
この時期の赤ちゃんはまだ、胎芽と呼ばれる小さな小さな生命。ほとんどの方が、
妊娠したかどうか気づかないで過ごされたことでしょう。
でも、おなかの中ではめざましい成長が始まっています。

分娩予定日を計算してみましょう

●分娩予定日とは
最終月経第1日を0とし、翌日から1日目と数えて280日(40週0日)目が
分娩予定日です。でも、これはあくまでも予定。その前3週間、
後2週間の合わせて5週間内に生まれた場合を正期産といいます。
この期間に90%以上の方が出産しています。

●簡単に予定日を知る方法
最終月経の初日に7日を加え、
月から3を引くか9を加える
ことで、およその予定日を
知ることができます。

例）
最終月経 2月15日

+9 +7

11月22日

1ヶ月目
(0週～3週6日)



妊娠とわかったら、母子健康手帳を

妊娠したことがはっきりしたら、各市町村の保健センター等に
母子健康手帳をもらいに行きましょう。
その際、必ず印鑑が必要ですので、お忘れなく。

●母子健康手帳は
お母さんと赤ちゃんの健康を管理するための
大切な記録です。妊娠中だけでなく、出産、
産後の状態や子どもの生まれたときから
小学校に入学するまでの健康状態を記入する
ようになっています。診察のときには必ず
持参して、診察の結果を記入してもらいましょう。
また、お母さんやお父さんが記入する欄も
あるので、簡単な日記のかわりにもなって、
子どもが大きくなったときの記念にもなりますね。
ぜひ、お二人でよく読んだり、
記入したりしてください。

2ヶ月目
(4週～7週6日)

経膣超音波検査で、より早くより
精密な診断が可能に。

妊娠4週中頃(2ヶ月のはじめ)
には経腟エコー(腔の中に専用の
プローブを入れて子宮の
中を映す)で赤ちゃんを包んでい
る小さな袋も見え、6週頃にもな
れば赤ちゃんの心臓の拍動も確認
出来ます。

妊娠したのでは?と医師の診察を受けて、はっきりわかるのが2ヶ月目です。
この時期から、つわり、乳房の変化など、妊娠の徴候があらわれてきます。



ご心配なことは何でもご相談ください

1階受付カウンター横の相談室をご存知ですか?

ここでは患者様からのご相談をお受けしています。

「医師に説明されたことで迷っている」「○○ってインターネットで見たけれど、

詳しく聞きたい」「産後の生活について心配がある」などのお悩みがあれば、

お気軽にお越しください。専任の担当者がお待ちしています。

必要に応じて地域連携室や専門看護師とも相談し、個別に継続担当させていただ

くことも可能です。保健センターの保健師さんや様々な機関とも連携しています。

お母さんと赤ちゃん、そしてご家族の方が少しでも安心できるよう

一緒に考えさせていただきます。

まずは総合案内にてお待ちしています。(ご不明な点は職員にお尋ねください)



ご心配なことは何でもご相談ください

気になる症状や不安を早めに解決できるよう、
専任の担当者が相談をお受けいたします。

相談室へのお問い合わせば下記へお願いいたします。

◎電話/06-6721-8172
受付時間/8:30～17:00(休診日を除く)

※日祝日、夜間（17:00～翌朝9:00）は
代表番号へお願いします。
電話/06-6722-4771（代表）

相談室のお知らせ



ご心配なことは何でもご相談ください

保健福祉連携について

Q.

A.

保健師さんとの連携ってなんですか?
どのような場合に連携するのですか?

