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FHRの理解：80~90%は単純明快 



胎児機能不全 
non-reassuring fetal status 

1. 胎児機能不全とは 
2. FHRの基本 
3. Decelerationとは 
4. 基線の細変動とaccelerationとは 
5. 経時的変化 
6. NSTとCST 



胎児機能不全の定義 

生理学的定義 
 胎児が子宮内で呼吸ならびに循環機能が障
害された状態 

 
胎児機能検査の評価 
 『胎児が健康である』所見とは異なる所見 



FHRでの胎児機能不全 

FHRの評価 
 『胎児が健康である』所見とは異なる所見 
 
『胎児ジストレス、fetal distress』 
 healthy – stress - distress (dying) - death 

『non-reassuring fetal status, NRFS』 
『胎児機能不全』 



胎児心拍数モニタリングの目的 

低リスク妊娠(健康児) 
n=10,000 

新生児脳症(pH, <7.0) 
0.3%, n=30 

分娩時に起因する 
低酸素性脳障害 n=2 

分娩中のLD, sVD, PD, 徐脈 
8%, n=800 

4% 

0.3% 

臍帯動脈血pH, <7.1) 
1.5%, n=150 19% 

100％ 

1.5％ 

8％ 

0.3％ 

0.02％ 

0.02% 疫学(Nelson)：99%以上が偽陽性 
管理が正しければ100%偽陽性 

低リスク妊娠であれば1.6/10,000 
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FHRの基本 
分娩時FHR(intrapartum, UCあり) 

O2 

CO2 

胎
盤 

子宮動脈の 
筋層貫通部 
物理的圧迫 

臍帯の 
物理的圧迫 



FHRの基本 
分娩時(intrapartum, UCあり) 

Stressへの反応 
刺激へのresponse 

Stress-free時の反応 
(Resting condition) 



胎盤機能不全 
胎児低酸素血症 

臍帯因子 

基線細変動は 
restingでの病態 
acidosisの有無 

一過性徐脈は 
病因を示唆し 
ストレスへの反応性 

Acidosis疑 

Acidosisなし 

Williams Obstetrics, 23rd Ed  
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胎児=胎盤依存性(Hon/Quilligan) 

臍帯因子 胎盤因子 
胎児因子 

LD, late deceleration VD, variable deceleration 

子宮収縮の度に 
似たようなパターン 
繰り返し出現 
uniform(同一ではない) 

子宮収縮の度に 
異なるパターン 
variable 



Hon・Quilligan分類 

一過性徐脈 

uniform 

variable 

UCの度にほぼ同じ形：同じ病態 

UC毎に異なる形 

Hon EH, Quilligan EJ. The classification of fetal heart rate. 
Conn Med 31(11) 1967 



Hon・Quilligan分類 
Uniform Decel 

 The FHR waveform is relatively uniform in appearance, and the slope of the 
descending limb is falling at about the same rate that the ascending slope of the 
associated UC is rising, so that each FHR pattern largely reflects the shape of 
the associated UC. 

 

ユニフォームとは 

 子宮収縮毎に、割りと同様のパターンを示す。 

 一過性徐脈の下降曲線は、子宮収縮曲線の上昇曲線と ほぼ同じ傾きである 

 

Hon EH, Quilligan EJ. The classification of fetal heart rate. 
Conn Med 31(11) 1967 

Williams Obstetrics, 23rd Ed  



Hon・Quilligan分類 
Variable Decel 

 The slope of the descending limb of the FHR pattern is falling faster than the 
ascending slope of the associated UC is rising, and the FHR pattern varies in 
shape from from contraction to contraction. 

