
３．お産の時、つらかったこと 

・微弱陣痛だったので前日からねられず、点滴も 1日以上で、腕は痛いし、産後は思うように動けず、その

時はお産なんてもういやだと思いました。 

・あおむけの姿勢。なかなかいきんでも産まれなかったこと。 

・会陰切開の後がずっと痛かった。 

・陣痛で動くと点滴やモニターがはずれてしまう。 

・一人目の時、陣痛が来たにも関わらず、回旋異常のため帝王切開になってしまい、二人目は絶対自然で・・・

と思って妊娠が分かってから体重を管理し、運動をし、出来る限りのことはしてがんばったのに、結局二

人目も帝王切開になってしまった。 

・先生の出勤まで我慢させられたのはつらかった。 

・産後直後に吸引で別室に（赤ちゃんが）つれていかれたので不安でつらかった。 

・ 痛いのはつらかったが、子供の顔をみたら忘れてしまうほど。 

・陣痛が長かった。 

・一応、立ち会いでしたが、旦那が部屋の隅のソファにずっと座っていたのが残念でした。 

・長く、痛くつらかった。 

・（帝王切開）ベッドで寝ている時は、子供の顔が見れるのが遅くてつらかった。 

・ 陣痛がつらかった。 

・ねたきり（丸二日）で腰が痛い。 

・ 陣痛がつらかった。 

・陣痛が長かった。 

・とにかく陣痛がえらかった。 

・うまくいきむ事が出来なかったので少しつらかった。 

・ 出産の時、陣痛が始まっていたけど、まだ赤ちゃんが下がってきてなくて、わざと破水して、下りてくる

のを待っていた時のお腹の痛さがつらかった。 

・（帝王切開）手術の時おなかが大きいのに、あお向けで寝て、両手を止められて苦しかった（点滴や心拍

数を測る為）。 

・陣痛後、腰が痛く、お産までに時間がかかるから自宅に帰るよう指示されたのはつらい。結局帰らず入院

させてもらったが、入院後 4時間で出産。誰もこんなに早く出産になるとは思わず、部屋（分娩室）の準

備も先生もなかった。 

・陣痛はつらかった。 

・陣痛がつらかった。 

・後の処理の方がいたかった。 

・破水してしまってこまった。 

・陣痛がつらかった事。 

・太りすぎて、体を動かすことが大変だった。 

・陣痛がくると吐き気がする。 

・とにかく痛かった。 

・陣痛時、付き添いも無く、呼吸法も上手く出来ずつらかった。 

・病院についた時、すでに９ｃｍ大で、浣腸できずに分娩に入ったので、いきみきれなくてつらかった。 

・とにかく痛い。 

・痛かったこと。 

・なかなか「いきんでいい」と言われなかったこと。 

・母乳は出たが、子どもが上手に吸いついてくれず、結局粉ミルクになってしまった事。 

・お産までの陣痛がとにかく痛くてつらかった。 

・陣痛がつらかった。 

・陣痛の痛みがつらかった。 

・恐怖やった。 

・陣痛がこんなに痛いとは思ってなくて、ものすごく辛かった。 



・陣痛が想像以上。一日かかったのが大変だった。 

・陣痛が弱く、なかなかこなかった為、苦しかった。 

・立ち会い及びビデオ撮影が帝王切開の場合できなかったこと。 

・陣痛が痛かった。 

・陣痛がきてからの帝王切開で痛さを 2つ味わった感じです。母が 3人帝王切開（狭骨盤）だったので私も

先生に言っていたら「このおしりなら大丈夫」とさんざん言われていた。予定日前日になってもおりてこ

なくて、レントゲンを撮ったら、帝王切開に決まり、「明日即入院」と言われて準備していたらその夜陣痛

がきた。 

・上の子供たちも一緒に立ち会う予定をしていたが生まれたのが夜中だったので２人とも起きられなくて立

ち会えなかったのが残念。 

・ちょうど 1～3分間隔になったころ、実母もいなくなっていたのでナースコールも押せないくらい痛くて困

った。それまでは出産は怖いと思っていなかったが、そのときは「これは大変だ」と思った。 