当院では、皆さまが安心して妊娠や産後の育児の期間を過ごせるよう、
必要に応じて地域の保健師と連携しています。
地域保健師は、皆さまが暮らす地域で、それぞれの家庭や状況に合った
生活や育児のサポートをしてくれます。また、生まれた赤ちゃんの
乳幼児健診も保健師が担当しています。当院看護師から地域看護師へ
患者様の状況をお伝えすることで、家庭訪問や保健センターでの支援を
受けることができます。
妊娠や育児に不安・心配がある方や、家族・周囲のサポートが少ない方、
妊娠中や入院中から地域保健師と顔見知りになりたい方など、
何かありましたらお近くの看護師までお声をおかけくださればと思います。
また、必要に応じて、当院スタッフから地域保健師と連携することを
紹介させていただくこともあります。



2～4ヶ月頃に食欲減退、匂いに敏感になる、

吐き気を催すなどの症状があります。

つわりの時期、症状は人によって様々。

同じ人でも妊娠のたびに違うこともあり、

他の人と比べたり、前回と違うといって

心配する必要はありません。

つわりは人によって様々です



つわりは人によって様々です

ラクな気分で過ごしましょう
つわりの時期は気分がすぐれず、イライラしがち。でも、心の持ち方で
ずいぶん軽減できます。好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、手芸を楽しむ
など、上手に気分転換してのんびり過ごせるように工夫してみましょう。

食生活は気ままに
この頃はまだ、赤ちゃんも小さく
「しっかり栄養をとらなくちゃ」
と無理に食べることはありません。
つわりがおさまれば食欲は自然に
出てくるので、つわりの間は
“好きなときに好きなものを
好きなだけ"という気ままな気分で
食べてみるのもいいことでしょう。



1．冷たいもの、酸っぱいものが効果的
●加熱したものは冷ましてから食べる
●甘いものより酸っぱいものを食べる
●酢の物、サラダなどの酸味の効いたものを献立に加える。

2．ベッドサイドに手軽にとれる食べ物を
空腹時に気分が悪くなることが多いため、
気軽に食べられるクラッカーやフルーツなどを
ベッドサイドに置いておくのもいいでしょう。

3．便秘を予防して快適
●毎日規則的な排便習慣を心がける
●軽い仕事や運動をする
●繊維質の豊富な野菜をとる
●便秘が続くようなら医師に相談してみる

●つわりをラクにするには

つわりは人によって様々です



妊娠すると、からだにいろいろ変化が起こります

まず、生理が止まります。病気ではないけれど、いつもとはちょっと
違った感じ。変化があらわれてきます。
初期、中期、後期、それぞれの変化を理解しておくと安心ですね。
わからないこと、不安なことがあるとき、不快な症状がひどいときには
気軽に医師や助産師に相談してみましょう。

妊娠初期

●生理が止まる。
●ムカムカする。
●体が熱っぽく、汗をかきやすい。
●お乳がはり、乳首が色づいてくる。
●ときどき頭痛がしたり、イライラしやすい。
●ときどき立ちくらみがする。
●尿が近くなる。
●便秘になりやすい。



妊娠すると、からだにいろいろ変化が起こります

妊娠中期

●おなかが目立ち始める。
●赤ちゃんの動きがわかるようになる。
(個人差はありますが、妊娠16～20週頃)
●食欲が増してくる。
●お乳が出ることもある。
●妊娠線があらわれることもある。

妊娠後期

●おなかがますます大きくなる。
●胃がつかえる。
●あおむけに寝ると息苦しくなりやすい。
●痔になりやすい。
●尿が近くなる。
●お乳がでることもある。
●おりものが多くなりやすい。



つわりで気分がすぐれなかったり、からだがだるかったりつらい時期です。
こんなとき、超音波検査で赤ちゃんの元気なようすを見ると愛しさも増すこと
でしょう。流産しないようにちょっとした動作にも心くばりを。

超音波検査で正確な予定日を3ヶ月目
(8週～11週6日)

おなかの上から超音波を当てるだけで、モニターを通して胎児のからだや
動きがご覧になれます。この検査は胎児の順調な発育を確かめるとともに、
妊娠初期にありがちな流産や異常妊娠の早期発見に役立ちます。
また、胎児の大きさを測ることにより、正確な分娩予定日がわかります。
妊娠11～13週で検査を行いますので、この時期に検査をお受けください。
無料の録画サービスを行っており、ご家族様も一緒にご覧いただけます。

