
2.妊娠中期

流産の心配は初期ほどなく、

つわりもおさまって心身ともに安定する

妊娠中期。

この時期、赤ちゃんはお母さんから栄養を

もらってすくすく育っていきます。

さあ、栄養バランスを考えて規則正しい

食生活を心がけ、体力をつけておきましょう。



病院での診察は何かと緊張してしまうもの。

特に妊娠は初めて経験することがたくさんあり、

戸惑う人も少なくないようです。

そこで始まったのが、助産師外来。

待ち時間もない上、

何でも気軽に相談できるとあって、大変好評です。

妊婦健診の際に一度、尋ねてみてください。

助産師外来のご案内



出産の際、お手伝いさせて頂くのは

勿論ですが、妊娠から産後を通じて

トータルサポートする、あなたの身

近な相談相手と思ってください。

助産師の役割

助産師外来のご案内



●完全予約制なので待ち時間がありません。

●妊婦健診は一人の助産師が担当します。

●内診は必要に応じて行います。

●ご家族の同伴も可能です。

●可愛い赤ちゃんをご家族も一緒に超音波で見ていただけます。

●赤ちゃんの写真をお渡しできるチャンスもあります。

助産師外来のこんないいこと

※ぜひ一度ご体験ください。詳しくは、外来看護師まで。

助産師外来のご案内



⚫ 超音波検査の日は医師の健診となります。

また、少しでも異常のある場合は医師の健診を

受けていただく場合があります。

⚫ 早産傾向のある方。

⚫ 双子の方。

⚫ その他異常が認められた時。

⚫ 助産師外来と同時に医師の健診も

ご希望される方はお申し出ください。

こんな時には医師の診察を

助産師外来のご案内



午前9:00～12:00(月～土)

午後2:00～ 4:00(月～土)

※予約には医師の許可が必要です。
※受付時間は変更になることがあります。

受付時間

予約方法

1. 予約は15週から39週6日まで可能です。

2. 健診の際、予診室で「次回は助産師外来希望」とお話しください。

3. 健診で異常がないことを確認し、医師が許可します。

4. 健診終了後、処置室で予約いたします。

助産師外来のご案内



1. 来院されましたら受付を済ませ、採血のある方は先にしてください。

2. 予約時間までに採尿・血圧・体重測定を済ませてお待ちください。

※来院できない時は、電話でご連絡ください。(TEL.06-6722-4771)

※予約時間を10分以上過ぎた場合は通常の医師の診察をお受け頂く事になります。

※内診は必要時行いますが、それ以外にご希望の方はお申し出ください。

※お部屋(助産師外来)での飲食、喫煙はご遠慮ください。

助産師外来のご案内

初めての方は



妊娠線予防のお手入れ、腰痛・恥骨痛などのケアについて

5ヶ月目には赤ちゃんの身長は約20cm、体重は約200gぐらいになり、
今まで目立たなかったお腹も急に大きくなります。
この頃につけ始めるのが腹帯。

通常、腹帯は木綿の長い帯状のものを言いますが、最近では着脱しやすい
腹巻式のものや、妊娠用ガードル・コルセットなどもあり、
自分に合った使いやすいものを選ぶようにしましょう。
直接肌に触れるものなのでこまめに洗濯していつも清潔に。

5ヶ月目になると、お腹の中で赤ちゃんがピクピク動くのがわかります。
これが胎動といわれるもので、人によっては6ヶ月目に入ってからということも
あります。



妊娠線予防のお手入れ
お腹の急激な変化のために皮膚の伸展がついていけず、
妊娠線が現れることがあります。

個人差はありますが、気になる方は、大きくなり始める前に刺激の少ない
クリ一ムなどでマッサージすると軽減できます。

妊娠線予防のお手入れ、腰痛・恥骨痛などのケアについて



腰痛・恥骨痛・足の付け根の痛みなどのマイナートラブルがある方が
トコちゃんベルトを使用することで楽になる方も多いです。
トコちゃんベルトはⅠ型とⅡ型の2種類あります。
トコちゃんベルトを購入希望の方は相談コーナーなどで
どちらが体に合っているか調べます。
一度試着し、そのうえでテンマンスにて購入してください。

