
表1　ロジスティック解析によって抽出された妊娠・分娩・産後ケアの満足度と関連のある変数 (平成２３年全国調査)

従属変数

説明変数（独立変数）

意な変数の数（右記） 15 12 33（12） 19 (3)
Q5 仕事をもっていない n.s. n.s. * （異常なし経産）

Q11-1 妊娠経過　特に異常なし n.s. * n.s.
Q11-3 切迫早産で入院 n.s. n.s. *－（異常ありの人）

RQには Q11-6 羊水の異常 n.s. *－（異常なし経産）

非該当 Q11-7 不妊治療後の妊娠 n.s. *－
Q12-1 分娩経過 特に異常なし n.s. * n.s.
Q13-3 鉗子分娩 n.s. *－ （異常あり初産） n.s.
Q13-4 予定の帝王切開 n.s. n.s. **－
Q13-5 緊急の帝王切開 n.s. n.s. **－
Q13-8 陣痛促進 n.s. *－ （異常あり経産）

Q15-3 妊婦健診施設：産婦人科医院 n.s. ***
Q15-4 　　　〃　　：助産院 n.s. ***
Q21-3 分娩施設：産婦人科医院 ** * n.s.
Q21-4 　　 〃　　：助産院 n.s. ** n.s.

ＲＱ１ Q22-5 出産施設選択理由：　好評 *** ***
Q22-6 〃　　　　：お産のやり方が n.s. * （異常なしの人）

Q22-9 〃　：医療者の対応がいい n.s. ***
Q22-11 〃　　　　　　：前回良かった n.s. ***（異常あり経産）

Q22-14 〃：他に産む施設が無かった n.s. ***－

Q30-1 分娩時立会,医療者以外：夫 n.s. n.s.
ＲＱ２ Q30-2 〃　　　　　　　　：親 **－ *－

Q30-5 〃　　：上の子ども n.s. **

Q19-2 バースプランの相談者：助産師 n.s. ***
Q23-8 分娩時 傍に誰も居なかった *－ *－
Q24-4 他の人に傍にもっと居て欲しい *－ ***－
Q31-1 分娩介助者：医師 n.s. n.s.

ＲＱ３ Q31-3 〃　　：助産師（医師立会い） n.s. ** （異常ありの人）

Q31-4 〃：助産学生（助産師立会い） n.s. *

Q46-2 退院後 育児の相談者：助産師 ** ***

ＲＱ４ Q32-2 娩出時、仰臥位 n.s. **－

ＲＱ５ Q28-5 産痛緩和 ** *

＜健診時＞

Q17-2 顔を見て話す n.s. *
Q17-3 何でも質問しやすい雰囲気 *** ***
Q18-1 妊婦自身の心身を理解できた n.s. ***
Q18-2 出産方針の説明あり n.s. ***

ＲＱ６ Q18-4 健診後すっかり安心 *** ***
＜分娩時＞

Q28-1 意志・希望を尊重してくれた n.s. ** （異常ありの人）

Q28-2 浣腸 n.s. *－ （異常ない経産）

Q28-6 気持ちの理解し、安心させた ** *** 
Q32-3 プライバシ配慮 n.s. * （異常なしの人）

Q33 十分尊重されたと感じた *** ***
Q29-2 分娩経過の説明が理解できず n.s. ***－
Q29-3 〃　　：説明がなかった n.s. ***－

Q39 同一医師による継続診療 n.s. *** * ***
ＲＱ７ Q40 同一助産師によるケア n.s. *** n.s. ***

Q16 妊婦健診と分娩施設が同じ n.s. ** n.s. n.s.

ＲＱ８ Q28-9 バルサルバ法 n.s. *－ （異常ない初産）

ＲＱ９ Q28-8 会陰切開 n.s. n.s.

ＲＱ１０ Q28-7 点滴 n.s. n.s.

ＲＱ１１ Q27-3 CTGの必要性の説明なし **－ ***－

ＲＱ１２ 新生児の蘇生

Q43 １カ月時　母乳栄養 n.s. **
ＲＱ１３ Q44-5 乳房ﾄﾗﾌﾞﾙ n.s. **－

Q44-12 母乳量が足りているか心配 *－ n.s.

Q28-10 希望する形での直後の児面会 n.s. * （異常なしの人） n.s.
ＲＱ１４ Q35-3 母子接触：産後の歩行開始後 n.s. *－（異常なしの人）

Q35-4 〃　　　　　　：翌日から n.s. **－（異常なしの人）

Q44-1 母親の問題：睡眠不足・疲労 n.s. ***－
Q44-4 〃　　 　：育児自信喪失 n.s. *－
Q44-5 〃　　　　　　：乳房ﾄﾗﾌﾞﾙ n.s. **－
Q44-6 〃　　　　　：会陰の痛み n.s. *－（異常なしの人）

ＲＱ１５ Q44-7 〃　　　　　：出血や悪露 n.s. *－
Q44-11 児の問題：泣き **－ n.s.
Q44-16 　　 〃　　：皮膚 n.s. *－
Q44-18 〃　　：育児の仕方の確認 n.s. *－
Q44-20 育児環境　：家族の協力不足 n.s. **－
Q44-21 〃　　：相談所・人無し n.s. ***－
Q47-1 退院後　相談して解決した *** ***

***：p<0.0001, **：p<0.01, *：p<0.05,  n.s:not significant, *の右の－は従属変数の小さい方向を表す。
異常なし/あり：妊娠中および分娩経過の異常の有無によるサブグループで解析した場合の結果

Q20 分娩期の満足度
1:満足, 2:それ以外

Q34 産褥期の満足度
1:満足, 2:それ以外調査票の

質問番号

対応する
Research
Question

Q49 全期間の満足度
1:満足,

2:どちらでもない,不満

Q14 妊娠期の満足度
1:満足, 2:それ以外