※この検査は被爆を伴うレントゲン検査と違って、人体に影響のない高周波の音波を使います。
副作用はもちろん痛みも全くありません。

※検査の際には膀胱に尿がたまっていないと見えませんので、直前に排尿しないでお待ち下さい。



超音波検査で正確な予定日を3ヶ月目
(8週～11週6日)

超音波スクリーニングについて
当院では専門の超音波技師による胎児スクリーニング検査を妊娠初期から
後期までの間に4回行っており、各時期の胎児や母体について可能な限り、
詳細な情報を得るように努めています。
またスクリーニングの際には、お腹の中の赤ちゃんの動きや表情を、
4D超音波で立体的・リアルタイムにご覧いただくサービスも行っています。
(ただし赤ちゃんの向きや羊水量などの条件によっては立体画像を
描出できない事もあります)



妊娠中はこんなことに気をつけましょう

症状

下腹痛
激痛、継続的な場合は
要注意。妊娠初期の下
腹痛には流産、子宮外
妊娠、卵巣腫大の疑い
もあるため、医師の指
示に従いましょう。

胃痛
つわりの時期には胃痛
がおこりやすいもの。
常用している薬があれ
ば、医師薬剤師にご相
談の上、飲んでみるの
もよいでしょう。

おりもの
妊娠中はおりものが多
くなりがちです。
外陰部を清潔に保つた
めに、入浴はまめに、
下着は清潔なものを。

むくみ
妊娠後半のむくみは危険信号。
塩分や過食に注意し、休養を
十分にとることが大切。
1週間に500g以上体重が増え
たり、尿量が減ってきたら要注
意です。

セキ
激しいセキは流産、早
産を誘発する危険性が
あるので、カゼを
ひかないように注意
することが大切です。



妊娠中はこんなことに気をつけましょう

症状

こむら返り
カルシウム不足が原因で起こる
症状。乳製品、貝、海藻、小魚
類など、カルシウムを多く含む
食品をとると共に適度な運動を
しましよう。砂糖のとりすぎに
も注意。

腰痛、恥骨痛、肋骨痛
妊娠後期になるとおなかを支えるために姿勢がかわる。
赤ちゃんが骨格を形成するためにカルシウムを吸収する。
骨盤を作っているいくつかの骨のつなぎめがお産の準備のためにゆるんでくる。
こんなことが原因で腰痛などが起こりやすくなります。
カルシウムを十分にとり、妊婦体操や運動で筋肉を強めておきましょう。

出血
妊娠初期の出血では流産や
子宮外妊娠、胞状奇胎、後
期の出血は早産や前置胎盤
早期剥離が考えられます。
いずれも放置しないことが
大切です。



妊娠中はこんなことに気をつけましょう

疾患

流産
妊娠初期ほど流産しや
すいので
気をつけ
ましょう。

カゼ
カゼをひかないように
休養をとる、人ごみを
避けるなどの心がけが
第一。
おかしいなと思ったら
早めに受診を。

膀胱炎・腎盂炎
尿意を感じたらすぐに
排尿しましょう。
この病気は再発しやす
いので、治療後も水を
たくさん摂るなど注意
が必要です。

便秘
つわりと合併したり、大きく
なった子宮の圧迫などで妊娠中
は便秘しがち。規則正しい食生
活と適当な運動を心がけ、毎日
排便する習慣をつけましょう。

静脈瘤
妊娠中期以降はふくらはぎ、太も
も、外陰部などに血液がたまって
静脈が浮き出ることがあります。
ときどき横になったり、足を高く
して休むようにしましょう。