※骨盤輪支持、指導（トコちゃんベルトのサイズ合わせなど）は有料です。
詳細は、スタッフにお尋ねください。

腰痛・恥骨痛などの骨盤周りの痛みがある方に
トコちゃんベルトをおすすめします。(産後にも使用できます)

妊娠線予防のお手入れ、腰痛・恥骨痛などのケアについて



• 決してきつく締めすぎないよう注意してください。

心地いいくらいのしまり具合が丁度いいです。

• 下着の下に腹巻を使用してベルトを装着してください。

トイレのたびにはずさないようお願いします。腹巻は汗を吸うような

素材のものなら、市販のものでかまいません。

• 妊娠中・産後2ヶ月以内の方は、座布団などでお尻を持ちあげ、

装着してください。

• 立ったままベルトは外さないでください。座った状態か、
寝た状態で外してください。

• 産後の骨盤調整にも使用できます。

妊娠線予防のお手入れ、腰痛・恥骨痛などのケアについて

装着時の注意



腹帯のつけかた

腹帯は必ずしも着けないといけないものではありませんが、
気持ちがいいと感じる方も多いようです。

1．あらかじめ自宅で1枚に広げ2つに

折ってクルクル巻いておいてください。

2．２つ折りにした腹帯のわの方を下にして

巻きます。

３．おなかの丸みに合わせて折り返しながら

下から上に巻いていきます。
4．片手が入る程度の余裕をもたせましょう。

※巻き方がよくわからない場合は、
相談コーナーにお申し出ください。

わ



着帯の目的

●腹部を冷やさないように保温する。

●外部の刺激から保護する。

●子宮と胎児を正常な位置で保つ。

●重くなった子宮をささえて、バランスをよくし、母体への負担を和らげる。

着帯と戌の日

犬は産道が屈曲していないのでお産がとても楽なのです。
それで、人間も犬にあやかって安産であるようにと戌の日に
着帯するのだといわれています。
でも、戌の日にこだわる必要はありません。

腹帯のつけかた

●着帯指導は有料です。



母乳を飲ませるお母さんと飲む赤ちゃんの共同作業がうまくいけば
母乳育児は成功します。

産後、「赤ちゃんを産んだらすぐに母乳が出るものと思っていました」と
いう声を聞きますが、本格的に母乳が出始めるのは2～3日経ってからが
多いのです。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

「赤ちゃんは自然に母乳を上手に飲むものと
思っていました」という方も多いのですが、
生まれてすぐのまもない赤ちゃんは、
タイミング良くおロに含ませないと
うまく飲めないのです。

妊娠中から必要な手入れをして、授乳のポイントや
赤ちゃんのお世話の仕方を学び、産後の母乳育児が
スムーズに始められるようにしましよう。

母乳育児をうまくすすめるには！



母乳には、蛋白質の中のアミノ酸がミルクより多く含まれています。
脂質では脳の発育に大切な高級不飽和脂肪酸がたくさん含まれています。
そして赤ちゃんの成長に合わせて調整された母乳が出てくるとも
いわれていますし、赤ちゃんが未熟児だった場合、そのお母さんには
より多くの栄養素を含んだ消化しやすい母乳が出て来るといわれ、
未熟児にかかりやすい壊死性腸炎を予防します。

赤ちゃんにとって充分な栄養が含まれています

「分泌型免疫グロブリンA」という抗体は、感染の原因となるものの働きを
抑える働きがあります。また、「ラクトフェリン」は病原体の働きを抑え
炎症を治めると言われています。特に最初の頃に出る“初乳"には、
多量に感染から守る物質が含まれています。

※初乳:最初に出る黄色や透明のトロリとしたお乳のことです。
免疫だけでなく胎便(子宮の中で飲んでいた羊水が、
水分を失って変化したもの)の排泄を促す役割もあります。

母乳は赤ちゃんへの予防接種の役目もあります

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



愛情がたっぷりです。
お母さんの温かい胸の中で、赤ちゃんは
おっぱいを吸い、おなかにいた頃から馴染んでいた
声と匂いに安心します。
お母さんも無心におっぱいを吸い、
時に天使の微笑みを見せるわが子に強い愛着を
感じることでしょう。母と子、そのどちらもが
満足できるのが母乳育児の最もすばらしい
利点といえるでしょう。

