授乳と母体の体力回復のために血液をたくさん作る必要がありますので、主成分であるタンパク質

（肉類、魚類、豆類など）、ビタミン類（緑色の野菜、赤黄色の野菜、根っこの野菜）、水分は 3L 以

上を必ず毎日摂取しましょう。カロリーでは 1 日 2500Cal ~2800Cal、授乳中なら必要となります。 

しかし食材の豊富な現代では、あまり高カロリーな食べ物（糖分の多い菓子類、脂肪分の多いバター、

チーズ、クリーム類、果糖の多い果物、揚げ物など）を摂り過ぎてしまいますと、逆に血液に糖分や脂肪

分を増やして、血液をべたつかせ、質の悪い母乳を作ったり、乳腺を詰めてしまうことがあり、乳腺炎の原

因ともなりますので、注意してください。特に胸が張りやすい産後～1 ヶ月は、これらの食材は控えめにして

ください。 

 

シャワーやお風呂（清潔なお湯と清潔なバスタブ）は毎日入ってください。体の表面はきれいにしないと、

雑菌の繁殖を増やしてしまいます。赤ちゃんは抵抗力がありません。お母さんの皮膚がいつも清潔であるこ

とは直接授乳する上で特に大切です。 

またシャワーや入浴によって、血液の循環が良くなり、皮膚の新陳代謝が盛んになり、体の回復を促進し

ます。赤ちゃんもできるだけ毎日お風呂に入れることはとても大切です。 

 

外出は徐々に。家の中で少しずつ動くのが楽になってくれば、5～10 分くらいのお散歩から始めましょう。

お天気なら赤ちゃんと一緒に少しだけ外にでて、新鮮な空気を赤ちゃんに吸わせましょう。新鮮な空気は
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赤ちゃんの気管支を広げ、日光は皮膚の下でビタミン D を作ります。 

ビタミン Dは唯一人間が自分で作れるビタミンであり、体の免疫機能を高め、脳の発達を促し、骨や筋肉

の発達を助けるとても大切なビタミンです。1日5～10分の日光の紫外線がビタミンDをつくります。また、

短い外出でも、お母さんの気分をリフレッシュしてくれます。人混みに長時間出るのはまだ疲れやすいです

し、余計な感染症をもらってしまうかもしれませんので、おすすめしませんが、庭や家の周りなど、空気の綺

麗な場所があれば、ぜひ出てみてください。 

                                                                                                                                                                                                                                        

生理はいつ頃戻りますか？？ 

 

予測をすることはできませんが、平均では 6～8 ヶ月くらいで戻られる方が多いようです。 

早ければ 1 ヶ月の方も。長いと 2 年近く戻らない場合もあります。母乳育児をしていると、母乳産生のホ

ルモンが卵子の熟成を抑制しますので生理が起こりにくいと言われていますが、実際には母乳育児中でも

生理が起こることはよくあります。生理が来る前に排卵があるので、場合によっては産後最初の排卵で妊

娠し、一度も生理を見ないで第 2 子を妊娠することもあります。性生活を再開する際は、それらも念頭に

入れておいてください。 

母乳断乳後３ヶ月以上立っても、生理が再開しない場合は一度受診しましょう。 

                       

産後はいろいろな疑問、心配、不安などが起こると思います。が、皆さんの地域にはいろいろなサポート、

サービスが多言語で整っています。 

それらを活用し、またお友達をつくって、育児の不安などを取り除いてゆきましょう。 

MOM Family Support は様々な妊娠出産育児医療の無料相談、日本語の出産準備クラス、お母

様と赤ちゃんの様々な交流イベントや講習会を行っております。お気軽にご利用ください。 

 

作成 MOM Family Support   Michelle Yuki Leon  

HP: www.canadamombaby.com 

E-mail  momwestcanada@hotmail.com                    

778-862-8539 （緊急時を除いてテキストで受付、日英可） 
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****参考資料**** 

乳児突然死症候群（SIDS Sudden Infant Death Syndrome） 

 