妊娠中はこんなことに気をつけましょう

疾患

カンジダ膣炎・トリコモナス膣炎
分娩までに治っていない場合は赤
ちゃんに感染することもあります。
妊娠中にきちんと治療を。

貧血
赤ちゃんは鉄分を母体から吸収するので、妊娠中は貧血
気味になります。

その結果、赤ちゃんの発育の妨げになったり、出産時に
は出血しやすく産後の回復を遅らせる原因ともなります。
日頃から鉄分の多いものを。

悪阻
つわりは妊娠の生理現
象ですが、重症になり
母体の衰弱がはげしい
場合悪阻と呼び、
治療が必要です。



初期は特に流産が起こりやすいときです

妊娠初期はまだ、胎盤が未完成の状態で不安定な時期。

特に10週頃までは流産の危険性が高く、14週頃から少しずつ
安定してきます。

妊娠された方の10％～15％余りが流産するという
統計が出ていますが、これには様々な原因があります。



初期は特に流産が起こりやすいときです

子宮の異常
頚管無力症
子宮筋腫
双角子宮
過去の中絶

胎児の原因
子宮内死亡

受精・着床の異常
胞状奇胎
奇形

染色体異常

その他の原因
下腹部の圧迫や刺激

ストレス
有害な薬品
たばこ
放射線
旅行

母体の病気
ホルモン異常

梅毒
風疹
外傷



初期は特に流産が起こりやすいときです

●血性または茶色のおりもの、出血がある。

●下腹部が張って痛みがある。

●腰がだるく痛い。

こんな症状が妊娠初期にあらわれると流産の心配が
あります。
出血・痛みも少なく、程度の軽い方の多くは妊娠を
継続できますが、出血が増え凝血を伴うときは
止めようがないことも。

こんな症状は赤信号

変だなと感じたら無理をせず安静にして早めに診察を受けましょう。



初期は特に流産が起こりやすいときです

流産するといけないからあれもダメ、
これもダメと考えてしまいがちですが、
今までの生活をガラリと変える必要はありません。
ただ、過激な動作、旅行、過労などを避け、
自分にあった生活をしましょう。

以前に流産の経験のある人や
流産を繰り返している人はとくに注意する必要が
あります。妊娠をできるだけ早く知り、
予防対策をとっておくと効果的です。

対策方法は人によって様々ですから医師に
相談してみてください。
特に、子宮頸管無力症などの場合は
手術療法が効果的です。

心がけたいこと



そろそろ、つわりがおさまってくる頃。気分もよくなり食欲も出てきます。
体重も増えやすくなるため、栄養のバランスを考えながら食事をとりましょう。

体重の変化に注目しましょう4ヶ月目
(12週～15週6日)

妊娠中の体重増加は多くても1週間に500g位までが限度です。
急に増えた場合はむくみなどの異常があることも考えられます。
急激に体重が増えた方は、一度ご相談ください。
栄養チェックをお受けいただいた上、軌道修正が必要です。
安産へのパスポートに毎週の体重を記入して変化に気をつけましょう。



体重の変化に注目しましょう4ヶ月目
(12週～15週6日)

1. 妊娠4ヶ月(12週)から「安産へのパスポート」を記録しましょう。
2. 自宅の体重計で一日一回は計り(条件を同じにします)、

週一回の測定値を記録していきます。
3. 赤ラインの範囲内での体重増加に努めましょう。

オーバーしてもどんどん離れていかないように頑張ってください。
それでも太ってしまう方はご相談ください。

4. 毎回診察の都度、「安産のパスポート」を医師、看護師にお見せください。
5. 記入の仕方がわからない時には看護師にお尋ねください。
6. 下記は身長160cm、体重50kg、BMI20の方の例です。

160cm、50kgの方の例



マタニティライフ①

●妊娠は病気ではありませんから、普段の生活をガラッと
変えることはありません。リラックスして自分に合った
規則正しい生活を。

●職業をもっている方は早めに上司と相談して、これからの勤務で
身体に負担がかかり過ぎることのないようにしましょう。

●妊娠中の下着はからだをしめつけず、保温性のあるもの、
いつも清潔なものを身につけましょう。

●旅行、長距離ドライブは計画しないようにしましょう。



 自転車やバイクはころぶと大変です。近いところなら、
なるべく歩いて行く習慣をつけましょう。

 薬は赤ちゃんに影響する恐れがあります。
勝手に自分で判断せず、医師の指示に従って服用しましょう。

 夫婦生活は赤ちゃんへの影響を考えて慎重に。
腹部を圧迫しないよう、体位を工夫しましょう。

マタニティライフ①



妊娠中の女性が感染症に罹るとお腹の赤ちゃんに何らかの影響
(流早産や先天疾患、発育遅延など)が出る事があります。
中でも深刻な影響を及ぼす可能性があるものとして

Toxoplasma(トキソプラズマ)

