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ブータン王国での産婦人科勤務　報告

加藤恵美子
京都大学東南アジア研究所・連携研究員、

ジグミ・ドルジ・ウオンチュク王立病院・ボランティア医師

ヒマラヤ学誌　No.15, 68-71, 2014

●症例1
症例：双胎妊娠　1児死亡（17週時）、子宮内胎
児発育遅延（IUGR）
超音波所見：双胎妊娠の 1児死亡
　妊娠第二期に 1児死亡しており、経過観察。生
児は IUGRにて管理入院をしていた。満期となり、
患者本人に経膣分娩と帝王切開の選択肢を提示し
たところ、本人が帝王切開を希望したため、当日
緊急帝王切開の方針となった。児は NICU入院管
理となった。
　ブータンに来て、初めての手術執刀症例となっ
た。突然の執刀であったため、非常に戸惑ったが、
無事に終了した。
　帝王切開手術は日本とほぼ変わりはない。皮膚
は下腹部横切開で行われる。私がこれまで行って
きた手術との相違点は、腹膜を開けるときにクー
パーなど使わずに左右に引き裂いて開く点、後腹
膜をあらかじめ切開せず、後腹膜と子宮筋層は一
緒に切開する点、閉腹時に腹膜（臓側腹膜、壁側
腹膜ともに）は縫合せずに腹直筋を連続縫合をす
る点、などである。また、手術の助手は看護師で、
麻酔も医師でなく anesthetistが腰椎麻酔をかける
ことがほとんどである。夜間の緊急帝王切開の場
合、手術室に医師は術者一人という状況となり、
これは日本との大きな違いではじめはとても不安
であった。日本ではどれだけ守られて手術をして
いたのかと、改めて感じた瞬間でもあった。

●症例2
症例：2経妊 2経産　既往帝王切開

超音波所見：特記事項なし
　既往帝王切開にて、39週 2日に選択的帝王切開
の方針。妊娠経過も問題なく、予定通りの手術と
なった。術中所見として、腹腔内の癒着が強く、
子宮と腹壁の強固な癒着を剥離する必要があり、
手術時間は少し長引いた。
　JDWNRHでは、既往帝王切開症例は、患者に
リスクを説明し、全例選択的帝王切開の方針とす
る。スタッフの人数の問題もあり、リスクの高い
VBAC（vaginal birth after cesarian delivery）は行わ
ない方針とのことである。日本でも VBACを試み
る施設は減少している。

●症例3
症例：1経妊 1経産　骨盤位
超音波所見：骨盤位　その他特記事項なし
　39週入院時に骨盤位を確認。子宮収縮所見を認
めたため、緊急帝王切開となった。
　JDWNRHでは、VBACと同様に骨盤位症例に
対しては、全例選択的帝王切開の方針となる。や
はりスタッフの人数の問題などからリスクの高い
骨盤位経膣分娩は行わない。日本でも、骨盤位に
対する経膣分娩を試みる施設は減少している。

●症例4
症例：2経妊 2経産　既往帝王切開
超音波所見：特記事項なし
　38週での選択的帝王切開。同時に卵管結紮術を
施行した。特に問題なく、手術は終了。
　ブータンでは帝王切開時に同時に卵管結紮術を

　今回、ブータン王国のJIGME DORJI WANGCHUK NATIONAL REFERRAL HOSPITALにてボランティ
ア医として、半年間産婦人科で働く機会をいただきました。2013/10/1より産婦人科医の一員として、
外来、手術、分娩管理、病棟管理を経験させていただいています。働き始めてからの 4週間で私が関
わったいくつかの症例を簡単に報告させていただきます。
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する頻度はとても多い。看護師が手術前に患者の
希望を確認し、同意書を取ってくれる。ブータン
では避妊方法として、経口避妊薬、子宮内避妊器
具（IUD）、緊急避妊薬、プロゲステロン注射

（DMPA）などがある。希望での人工中絶は法律
上認められていない。

●症例5
症例：0経妊 0経産　羊水過多傾向
超音波所見：AFI22 cm、胎児奇形所見なし、推定
体重 2800 g。
入院時内診所見：子宮口閉鎖、児頭浮動。
入院日：Misoprostol（プロスタグランジン E2）25 
μg膣内投与にて分娩誘発開始。
　しかし、分娩進行はなし
第 1病日：内診所見は昨日と変化なし。子宮口閉
鎖。リクスを考慮し帝王切開の方針。
　日本の場合では、数日誘発をかけて、分娩進行
がみられない場合は帝王切開となることが多い。
しかし、JDWNRHでは、羊水過多の経膣分娩に
ともなうリスク（臍帯脱出など）を考え、選択的
帝王切開の方針となることが多いようである。も
ちろん、患者本人の希望も考慮にいれての選択で
ある。