・私は、3人共、お産の時、吐きながらの陣痛だったので、つらいのと、看護師さんに申し訳ない気持ちで

した。 

・帝王切開の麻酔で、半日ふるえがひどくてつらかったです。 

・夫に早く来て！と言えなかったし、来てもらえなかった。 

・陣痛の痛み。 

・初産と間違われて医師が間に合わなかった。無理やり押し出されて、とても痛かった。 

・破水してからなかなか開かず 4日後に出産。羊水で汚れたパジャマを着ているのと４日間シャワーを浴び

られなかったのがつらかったです。 

・お産そのものより、産後ベッドの空きがなく、充分に体を休めることができなかったことが今でも不満で

す。同室の人の付添いのかたが、消灯すぎても残っておしゃべりしていたことも休めなかった一因です。 

・麻酔で半日ふるえと熱がひどくつらかった。 

・陣痛が長く食べられなかった。 

・帝王切開で、下半身麻酔だったのですが、とにかく麻酔が効いていないのではないかと思うくらい痛かっ

た。 

・いきみのがしがうまく出来なくて大変でした。 

・分娩室に早く入りすぎたのか、中での体勢で足がつって大変でした。 

・破水してから出産まで 4日間もかかり、不安だった。 

・格好がいやだった。 

・看護師たちの無関心な態度に腹が立った。（分娩室に入った後も一人のアテンドもなく、離れたところから

お喋りの声が響きいやでした） 

・異常分娩で私は市民病院へ、子供だけ預かってもらって２日後ぐらいに会え、とてもつらかった。 

・お産の痛さにたえられなかった。 

・後産がつらかった。 

・第 1子でわからなくて、まだまだ産まれない、と夜帰宅させられ、翌日がまんにがまんをし、産院につい

た時は、子宮口が 8㎝開いていて、車イス状態で陣痛室に運ばれた。1人でとても不安でつらい夜でした。 

・妊娠中わかっていたつもりでも、いざ本番となると理解できてなかったことがあった。発露してからは短

促呼吸ということがわからず「いきむのをやめる」→「短促呼吸」ということができず、力が入り少し裂

けてしまった。「短促呼吸」はヨガで教わっていたからそう言ってくれれば、そうしたのにな・・・と後か

ら思った事を覚えています。 

・とにかく痛い。開き具合を見る時、分娩台に上がるのがつらかった。陣痛中のプレゼント選びはつらかっ

た。 

・内診の時にものすごく痛いことされた。陣痛計が苦しくて付けてほしくなかった。 

・妊娠中毒症で入院し、1ヵ月後帝王切開となる。1000g もない状態で心音低下、母の３大症状悪化のため仕

方ないが、思い通りの経膣分娩ができず、自分の妊娠中の生活を振り返り、ずっと自分を責めた。今でも、

そのことを引きずっているかもしれない。 

・後腹があんなに痛いなんて聞いてないよー。 

・陣痛が思った以上に痛かった。 



・陣痛促進剤による出産で生も根も尽き果てました。 

・痛かったのでつらかった。 

・マタニティブルーを理解してもらえなかったこと（実父・義父） 

・陣痛の痛みが思っていたよりも凄くつらかった。 

・陣痛が長かった。いきみたくてもいきめない。お腹は痛いのに子宮口がちっともひらいていなかったこと。 

・陣痛の間隔が長かったので、台の上で足を広げている自分を見ているスタッフにすごく嫌な思いをしまし

た。 

・痛みの時間が想像より長くてつらかった。 

・陣痛は本当につらい。産んだら忘れるというけど私は忘れられません。 

・陣痛がつらかったかも？でも全体的に特につらいとは思わなかった。 

・先天異常で口唇口蓋裂があったので、産んだ喜びよりも、ショックの方が大きかった。約２時間後には、

子供だけ市民病院の方に運ばれたのではなされるさみしさもあった。まさか自分の子が・・・と自分をせ

めていた。 

・微弱陣痛で点滴を打ったため、死にそうだった。 