アレルギーを防ぎます
ミルクは牛のお乳から出来ていますので、
人間にはない蛋白質(異種蛋白)が含まれていて
アレルギーの原因になることがあります。
母乳だと安心です。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



お母さんの産後の回復をよくします
赤ちゃんにおっぱいを吸われると、子宮を収縮させる
ホルモン(オキシトシン)が出て、子宮の戻りを
よくします。
オキシトシンには母子の愛着を高める作用もあります。

母乳は経済的、しかもダイエットできる？
おっぱいを1ml出すことによって0.65kcalの
エネルギーが消費されるといわれています。
つまり、おっぱいを100ml出すことによって、
お茶碗半分弱のご飯を消費したことになります。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



おうちではブラジャーなしで過ごすのが理想的です。
おっぱいがゆらゆらと揺れるのが自然のマッサージになります。

また、ワイヤー入りのブラジャーなどで圧迫しないようにしましょう。

妊娠中は締めつけない下着を

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



① 入浴前に行います。

② オリーブ油(ベビーオイルでもよい)を浸した
コットンを乳頭に当て、ラップをします。
衣服にオイルが付着しないように
気をつけましょう。

③ 10分経ったら入浴し、取り除いたあと、
石鹸で十分に洗います。

④ 週に1～2回するとよいでしょう。

⑤ やり方が分からない方は、外来スタッフに
ご相談ください。

オリーブ油湿布(妊娠37週から始めます)

乳頭に白っぽい“垢(あか)"のようなものがついているときに行います。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



赤ちゃんを抱っこする時は必ず頭とお尻を支えます。
両脇に手を入れて抱き上げたりしないでください。
また揺さぶるのも良くありません。

赤ちゃんの抱っこのしかた

赤ちゃんをお母さんの元にお連れします。
赤ちゃんはお母さんのおっぱいの吸い方を覚えます。
あるいはなめて味わいます。
そしてまたお母さんの声と匂いを覚えるのです。

初めての授乳は?

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



退院後の生活に向けて、入院中から少しずつ練習を始めて
行かれると良いでしょう。

赤ちゃんが泣くタイミングで授乳した方が自然です。

お母さんにとっても乳汁分泌の促進につながります。

お母さんの体調に合わせて少しずつ
赤ちゃんと過ごす時間を増やしていくことも出来ますし、
授乳に不安のある方は授乳室で指導を受けることも出来ます。

母児同室をおすすめします

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



頻回授乳とは1回の授乳時間を長くするという
刺激とは違います。
1日に10～12回くらい授乳することをいいます。
赤ちゃんがおっぱいを吸う刺激によって、
母乳の分泌がよくなることが知られています。
お母さんの脳からは①お乳を作るホルモンや
②お乳を押し出すホルモンが分泌されます。

頻回授乳が母乳分泌をアップします

夜間の授乳を休まないほうがよいのです

母乳のホルモンは、昼間よりも夜間の方が
多く分泌されます。
生まれて間もない赤ちゃんは、
おっぱいを少し飲んで、ちょっと寝て、また起きて…
ということを繰り返しています。同室をしていると
赤ちゃんの要求に合わせた授乳ができますね。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



横抱き・立て抱き・脇抱きがあります。

横抱きは基本的な
姿勢です。

立て抱きは首を
しっかり支えます。

脇抱きでも
飲ませましょう。

授乳の姿勢

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



⚫ 赤ちゃんのほほとお母さんの胸を合わせるように
密着させます。

⚫ 赤ちゃんの上唇から下唇にかけて、
乳首でなでるように触れて、大きく口を開けるのを
根気よく待ちます。

⚫ 大きく口を開けて、舌が歯ぐきより前に出てきたら、
すばやく乳首をふくませます。

●乳首の茶色の部分が見えなくなるくらい深いか、
赤ちゃんの下あごとおっぱいがくっつくように
なっているか確認します。浅い時はやり直しをします。

●乳首をはずすときは無理やりせずに、
赤ちゃんのおロの端をそっと押してみましょう。

吸わせ方のこつ

口は大きく開く

おちょぼ口

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



① おむつのテープは、はずした
らすぐに2つ折りにします。

② 汚れたおむつの下に、新しいお
むつを入れます。

③ 親指、人さし指、中指で足首
を持ち上げます。

④ 男の子はおちんちんの裏側や
しわの中もきれいに拭きます。
女の子は前から後ろへと拭き
ます。われ目の中も汚れてい
たらきれいに拭きます。こび
りついているときは、お尻拭
きを十分ぬらしましょう。