Others(梅毒等)

Rubella(風疹)

Cytomegalo(サイトメガロ)

Herpes(ヘルペス)

これらの頭文字をとって
“TORCH(トーチ)症候群”と呼ばれています。

妊娠中に注意したい感染症について



●トキソプラズマ感染
トキソプラズマは原虫(寄生虫)感染で、動物(主にネコ)との接触、生肉、
ガーデニングなどの土いじりなどで感染します。
通常は感染しても症状はなく全く問題がありまんが、
妊娠中に初めて感染するとお腹の赤ちゃんに感染し、流早産や胎児水頭症などの
原因となる事があります。

●梅毒
母子保健法で妊娠中に検査を行う事を定められた感染症です。
妊娠中の感染でお腹の赤ちゃんに感染する事がありますが、早期発見の場合は
投薬治療が有効です。

妊娠中に注意したい感染症について

動物との接触 生肉 土いじり



●風疹
風疹は唾液などの飛沫で感染する病気です。妊娠中(特に妊娠初期)の感染で
お腹の赤ちゃんに先天性の異常を及ぼす事があります。
ほとんどの人は予防接種を受けているため免疫がありますが、
最近では免疫のない人が増え、風疹が流行しています。
感染したことがなく予防接種を受けていない人は、妊娠前の予防接種および
ご主人(パートナー)の予防接種もおすすめしています。

妊娠中に注意したい感染症について

飛沫感染

予防接種



●サイトメガロウイルス
以前に比べ最近では、妊娠中に初めて感染するケースがしばしば見られるよう
になったと言われています。
上のお子さんから感染する事が多く、唾液や尿が原因になる事が多いようです。
ですから上のお子さんのおむつ交換時などの後には十分な手洗いやうがい、
消毒を徹底する事が肝要です。

妊娠中に注意したい感染症について

尿・便 唾液

●ヘルペス
お腹の赤ちゃんに感染が及ぶ事はまれですが、出産時に産道で
感染してしまう事があります。
ですから出産直前に症状が出れば、帝王切開の適応となります。



いずれの感染症も妊娠中に感染しないように注意が必要になります。
具体的には

 うがいの励行と手洗いの徹底(特に動物との接触後やおむつ交換の後など)

 ペットのトイレを掃除、土いじりをする時には手袋をつける

 生肉は食べないようにする

 人混みへの外出は控えるようにする

 マスクの着用を心がける

などの心がけが大切です。

妊娠中に注意したい感染症について



また、サイトメガロウイルスやヘルペスは1度感染すると再発する事もあり、
その時、まれに赤ちゃんへ感染する事もあります。
ストレスや疲労、睡眠不足、風邪などで体調が悪い時などに
再発しやすいので、体調管理にも十分注意しましょう。
これらの感染症は血液検査等で感染の既往や
可能性を推測する事もできますが、結果の解釈が困難な場合もあります。
気になる方は担当医によくご相談ください。

妊娠中に注意したい感染症について



薬に関すること

薬の服用については自分の判断で
服用したり中止したりせずに必ず主治医に相談しましょう!

●サプリメントや漢方薬なども影響があるものもあります。

●湿布剤や塗り薬にも使用しないほうがよい成分を含む薬剤が
あります。

●他科へ受診の際は、妊娠していることを必ず医師に告げま
しょう。



薬に関すること ～妊娠と薬～

妊娠と薬について

何事もなく妊娠期間をすごされた方でも先天的な異常は、
3％(100人に3人くらい)の割合であると言われています。

お薬が原因の奇形は全ての奇形(100人に3人)の約1%と
推測されています。つまり10000人に2人(0.02%)になります。

非常に少ないのですが、人での安全性を

確かめる事ができないため、安全であると言い切れないのです。



妊娠月数
1ヶ月

（0週0日～3週6日）
最終月経の開始日を0周0日とする

妊娠週数 0 1 2 3

影響度 （受精）無影響期

児の発育 細胞の増殖

基本的に薬の影響はないといわれています。

薬に関すること ～妊娠時の薬の影響～

妊娠初期時の薬の影響



初期

妊娠月数
2ヶ月

（4週0日～7週6日）
3ヶ月

（8週0日～11週6日）
4ヶ月

(12週0日～15週6日)