乳児突然死症候群（SIDS）とは、健康だと思われていた乳児が睡眠中に予期せず突然死亡し、原

因が不明の病態をさします。 

SIDS（Cot death とも呼ばれます）は非常にまれ（約 2000 例に 1 例）ですが、生後 2 週間から

1 年の乳児の死亡原因として最もよくみられるものです。月齢 2～4 カ月の乳児に最も多く起こります。こ

の症候群は世界的にみられます。SIDS は、早産児、出生時に体が小さかった乳児、以前に蘇生を必

要としたことがある乳児、上気道感染症のある乳児などにより多くみられます。理由は不明ですが、黒人と

アメリカ先住民の乳児はこのリスクが高くなっています。また、低所得家庭の乳児、母子家庭の乳児、母

親が 20 歳未満の乳児、母親が妊娠中にタバコや違法薬物を使用していた乳児、SIDS で死亡した兄

弟姉妹がいる乳児でも、比較的多くみられます。これらは生活環境などにも影響があると思われます。 

SIDS の主たる要因は呼吸のコントロールに異常があるためとも考えられます。SIDS の乳児の一部では、

血液中の酸素量が低かったり、呼吸の一時停止などの徴候が観察されています。 

母乳で育てられている赤ちゃんは、人工乳（粉ミルク）で育てられている赤ちゃんと比べて SIDS の発症

率が低いと報告されています。人工乳が SIDS を引き起こすわけではありませんが、母乳の吸啜により呼

吸器の発達が促されることも考えられます。 

うつぶせ寝は高いリスクで SIDS を引き起こすことがわかっています。SIDS 発生のメカニズムとして、うつぶ

せ寝により深い睡眠状態になり、まだ発達の未熟な呼吸中枢が影響を受け、無呼吸状態からの回復が

遅れることにより低酸素に陥り、最終的に覚醒することなく心肺停止に至るという説が有力ですが、しかし

詳しいことは未だ解明されていません。 

 

SIDSに関連する危険因子は知られているものの、これを確実に防ぐ方法はありません。しかし、特に固い

マットレスの上に乳児をあお向けで寝かせることで予防に役立つと考えられています。SIDS による死亡数

は、小児をあお向けに寝かせる親が増えてから減少しています。まくら、べビーベッドの安全パッド、おもちゃ

など、乳児の呼吸を妨げるおそれがあるものも置かないようにすべきです。乳児を暖めすぎないようにすると

効果がある場合がありますが、これは実際には証明されていません。タバコの煙で小児の呼吸が妨げられ

ないようにすることは、予防効果がある上、その他の面でも健康に良いことです。（タバコの毒素は妊娠中

から胎児の呼吸器の発達を阻害します。喫煙者、または喫煙者のいる家庭の乳児の発症リスクが高くな

ります）                                                                                                             
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発症のリスクを低下させるには下記の注意が大切です。 

 

うつぶせ寝をさせない（長時間の胸部圧迫、顔面を布団に押し付けて窒息するリスクの低下） 

姿勢：昼間も夜間も常に乳児をあお向けで寝かせること。 

寝具の表面：安全性が保証されたベビーベッド用マットレスをぴったりしたシーツで覆うなど、表面が

固い寝具の上に乳児を寝かせること。 

寝具の準備：乳児の寝る場所から柔らかいもの、おもちゃ、毛布を除き、ゆるめのベッドメーキングを

しないこと。 

禁煙：乳児の周りで喫煙しないこと。妊娠中の禁煙も重要です。 

寝かせる場所：親や他の小児が寝る場所と同じ部屋で、でも、親と別の場所に乳児を寝かせること。 

（添い寝は赤ちゃんに安心感を与えますが、親が眠ってしまったあと、親の寝具や体で赤ちゃんを圧

迫したり、窒息の危険があります） 

温度：寝ている間、乳児を暖めすぎないこと。おとなより 1 枚薄着の感覚で。（赤ちゃんの体温上昇

と発生リスクの上昇に関連があることはわかっています） 

 

 

万が一、乳児にの顔色が悪くなったり、唇の色が紫色になったり、呼吸が極端に少なくなったり、ぐった

りしていたらすぐに 911，救急車を呼んでください。 

また、呼吸停止、心停止していたら、911 を呼び、すぐ CPR（心肺蘇生）を行いましょう。 
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B.C 州における予防注射（Immunization）の内容 

 