おむつ交換のしかた

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

尿をする
とこの線
の色が変
ります



⑤ 後ろまで拭きにくいときは、
体を横にするとよいでしょう。

⑥汚れたオムツを取る。

⑦ テープで止めます。指が2本
入れば、OK。ゆるすぎない
ようにしましょう。

⑧ 男の子は、必ずおちんちん
の先を下に向けてからおむ
つをあてましょう。

⑨ 両方の横もれ防止ギャザー
が外側に出ていることを確
かめます。

おむつ交換のしかた

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



⚫ お母様以外の方はお連れできません。(腕輪＆名札を確認します)
2階のベビー室前のインターホンを押してください。

⚫ お母様のお部屋に入れるのは、どなたでもO.K.です。
（但し、風邪等感染症の疑いのある方や一度に大勢の方の面会は
お控えください。）

⚫ 他の方は、2階・3階のロビーでご面会ください。
(1階での面会はセキュリティ上許可できません)

⚫ 落下防止のため、ロビーでの抱っこは禁止です。
お母さん自身もしてはいけませんのでご了承ください。

⚫ 面会中も赤ちゃんから目を離さないように
お願いいたします。

赤ちゃんをお部屋にお連れ頂くときは

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



⚫ 毎朝9時～11時30分頃は、診察・沐浴・検査などがありますので、
ベビー室でお預かりします。

⚫ 指導、トイレ、シャワー、食事などでお部屋を離れる時は、
ベビ一室にお預けください。

赤ちゃんをお預かりします

⚫ 赤ちゃんのベッドと一緒に入れるトイレ
(3階と4階にございます)をご利用頂けます。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



⚫ 面会の方が入室の際や赤ちゃんを抱っこされる時は
必ず手洗いをしてもらってください。

⚫ 風邪等感染症の疑いのある方の面会や、
一度に大勢の方の面会はお控えください。

⚫ 小さなお子様連れの面会も短時間でお願い致します。

⚫ 赤ちゃんは想像以上に動きます。ソファーや
お母様のベッドからの落下事故にご注意ください。

感染防止・事故防止にご協力ください

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



⚫ 入院されましたら、病室に設置している入院案内(避難経路の案内)は、
必ず目を通して確認しておきましょう。

⚫ 万一火災や、地震等の災害が発生した場合には、全館に非常の
アナウンス放送が流れます。

⚫ お母様の誘導はスタッフが行いますので、案内に従って避難してください。
なお、母児同室中のお母様は、赤ちゃんをバスタオルにしっかりと包んで
抱っこしてください。スタッフの誘導に従って落ち着いて避難してください。

⚫ ベビー室でお預かりしている赤ちゃんは、スタッフが
一番良い避難経路から安全な場所に避難させて
頂きますのでご安心ください。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

赤ちゃんを災害から守るために



⚫ 汚れたら交換してあげましょう。汚れた衣類やシーツは、
各部屋の白いカゴに入れてください。

⚫ 洗濯ネットには、退院の日に来て帰るお洋服を入れて頂いています。

⚫ 部屋に設置しているバケットの中には、お着替え2枚、おむつ、
ピンクと白のシーツ、布団が入っています。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

赤ちゃんのベッドにあるもの

赤ちゃんのベッドの下には、おむつ、おしり拭き、体温計、洗濯ネットが
入っています。

おしり拭きはな
くなったら自販
機でお買い求め
ください



●赤ちゃんの呼吸が正常かどうか見張ってくれるモニターです。

●赤ちゃんが寝ているときにアラームが鳴ったらすぐ顔色をみて、
悪い場合は泣かせてください。すぐにナースコールを押してください。

●誤作動と思われる場合は交換しますので、ご連絡ください。

●抱っこや授乳などで赤ちゃんがベッドから離れるときはスイッチを切ること、
ベッドに戻ったらスイッチを入れることを忘れないようにしましよう。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

