
1整理番号

妊娠高血圧

症候群

形態異常 新生児仮死 他診断名胎児水腫

分娩時年齢

弛緩出血回旋異常 頸管裂傷 他癒着胎盤 胎盤遺残 羊水塞栓

転科

微弱陣痛肺塞栓 過強陣痛 分娩停止 CPD 子宮破裂

分娩日 分時 妊娠 日週

頭位 骨盤位 その他分娩胎位

自然経腟
吸引
鉗子

予定帝切
緊急帝切（通常）
緊急帝切（超）

その他分娩方法

なし オキシトシン PGE2 PGF2α その他誘導・陣痛促進

分娩時出血量 ml

テキスト入力の部分は、項目をコンマ区切り。年月日は「yyyy/mm/dd」形式

子宮双手圧迫 会陰切開 会陰裂傷・縫合 3度 4度

才

児蘇生術 なし 酸素 マスク 挿管 不明

回(今回を含まない) 母身長 非妊時体重 分娩時体重cm kg kg

なし 受動喫煙 能動喫煙妊娠中 喫煙

なし 機会飲酒のみ (ほぼ)毎日飲酒

TOLAC

メトロ（＜40ｍｌ） メトロ（≧40ｍｌ） 頸管拡張材 その他器械処置

児入院施設名

なし 受動喫煙 能動喫煙妊娠前 喫煙

飲酒パートナー喫煙

横切開 縦切開 その他子宮切開法

１ ２ ３ ４ ５ 不明心拍レベル分類
胎児機能不全

正常 減少 消失 増加細変動

ED MLD SLD MVD SVD MPD SPD Tachy Brady Sinusoid

心拍パターン

切迫流産（ 妊娠貧血重症悪阻22週未満の性器出血） 尿路感染症 歯周病

常位胎盤早期剥離： 持続的収縮 板状硬 胎児機能不全 IUFD 胎盤後血腫所見

前置胎盤： 全 部分 辺縁 警告出血 大量出血（≧2000ml）所見 低置胎盤

羊水過少羊水過多血液型不適合 臨床的CAM

前期破水：PHEo S 週 FGR

胎数 多胎の場合の順位 DD MD MM 不明多胎の種類 胎児治療

LFD (SGA) HFD (LGA) TTTS： 供血児

羊水混濁胎盤重量 臍帯長 単一臍帯動脈

辺縁 卵膜 その他臍帯付着異常 AA VV AV 未確認臍帯血管吻合

胎盤病理提出 1度 2度 3度Blanc分類 1度 2度 3度臍帯炎

g cm

脊椎 硬膜外 全麻 その他麻酔

切迫早産 頸管無力症 頸管長短縮 縫縮術施行： 予防的 治療的腟内胎胞形成→

子癇 肺水腫 DICHELLP症候群脳出血 急性妊娠脂肪肝 :スコア 点

分娩遷延 臍帯脱出 臍帯下垂 産褥熱DVT

酸素投与 血腫処置 他腟壁 会陰胎盤用手剥離 子宮摘出

頸管 腟壁産道裂傷・縫合輸血 自己血 異型血

なし ニトログリセリン 吸入麻酔 リトドリン その他子宮弛緩処置：

その他の児処置

出産体重 g 性別 APGAR 1分 5分身長 cm 臍帯動脈pH頭囲 cm

その他の所見

phLo GDM overt DM 1型 2型 不明

自然流産(うち早産 回, 帝王切開 回) 回, 人工妊娠中絶 回回(今回を含まない)

母氏名

母体紹介

陣痛発来 PROM 管理目的 手術目的 その他入院理由

なし 排卵誘発剤 AIH IVF-ET ICSI その他不妊治療

母入院番号

なし あり 外来紹介
病診連携（セミオープン）

帰省分娩
搬送あり(緊急)

搬送あり(非緊急)





母氏名 母入院番号

中枢神経系(含む脳血管疾患） 呼吸器(肺炎・気管支炎)

なし あり

死産 早期新生児死亡 後期新生児死亡 その他

(早剥以外の)妊娠中の性器出血 切迫流産

切迫早産(子宮収縮) 切迫早産(頸管長短縮) 頸管無力症(子宮収縮なし)

頸管裂傷 頸管手術(leep) 頸管手術(conization)

前置胎盤 pPROM 生殖器感染症

糖尿病/GDM死産 FGR

妊娠高血圧 常位胎盤早期剥離妊娠高血圧腎症

消化器（ 肝(肝炎)虫垂炎 胃腸炎)

腎・泌尿器（ 腎炎 腎盂腎炎 膀胱炎)

血液 心 甲状腺（ 機能亢進症 機能低下症 橋本病)

子宮筋腫骨 筋肉 子宮奇形 子宮(その他)

GBS クラミジアPCR 梅毒 HBs抗原 HCV抗体 風疹IgM

トキソプラスマIgM サイトメガロ(妊娠中の感染あり)

HTLV-1(WB) HIV パルボB19

インフルエンザ A B 新型（ブタ） 新型（トリ）

細菌性腟症(Nugent≧7点)

肺成熟目的ステロイド

抗菌剤(点滴) 抗菌剤(経口) 抗菌剤(腟錠)

腟内イソジン消毒

UTI 早産予防目的プロゲステロン(腟錠)

ヘパリンアスピリン その他

1クール 2クール その他ステロイド投与回数

最終ステロイド投与−娩出までの時間

デキサメサゾン ベタメサゾン その他使用ステロイド種類

時間

ｍｇ計

自己免疫疾患付属器 外傷・中毒 精神疾患血液型不適合

本態性高血圧 GDM overt DM 1型 2型 不明

塩酸リトドリン 点滴 経口 インスリン

硫酸マグネシウム：目的 早産予防 子癇予防

抗Dグロブリン：投与時期 妊娠中 産褥

向精神薬：種類 抗精神病薬 抗不安薬 その他

Caブロッカー 点滴 経口

甲状腺機能改善薬 MMI PTU 甲状腺ホルモン剤 その他

その他

その他

その他
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