・食事はつらかった。 

・陣痛（最後２時間くらい） 

・陣痛の苦しさ 

・陣痛はつらいが、終わってしまえばわすれてしまう。 

・（帝王切開）抜糸後歩行がつらかった 

・（帝王切開）だしたあとが、いたかった。導尿の管がとれずつらかった。一週間赤ちゃんとちがう病院に

いたこと。 

・やっぱりあの陣痛。２人目ですが、１人目も２人目も陣痛はつらい。でもこの陣痛を乗り越えれば、赤ち

ゃんに会えるという気持ちが強かった。 

・つわりがひどく、妊娠中もつらかったけど、出産はそれ以上につらかった。ほぼ１日がかりの出産になっ

たので、疲れたしずっと痛みにたえたのでつらかった。何度も帝王切開にしてほしいと思った。あまりに

長かった（自分が考えていた以上に）ので生まれた時うれしいというよりつかれた、終わったというのが

実感。 

・一人目の時より二人目の方が麻酔が切れてからがつらかった。 

・お産後、動けずに大変だった。（帝王切開）むくんで辛かった。 

・陣痛がつらかったです。出産後の痛みもつらく本当の喜びを感じたのは次の日です。 

・私の場合とにかく腰が痛かった。予定より 10 日早かったので、まさか今日生まれるとは思わず病院に行っ

たら、「半分もう開いてます！」との事でそれから 3時間半ぐらいで生まれました。安産との事。 

・いい程陣痛を味わい、結局帝王切開になりつらかった。 

・妊娠中のつわり、食事制限、飲酒の制限がつらかった。お産では子宮口 8ｃｍくらいの時の陣痛がつらか

った。 

・当たり前だけど陣痛 

・陣痛が長く（2日間）つらかった。 

・陣痛が辛くて早く産みたかった。 

・つわりがひどかった。 

・母乳中心の病院で、１人目でなかったので２人目が不安だった。 

・３人目でつらかった。 

・つらかった事は陣痛のいたみ。 

・つらかったのは総合病院で 1日何人も産まれるせいか？時間帯がいっしょの人がいて私には陣痛時に誰も

ついていてくれなかった事かな。2人目で痛さを知っているとはいえ、やっぱり痛いのは痛い！！ブザー

を押すのも悪いような気がして・・・。全開大になるまで誰もこなかった。悲しい。１人目と 2人目の病

院がちがうのであたりまえかもしれないけれど、お産の仕方がちがうので１人目はすごく楽な出産に思え

たけど、２人目はかなり痛いという印象が残りました。 

・膣壁下血腫のため。 

・（破水した）陣痛がくるまで待つといわれた。 



・痛みがすごくてつらかった。 

・とにかく痛かっただけ。 

・陣痛促進剤を使用したので、想像以上に痛くて辛かった。 

・陣痛がとにかくえらい。 

・陣痛が長くてきつかった。 

・とにかく陣痛がつらかった。 

・とにかく帝王切開だったので、痛いし動けないし、のどがかわいても 1日何も口にできなかったことがつ

らかった。 

・陣痛で何時間もいたかったこと。 

・えらかった 

・手術だったので、手術中はだるくて、気持ち悪くてつらかった。 

・帝王切開だったので水が飲めなかったことがつらかったです。 

・陣痛が痛かった。会陰切開の傷があとあと痛かった。 

・自然分娩できなかった事、術後のキズが痛い事がつらいです。 

・ねむい。 

・いきみたいのにいきめないのが辛かった。 

・お産が重なって初めて会う助産師さんにとりあげてもらったのが少し残念 

・はじめてだったので想像以上の痛みで、膀胱が破裂しそうな気がしてつらかった。 

・陣痛がつらかった。 

・授乳がつらかった。 

・痛み。 

・体が元に戻るまではえらかったが、産んでよかった。 

・会陰切開して、吸引したのがつらかった。 

・陣痛が苦しかった 

陣痛室で夫の母も入室しており、内診の時も見られていたためそれにストレスを感じてしまい落ち着けな

かった。イヤな思い出。夫と実母だけ一緒にいてほしかった。 