呼吸モニターがついてます



13時と20時は検温の時間です。
体温計を赤ちゃんの脇の下にはさんで、上から手を
添えてずれないようにして測りましょう。
そして「授乳記録表」の「体温」の欄に記録します。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

赤ちゃんの検温について

⚫ 赤ちゃんの平熱は36.5～37.5℃です。
*36.5℃以下なら、タオルや肌着を一枚増やしましょう。
*37.5℃以上なら、タオルをとって涼しくしま。

⚫ いずれの場合も、30分後にはもう一度測り直して、また記録しましょう。
注：おかしいと思ったら測ってみましょう。体温調節がうまくいかない場合は、
一旦赤ちゃんをお預かりして様子を見ることもありますので、ご連絡ください。



⚫ まずおむつをみてあげましょう。
(おむつは、専用のふた付きゴミ箱〈洗面所付近〉にお入れください)

⚫ 抱っこしてあやしてあげましょう。抱かれると安心して眠ることもあります。

⚫ 母乳だけを吸わせるのは時間にこだわらず何回してもOKです。

⚫ ミルクをひんぱんに飲ませると、余計に不機嫌になることがありますので、
3時間を目安にあげるといいでしょう。

⚫ 授乳間隔が4時間以上空かないようにしましよう。

⚫ 母乳だけでミルクを足さない場合は、
2時間以内で吸わせるようにしてください。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