予防注射は、家庭医かウォークインクリニックなどで受けることができます。下記の順番で受けますが、体調

にあわせて、延期しても問題はありません。就学前迄に終了すればよいと考えてください。 

乳児の時、予防注射を受けて発熱することがよくあります。その場合、市販の解熱剤を服用させて様子を

見ます。感染防止のため、注射当日の入浴はやめてください。 

2 日以上高熱が出て下がらない、接種後、熱があっても無くてもぐったりとしている、何度も吐く、痙攣を起

こす、等の症状が出た場合、至急、担当医に連絡を取るか、エマージェンシーに連絡してください。下記は

就学前の予防注射のみ表示しました。すべて保険でカバーされます。 

 

2 months old 

DTaP-HB-IPV-Hib: Diphtheria, Tetanus, Whooping Cough, Polio, Hib, 

Hepatitis B 

Men-C: Meningococcal disease 

Pneu-C-7: Pneumococcal disease    Rot: Rota Virus 

4 months old 

DTaP-HB-IPV-Hib: Diphtheria, Tetanus, Whooping Cough, Polio, Hib, 

Hepatitis B 

Pneu-C-7: Pneumococcal disease    Rot: Rota Virus 

6 months old 

*Influenza: The flu 

DTaP-HB-IPV-Hib: Diphtheria, Tetanus, Whooping Cough, Polio, Hib, 

Hepatitis B 

12 months old 

Men-C: Meningococcal disease 

MMR: Measles, Mumps, Rubella 

Pneu-C-7: Pneumococcal disease 

Varicella: Chicken Pox 

18 months old 

DTaP-IPV-Hib: Diphtheria, Tetanus, Whooping Cough, Polio, Hib 

 

4-6 years old （Entry）* 

DTaP-IPV: Diphtheria, Tetanus, Whooping Cough, Polio 

Varicella: Chicken PoxDPTP   MMR  

Entry とは、Kindergarten 入学前となります。 
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Diphtheria ジフテリア Pertussis(Whooping Cough) 百日咳 

Tetanus 破傷風 Polio ポリオ 伝染性脊髄性小児麻痺 

HIB    Haemophilus Influenza B インフルエンザ 

MMR  Measles はしか Mumps おたふくかぜ 流行性耳下腺炎 Rubella 風疹 

Pneumococcal disease 肺炎球菌性肺炎    Meningococcal disease 髄膜炎 

Rota Virus 冬季下痢症     

 

昨今、新しいタイプの肝炎の予防接種ができました。従来は B 型肝炎の予防接種のみ行われていました。

（Aboriginal children only で A 型肝炎の接種が 6.18 ヶ月であり） 

新しい予防接種は、Twinrix といい、A 型と B 型の混合タイプです。昨今産後すぐに病院で希望者の

摂取している場合もあるようです。殆どはまだ受けていません。2 ヶ月の予防接種時に医師に問い合わせ

てください。 

 

 

上記の情報は 2018 年 6 月現在の情報となります。 
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日本国籍とカナダ国籍の取得について 

 

両親どちらかが日本の戸籍を所持している場合、赤ちゃんは日本の戸籍を取得できます。外国で出生し

た場合、その国の法律に伴い、21 歳まで二重国籍となることが可能です。カナダは多重国籍を認めてお

り、また出生地主義をとっておりますので、カナダで出産した場合、カナダの国籍を取得できます。 

カナダ国籍に関しては、退院時に出生届に必要なレジストレーションナンバーを書いた紙を渡されますので

なくさないように。出生証明書（Birth Certificate ）の申請は Service Canada に直接行くか、郵

送でも可能ですが、その場合必要申請書を取り寄せるかダウンロードします。 

最も簡単で、今主流に行われている方法はオンラインの申請になります。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/births-adoptions/births/birth-

certificates 

こちらのサイトから入ります。 

赤ちゃんの名前が決まったら、出生後 1 ヶ月以内に申し込みましょう。 

 