 

変動一過性徐脈 

 一過性徐脈の下降曲線は、子宮収縮曲線の上昇曲線よりも、傾きが急である。 

 一過性徐脈は、子宮収縮毎に形が異なる 

Hon EH, Quilligan EJ. The classification of fetal heart rate. 
Conn Med 31(11) 1967 

Williams Obstetrics, 23rd Ed  



FHRの基本 
分娩時(intrapartum, UCあり) 

Stressへの反応 
刺激へのresponse 

Stress-free時の反応 
(Resting condition) 



Am J Obstet Gynecol 1969;104:1190-1206 

臨床研究 



高度 (VD) 

高度 ( ) 

中等度 (VD) 軽度 (VD) 

中等度 ( ) 

軽度 ( ) 

重度になるにつれてpH低下 
pH:7.1-7.2は、VDでは高度で、LDでは全て 



一過性頻脈なし 7.30+0.04 

軽度 7.29+0.05 

中等度 7.26+0.04 

重度 7.15+0.07 

VD (変動一過性徐脈) 

軽度 軽度 軽度 

軽度 軽度 中等度 

軽度 中等度 重度 
<70bpm 

<80bpm 

>60sec >30sec 

no deceleration 7.30+0.04 

軽度 7.22+0.06 

中等度 7.21+0.05 

重度 7.12+0.07 

LD (遅発一過性徐脈) 

軽度 

中等度 

重度 
↓45bpm 

↓15bpm 

Deceleration深さ 
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FHRの基本 
分娩時(intrapartum, UCあり) 

Stressへの反応 
刺激へのresponse 

Stress-free時の反応 
(Resting condition) 

#1 #2 



#2臨床研究 

Clark SL, et al. Am J Ob Gyn 1984;148:274  



内診指で児頭刺激し、 
Acc + なら pH>7.2 

アリス鉗子で児頭
刺激し、 Acc +  
なら pH>7.2 

Acc - ならその
半数がpH<7.2
の可能性あり 

分娩中にFHRパターンに異常があり、レジデントが
胎児アスフィキシアと判断した100症例を対象 
(96例 >37w, 4例 33-35w) 

一過性頻脈 
出現すれば 

Acc(+)でpH>7.2、Acc(-)で半数はpH<7.2. 児頭血採血は、児頭刺激

試験の普及で、米国ではほとんど行われなくなった。欧州ではい
までも行われている。 

Clark SL, et al. Am J Ob Gyn 1984;148:274  



#5臨床研究 

Am J Obstet Gynecol 1975;123:206-210 

遅発一過性徐脈と基線細変動との組み合わせが重要 



Late decelerations 

軽症 

中等症 

重症 

細変動減少 細変動正常 

Am J Obstet Gynecol 1975;123:206-210 



細変動減少で有意にpHが低下：細変動の重要性 

Variable deceleration 
でも、多分、同様 

Variability comes first! 

Am J Obstet Gynecol 1975;123:206-210 
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経時的変化 
因子 正常 異常 

Acceleration present 
(absent) 

absent 

Variability (V) moderate Decreased 
Minimal to absent 

Deceleration  
Late decel 

absent 
 

Intermittent to 
recurrent 

shallow – deeper – shallow 
(V+)                             (V-) 

Deceleration  
Variable  decel 

absent  
(mild) 

Moderate to 
severe (V+)  ~ (V-) 

モニタリングの継続と、定期的な評価が大切 



3/15 

連続1 

連続2 

30分後CS 
pH 7.04 
abruption 



pH 一過性頻脈 基線細変動 
一過性徐脈 

LD                             VD                                                      PD 

 
 
7.3~ 
 
 
 
 
 
 
7.2~ 
 
 
 
 
 
7.1~ 

cyclic 
+ 
 
 
 
 
 
 

消失 
(½の症例で) 

 
 
 
 
 
 

cyclic 
+ 
 
 
 
 
 
 

減少 
 
 
 
 
 

~消失~ 

                                      
          軽度               単発  
                                                                                  多発 
時々 
 
                        中等度 
>50% 
(浅) 
 
          >50% 
          重度                
 
 
(深) 
                                          突然の重度徐脈 
                   時間と共に重症化 
 
(浅) 
 
 
 

３
段
階
評
価
 

５
段
階
評
価
 

Baseline parameters： 
resting condition 

Decelerations:  
刺激への反応  
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FHRの基本 
 (antepartum, UCなし) 

Stressへの反応 
刺激へのresponse 

Stress-free時の反応 
(Resting condition) 

CST: positive/negative/equivocal NST 

NST: reactive/non reactive 

Acc(+) LD(-) 



FHRの基本 
基線(variability)と刺激への反応(deceleration) 

Stressへの反応 
刺激へのresponse 

Stress-free時の反応 
(Resting condition) 

病因 病態 
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