・出産後わかった事なのですが、胎盤がすこしはがれていたためおなかの中で赤ちゃんが苦しくて排便して

いて、その羊水を飲んでしまっていたため、出産後長い時間吸引したりの処置が続きその後も１日～２日

感染していないかどうか要観察という事があったので心配だった。 

・手術と決まったので、実感がないのが淋しかった。 

・陣痛が短いと言われたが長く感じ痛かった。 

・想像以上の痛み。 

・陣痛がつらかったけど今は忘れた。 

・きず口がいたかった。 

・初めて前に破水して、陣痛も弱かったので不安が少しありました。 

・「子供の元気がない」と言われたときは不安になった。 

・出産後もう２度とイヤ（妊娠・出産）だと思った。 

・お世話になった助産所が大雨で浸水していたため、別の助産所を借りてそちらの先生も一緒に出産に立ち

会っていただいたため先生同士が言われることがそれぞれで困った。 

・１人目ということで不安があり余裕がなくいっぱいいっぱいでした。 

・子宮口が全開になってから１０時間も生まれてこなくて早く出てきてほしかった。 

・陣痛がつらいのに呼吸法をと言われ１０時間まっているので体力がない。産後もずいぶんつらかった。も

っと簡単に産みたかった。 

・入院が長かった（双胎のため管理入院）。 

・麻酔が 2日あった。上の子を置いてきたこと。 

・陣痛促進剤の点滴が辛かった。 

・陣痛がとにかく辛かった。 

・陣痛の時が辛かった。 

・陣痛が苦しかった。 



・陣痛が弱く、促進剤をつかった事。 

・陣痛の 3～5分間隔の時がつらいった。 

・辛かった事が合ったかもしれないが、覚えていない。 

・会陰切開の後処置がうまくいかなくて 2回行われたこと（イタイッ！）。 

・出産後の処置。会陰切開部にドレーンが入りその痛みが本当につらかった。 

・陣痛がつらかった。 

・有効な陣痛がこず、ジワジワと２、３日苦しんだ事。 

・個人病院だったので、ギリギリまで助産婦さんと二人きりで淋しかった（立ち会いは別として）。一人にさ

せられた時間もあり。 

・時間的には短かったですが、一人目の時よりつらかった様に思います。 

・とにかく痛かった。 

・陣痛が弱くて、なかなか産まれなかった事。 

・子供がすぐ泣かなかったこと。 

・陣痛が腰にくる。 

・出産が夜だったので看護師さんが二人しかいなくて、陣痛室で一人きりにされたことがつらかった。 

・動けなかったのがつらかった。 

・一人目の出産だったので、陣痛がこんなにもイタイ！！ものなのか～と苦しかったのです。 

・体調が悪かった（胃腸風邪）。 

・特に覚えていないので、あまりなかったと思います。 

・陣痛時、子供の心拍数が下がって怖かった。 

・陣痛が長かったのでつらかったです。 

・陣痛が始まると、腰が痛くてつらかったです。 

・陣痛がつらかった。 

・陣痛が痛くてナースコールをしておこられたときはショックだったしくやしかった。 

・陣痛がつらかった。 

・急に（予定日をすぎてから）帝王切開になったので、すごく緊張しました。そのあとがすごくいたくて大

変でした。 

・陣痛つらく、長い時間かかった。 

・とにかく早く我が子に会いたかった。 

・とても怖いうえに痛かった。お産の痛みとは違う、嫌な痛みでした。 

・なかなか陣痛が強くならなくてえらかった。 

・陣痛が長かった。つらかった。 

・早産で苦しかった。 

・未熟児だった為、なかなか抱けなかった事。 

・スパルタ教育で泣きたい時あった。ゲップの仕方とか教えてもらえなかった。 

・陣痛室で陣痛がピークだった時、つきそい無しだったのでつらかった（病院の方針で）。 

・陣痛はつらかった。 

・主人が喫茶店に行ってしまって、一人で陣痛をのり切った。 

・腰が痛くてつらかった。 