●症例6
症例：0経妊 0経産　分娩停止
超音波所見：特記事項なし
入院時内診所見：子宮口 4 cm、展退 60％。
　子宮口 4 cmから分娩進行なく、児頭も station-1
の所見から変化なし。子宮収縮微弱を認め、オキ
シトシン投与開始するも 2時間後にも所見の変化
なし。
　分娩停止と診断し、緊急帝王切開を施行。
　手術を決めてから本人と家族にその場で説明を
し、看護師にゾンカ語に訳してもらった。手術室
への連絡などはすべてナースが行ってくれるた
め、医師は手術の決断と口頭での説明をして、手
術室で待機という流れになる。日本では、手術を
決めて、説明をして、同意書を作って再度説明を
してサインをもらって、手術室に連絡して、麻酔
科に連絡するということをすべて医師が行ってい
た。このようなシステムの違いにも多々驚く点が
あった。また、経膣分娩でも会陰切開から縫合ま

ですべて助産師が行っている。問題がない分娩で
あれば、医師は全く立ち会うことなく、分娩は終
了する。日本でも助産師縫合についてはさまざま
な議論はあるものの、一部の施設では医師立ち会
いのもと縫合を行っている。

●症例7
症例：0 経妊 0 経産　第二期遷延分娩、fetal 
distress
超音波所見：問題なし
　41週 2日予定日超過にて入院。Misoprostol（プ
ロスタグランジン E2）を 2dose投与後、陣痛開始。
その後微弱陣痛にてオキシトシンの投与開始と
なった。子宮口全開大後から 1時間半後に胎児心
音の低下を認めた（遷延除脈）ため、吸引分娩を
施行した。胎児ジストレスがあるため、新生児科
医立ち会いでの分娩とした。2回の吸引に失敗し、
3回目で娩出。すぐに新生児科医へ児を渡した。
　ブータンでは、予定日超過に対して、プロスタ
グランジン E2　25 μgの膣内投与を行っている。
日本では誘発目的でのプロスタグランジン E2の
膣内投与は、保険適応がないため、経口投与を行っ
ている。吸引分娩器は日本で使っていたものとほ
ぼ同じものであり、違和感は全くない。

●症例8
症例：1経妊 1経産　分娩停止
超音波所見：特記事項なし
　他病院からの搬送症例。子宮口 5 cmから分娩
進行停止。胎児ジストレスの所見はなし。搬送に
2 ～ 3時間かかるとのことであった。
　到着時、子宮収縮良好だが子宮口 5 cmのまま
であった。搬送途中にて破水を認めたようで、羊
水混濁あり。胎児モニタリングでは問題ないが、
本人は胎動の減少の訴えあり。緊急帝王切開を施
行した。羊水混濁は高度であったが、胎児は問題
なし。
　JDWNRHでは、さまざまな病院からの搬送が
多い。症例としては、回旋異常や分娩停止などで
緊急帝王切開が必要なものが多い。産婦人科は当
直体制ではなく、夜間オンコール体制がとられて
いる。救急外来に来た産婦人科症例は、救急外来
医師が内診を含めた診察をし、産婦人科オンコー
ルへコンサルトをする。日本では、救急外来医師
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が内診を含めた診察をすることはなかったので、
システムの違いを大きく感じた点の一つであっ
た。

●症例9
症例：0 経妊 0 経産　妊娠高血圧腎症（pre-
ecrampsia）
超音波所見（33w1d）：推定体重 1800 g AFI:12cm
　臍帯血ドップラー :0.74（high）
胎児心拍モニタリング : Reasuuring fetal heart rate 
pattern
　33週 1日に高血圧、下腿浮腫にて入院。血圧
160/100尿中アルブミン 4 ＋であり、pre-ecrampsia
の診断。降圧剤、デキサメタゾン投与開始となっ
た。連日胎児心拍モニタリングにて経過観察。浮
腫症状が強いが、その他の症状はなし。34週 0
日にこれ以上の妊娠継続は厳しいと判断し、緊急
帝王切開を施行した。早産にて児はNICUに入院。
　術後母体の経過は良好。

●症例10
症例：52歳　不正性器出血
　数年続いている不正出血にて外来受診。外来受
診時、中等度の不正出血あり。血液検査にて
Hb4.2と重症貧血を認め、同日緊急入院。輸血 2
単位を施行した。
　翌日に緊急子宮内膜掻爬術を施行。術後にもさ
らに輸血 1単位施行し、術後 1日目に退院となっ
た。
　JDWNRHでは術後や分娩後に Hb8以下であれ
ば、原則輸血をする方針となっている。日本では、
出血がない場合は鉄剤投与にて経過観察していた
ため、この点は非常に驚いた。

　約一か月間、病院での診療に携わってみて、自
分が予想していたより進んだ医療をしている印象
を持ちました。婦人科腫瘍分野でも広汎子宮全摘
出術や化学療法も多数行われています。今後、さ
らにさまざまな角度から日本との相違点などをみ
ていきたいと思います。
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Summary

Obstetric Case Reports I Operated in JIGME DORJI WANGCHUK 
NATIONAL REFERRAL HOSPITAL Bhutan

Emiko Kato

Researcher of Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 
Volunteer Obstetrician in JDWNRH Bhutan

　 Ten obstetrical and gynecological cases I operated in JDWNRH in Bhutan during initial one month I 
volunteered were reported. Differences in operational indication and methodology between Bhutan and Japan were 
also discussed.