日本の国籍取得は、日本領事館から出生届のパッケージをもらって、中にある出生届に記入し、領事館

に持っていきます。届け出は 3 ヶ月以内ですが、戸籍に入る手続きに時間がかかるため、産後は忙しく、

あっという間に時間がたってしまいますので、妊娠中に出生届セットはもらっておきましょう。 

出産を介助した医師、または助産師が直接記入しなければならない用紙が 2 枚ありますので、病院に持

参し、出産直後にすぐ医師に渡して書いてもらうと良いでしょう。緊急出産などで担当産科医が介助しな

かった場合で、常勤医師など先生がわからなくなってしまうことがあります。そのような場合は、出産後もとも

との担当産科医を受診し、記入してもらいましょう。 

先生に直筆で書いてもらい出生届は、必ず先生のプリントネームとオフィスの住所を確認してください。 

きれいな字を書く先生が少ないので、読めなかったり、スペルが違っていたり、所属しているオフィスの住所

が正しく書かれていなかったりしますと、それをもとにご両親が翻訳をして届出用紙を記入しなければなりま

せんので間違えてしまうことになります。間違えたまま提出しますと、領事館の方で医師の確認ができなく

なるため、書類を受け付けてもらえなくなります（作成し直しになります）医師や助産師から出生届をも

らったらすぐ確認をして、わからないスペルなどあったらきちんと確認しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/births-adoptions/births/birth-certificates
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/births-adoptions/births/birth-certificates
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****主な産科使用英語**** 

 

母乳育児 breast milk  breast feeding 

黄だん    jaundice 

母乳性黄疸 mother's milk jaundice 

乳腺 mammary gland  lacteal gland 

乳管   lactiferous duct. 

初乳   colostrums 

免疫   immunity 

免疫力  immunopotency 

乳腺炎  mastitis 

乳首   nipple; 

脳下垂体 the pituitary gland 

吸う   suck 

刺激する stimulation; incitement 

分泌   secrete  secretion 

乳輪   mammary areola 

熱っぽい heat  feverish 

腫れ   swelling  swollen 

しこり  feel stiff  stiffness 

血液循環 blood’s circulation 

抗菌性  antibacterial 

脳細胞  brain cell 

運動神経 motor nerve 

発達   develop; grow 

知能の発達 intellectual growth 

常 在 細 菌  normal microbial flora; 

resident flora; 

非病原性 un-pathogenic 

羊水穿刺  amniocentesis  

羊膜  amniotic sac/amnion  

人 工 破 水   amniotomy/stripping 

membrane 

産褥ブルー baby blues/postpartum blues 

逆子  breech position  

帝王切開  caesarian section  

カンジダ症  candidiasis/yeast infection 

陣痛  contraction  

子宮口開大  dilation  

子 宮 内 膜   endometrium/uterine 

wall/uterine lining 

会陰切開  episiotomy/the birth cut 

外陰部  external genitalia  

胎 児 心 拍 数   fatal heart rate(FHR)

  

胎動  fatal movement(FM) 

子宮底長  fundal height  

産科医  obstetrician 

陣痛誘発   induction  

卵管  oviduct/fallopian tube  

排卵  ovulation  

卵子  ovum/egg  

おしゃぶり  pacifier  

産道  passage  

婦人科内診  pelvic examination  

骨盤  pelvis  

会陰裂傷  perineal tear  

会陰  perineum  

下垂体  pituitary gland  

胎盤  placenta  

前置胎盤  placenta previa  

産褥出血  postpartum hemorrhage 

未熟児  premature baby  

早産  premature labor  

早期破水   premature rupture of the 

membrane 

胎盤早期剥離  premature separation of 

placenta 

胎位  presentation  

破水する  the water breaks  
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臍帯  umbilical cord  

子宮  uterus/womb  

おりもの  vaginal discharge  

膣炎  vaginitis  

静脈瘤  varicose veins  

硬膜外麻酔  epidural anesthesia 

麻酔  anesthesia 

麻酔医  anesthesiologist 

妊娠糖尿病  gestational diabetes 

血糖値  blood glucose level 

乳腺炎  mastitis 

舌小帯短縮症  tongue-tie 

おむつかぶれ  diper rash 

湿疹  eczema 

水泡  bubble; foam 

鼻涙管  nasolacrimal（tear）duct（涙

tear） 

鼻腔  nasal cavity 

粘膜  mucosa 

横隔膜  diaphragm 

直腸  rectum  腸  intestine; bowel 

しびれ numbness 

 