・あまり運動していなかったし、子供が大きかったのでえらかった。 

・痛い、本当に産んでしまったとおそろしくなった。 

・破水してもなかなか子宮が開かなくてつらかった。 

・産んだ後が痛かった。 

・陣痛室で１人で半日以上痛みに耐えたこと。 

・陣痛の痛みはつらくて苦しかった。 

・満室で、私は第 3子の出産の為、きめ細かい心づかいが感じられなかったこと。 

・微弱陣痛だったので、予定外に陣痛促進剤を使った。 

・陣痛が長びいて、精魂疲れ、出産の喜びはあまり感じなかった。授乳室の雰囲気がアットホームな感じで

なく、色々詳しく聞けない、話せない。スタッフも少なく、分からないことだらけで困った。 



・産後の腰痛がひどく、母子同室で世話もしなければいけなかったのが大変でした。 

・母子共にあと 30 分おなかを切るのが遅かったら、死んでいるところだったと手術前にものすごくどなられ

（しかられ）、こわくなって泣いたら、看護師の方に泣いてちゃだめ！！としかられた。 

・陣痛に耐えるのがつらい。 

・初産だったので不安もあったのですが、長時間一人にされたことがつらかったです。 

・初めてのお産で、帝王切開を選択し、手術が無事終わるか心配だった。手術の時、裸にされて、恥ずかし

かった。そしてとても寒かった。出産後、おかゆしか食べられず、つらかった。 

・陣痛。 

・陣痛がものすごく痛くてつらかった。 

・微弱陣痛で出産に時間がかかった事。 

・第 3子とも帝王切開だったので、少しつらかったです。 

・誘発分娩で結構つらかったです。 

・お兄ちゃんがぜんそくで、出産前に入院し、その後も何度も発作がおこり、出産前日も看護で眠れず、出

産時は体力低下で導尿や点滴をしたこと。 

・陣痛。 

・当直の助産師が一番愛想のない人で、無言で仕事をしていたので、TV で見ているような声掛けもなく、延々

とこの痛みが続くのかと思った。 

・陣痛がつらかった。 

・とにかく激痛が何とも言えませんでした。 

・陣痛が苦しかった。腰が割れそうでした。 

・子宮口がなかなか開かずえらかった。 

・想像以上に痛かった。前駆陣痛が長く、分娩時にバテ気味でえらかった。 

・本当に痛かったというのが正直な気持ち（大げさではなく）。 

・中毒症が出て、血圧が上がり病院をかえたこと。又、家族にとても心配させてしまったこと。 

・前回が帝王切開で、日が短かった為、帝王切開になってしまった（1年半）。できれば自然がよかったが残

念だった。 

・第 1子の時と違って、助産師の方が若くて頼りにならず、リードがヘタでつらいお産だった。 

・陣痛が丸 1日続いてつらかった。 

・腰がくだける様に痛かった。 

・里帰りの為、週末しか主人がいない為、中々話が出来なかった。 

・陣痛は痛かった。 

・母乳をあげる時、痛かった。おっぱいをしぼるのがしんどかった。後陣痛が痛く、それを止める注射もめ

ちゃめちゃ痛くて、注射のあとは、別世界をさまよう体験をした。 

・微弱陣痛だったので、入院してから出産までが長かった。 

・初産だったこともあり、陣痛がつらかった。子宮が１０ｃｍ開くまで、分娩できなくてつらかった。こん

なに痛いとは思いませんでした。 

・出産よりもその後の胎盤をはずすのが痛かった。 

・陣痛で苦しんでいる時、看護師さんは何もしてくれず、乗り切る為のアドバイスさえもなかったので、冷

たいと思った。 

・37 週の健診の時に急に帝王切開する事になり、あまりにも急で心の準備もできていなかった。 

・夫に立ち会ってもらうつもりだったけど、スタッフの人の手違いで立ち会えなかった。 

・総合病院だったので看護婦さんが少なくて呼んでもなかなか来てもらえなかった。 

・普通に出産したかった。 

 

 

 

 

 

 