妊娠週数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

影響度 絶対過敏期 相対過敏期

児の発育
器官の形成 中枢神経、心臓、消化器、四肢など重要臓器が発生・

分化し基本的な形が完成します

薬の服用は慎重に！
赤ちゃんの基本的な形が作られる妊娠初期は奇形という意味で、もっとも注意が必要な
時期です。

この時期に多い質問
Q:妊娠に気づかないで市販の薬を飲んだのですが、大丈夫？
A:妊娠に気づかないまま市販のカゼ薬や鎮痛剤を飲んでしまうケースが
とても多い時期です。妊娠の可能性があるときは薬の服用は慎重で
あるべきですが、飲んでしまった場合でも市販薬の通常の服用で問題に
なるような事は少ないのですが心配な場合は薬剤師にご相談ください。

薬に関すること ～妊娠時の薬の影響～

妊娠初期時の薬の影響



中期 後期

妊娠月数 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月

妊娠週数

影響度 胎児毒性期

児の発育 体の成長、機能的発達

■奇形の心配はほぼありませんがなるべく、安全な薬(新薬ではなく、
これまで妊婦も使用した実績のある薬)が処方されます。

■妊娠後期の解熱・鎮痛剤は注意が必要です。

■胎児毒性(ほとんどの薬は胎盤を通過して胎児にも影響を与えますが、
胎児の成長に大きく影響する場合を胎児毒性といいます。)は
妊娠初期よりも後期から分娩に近いほど影響がでやすい薬もあります。

妊娠中期・後期時の薬の影響

薬に関すること ～妊娠時の薬の影響～



母乳には多くのメリットがありますが、お母さんがお薬を使用している場合は、
母乳を赤ちゃんにあげて良いのか?赤ちゃんへの影響が気になります。

お母さんがお薬を使用すると、
ほとんどの種類のお薬は母乳中に移行するといわれています。
でも、ほとんどのお薬は、
「母乳中に移行はするが、その量は非常に少ない」ことが知られています。

ですから、お薬を飲んでいるお母さんが、必ずしも母乳をあげることを
諦めなくてはいけないわけではないですし、また母乳をあげるために必ずしも
お薬をやめる必要があるわけではありません。

個々のお薬についての十分な情報をもとに、
医師や薬剤師と相談しながら決めていくことが大切です。

授乳と薬について

薬に関すること



Q. 服用した医薬品は何でも母乳に移行するの?

A. ほとんどの薬剤は、母乳に移行することが知られていますが、

その量は母親の投与量の1%未満とされています。
従って、母乳をとおして赤ちゃんに害がでる可能性は低いと考えられます。

授乳と薬についてのQ&A

Q. お薬を飲んだあとは何時間くらいすれば授乳してもよいのでしょうか?

A. 時間を空けられるのであればより長いほうが薬の影響は少なくなります。

しかし、そういうわけにはいきませんので、お母さんの体内で
お薬の血中濃度の高くなる時を避けるため、

《授乳の直後にお薬を飲む》
《赤ちゃんの最も長い睡眠の前にお薬を飲む》
《人工乳や離乳食と併用の場合はお薬を飲んだ後はそちらを利用する》

などの方法があります。

薬に関すること



薬に関すること

Q. 授乳中の場合は?

A. お母様の病気の治療にお薬が必要な場合もあります。
医師は授乳していることがわかれば、できるだけ安全な薬を選んで
処方しますので、ほとんどの場合授乳を続けられますが、
生後まもない時期や、お薬の種類によっては授乳を中止するよう
指導される場合があります。
医師には授乳中であることを必ず伝えて相談しましょう。
薬の害を心配しすぎて自分だけの判断で母乳を中断しないようにしましょう。
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