同室で赤ちゃんが泣いたときは



① おむつを見ます。汚れていたら交換します。

② おむつ交換をしたときは手洗いをします。

③ 呼吸モニターの電源をOFFにして、母乳を飲ませます。目安としては、
5分以内で1～2クールするといいでしょう。

④ おっぱいをしっかり吸えるようになるまでは搾乳をして乳頭を
刺激しておきましょう。

⑤ 母乳の分泌量が安定してくるまではミルクを足してもよいでしょう。

⑥ げっぷをします。出ないときは5分くらい
立て抱きをしましよう。

⑦ 授乳が終わったらもう一度おむつをみて、
汚れていたら交換します。

⑧ 授乳記録表に記録します。

⑨ 呼吸モニターの電源をONにします。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

授乳の手順



1回目安量 10～20ml

時間 直母 搾乳 ミルク 尿 便

0時 ✓ 10 ー

1時

2時 ✓

②ミルクを飲ませた
時は量を記入します。

④尿と便の回数は正
の字で記入します。
１回なら一で２回な
らＴです。

①搾乳を飲ませた時
は、量を記入します。

③直接母乳を飲ませ
た時は✓します。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

授乳表の記録のしかた



生まれたときの体重が一旦減ることを生理的体重減少といいます。

赤ちゃんが飲む量よりも・便や尿で出す量の方が多いためにおこります。

1～2週間で復帰します。

自然な現象ですから心配ないことを知っておきましょう。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

生理的体重減少がみられます



お母さん 赤ちゃん

当日 産後2時間で歩行開始です 24時間以内にK₂シロップを飲みます

1日目 シャワー浴ができます 体重測定を毎日します

2日目 血液検査があります

3日目
尿検査があります
退院前診察があります
シャンプーエステが受けられます

聴力検査をします

4日目 経産婦さんは退院です
K₂シロップを飲みます
先天性代謝異常等の検査をします
退院の日も朝に沐浴します

5日目 初産婦さんは退院です

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

出産後から退院までのスケジュール



赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

産後の1日のタイムテーブル

7：30 朝食

9：15
お母さんの回診です

赤ちゃんの診察や検査のために新生児室でお預かりします

10：45 退院指導（火・木・金・日）10：45～

12：00 昼食

13：00 面会時間（～20：30まで）

18：00 夕食（ディナーは18：00の時間厳守です）

22：00 消灯



赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

出産当日
⚫ 出産直後の早期接触をします。
⚫ お母さんのおっぱいを飲みます。(帝王切開の方は翌日です)
⚫ 早ければ2時間後から母児同室を始められます。

1～2日目
⚫ まだおっぱいは少量ですが、心配ありません。
⚫ 焦らずに待ちましょう。

3～4日目

⚫ おっぱいが張ってきます。
⚫ おっぱいが張って痛い場合(うっ積といいます)はアイスノンで冷や

す事がありますが心配ありません。
⚫ 4日目に退院の方は、退院してからの授乳についての説明を個別に

行います。

入院中のおっぱいスケジュール



(1)「おっぱいが張っていたい!」
考えられるのは次の3つの状態です。

①うっ積

早い方はお産後2～3日から起こります。
これは、母乳を作るためにおっぱいの中に
血液が一気に流れ込んで循環がうまくいかない
状態です。張って硬くなっている部分に
溜まっているのは、ほとんどが血液ですので、
母乳の分泌はまだそれほど多くはみられません。
38℃くらいの発熱がみられる場合もありますが、
この状態は大体2日くらいで治まり、
その後母乳の分泌はよくなってきます。

おっぱい
SOS！

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

おっぱい SOS！



1. 血液の循環をよくするために頻回に飲ませます。

2. 熱や痛みを伴う場合は、（母乳を飲ませた後に）その部分をアイスノンや
冷たいタオルで冷やしてください。（冷やしても母乳は止まりません。 ）

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

うっ積のときは・・・



②うつ乳

母乳の分泌のよい方にみられます。
赤ちゃんが飲みきれず乳房内に溜まっている状態をいいます。

溜まっている母乳を搾れば楽になりますが、赤ちゃんがたっぷり
母乳を飲んでいる場合は、搾りすぎると、また、たくさんの母乳が
作られることになり、お母さんの体のほうが疲れてしまいます。

赤ちゃんがおっぱいを飲んだ後も張ってつらいようであれば、
軽く冷やしてみましょう。ただし、一部分だけしこりになって痛い場合や、
赤くなったり、38℃以上の発熱が続く場合は、乳腺炎の可能性もありますので、
その部分を冷やしながら、診察をお受けください。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



③乳腺炎

母乳を作る組織に炎症を起こした状態です。
乳頭の傷やうつ乳の状態から細菌感染を起こすことが主な原因です。

乳腺炎になると、炎症を起こした部分が硬く、赤くなり、ズキンズキンと
痛むこともあります。また、母乳の出が悪くなり、寒気がしたり、高熱がでます。

乳腺炎が疑われるときは、応急処置として痛む部分を冷やし、
出来るだけ早く診察をお受けください。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



(2)搾乳のしかたがわからない
搾乳しようとするおっぱいと同じ側の手で搾るとよいでしょう。
親指と人さし指を乳輪にあてて、指の腹を合わせるようにして圧迫します。
乳頭だけを圧迫するのではなく、乳輪と肌との境界線あたりを圧迫するのが
ポイントです。
しごいたりすると皮膚が傷つきますので、気をつけましょう。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



(3)赤ちゃんに吸われると乳頭が痛い
乳頭の状態をよく観察してみましょう。
赤くなったり、みずぶくれや傷が出来ていませんか?
乳頭が痛む場合は基本的には授乳時間を短くするか、赤ちゃんに吸わせることを
一時的に中止して、乳頭を休ませ哺乳瓶に母乳を搾って飲ませます。

どうしても吸わせたい場合は、授乳を続けてもかまいませんが、
傷がひどくなると乳腺炎になってしまうこともあります。いずれにしても、
診察をお受けいただければお薬を処方しますので、お薬を塗りながら
無理のない程度に授乳を続けましょう。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



卒乳と断乳はどう違うの？と思われるかもしれませんが、断乳というのは無理
矢理おっぱいを止める方法で、卒乳というのは自分から母乳を欲しがらなくな
る時期まで待つということです。
子供の自立のために、一人歩きが始まるころ(10ヶ月～1歳半くらいまで)で授
乳はやめるほうがよいといわれてきました。
確かに離乳食も進んできますと必要ないように思われるかもしれません。
しかし、お母さんに甘えさせてもらえる心のよりどころとしてのおっぱいを無
理に止めなくても、ちゃんと自立した子供に育つことがわかってきています。
働くお母さんが増えてきて、仕事の為に断乳を考えがちですが、子どもにとっ
ては大好きなお母さんと別れて新しい環境で心細い思いをしているのだと考え
れば、スキンシップのひとつとして「夜はおっぱいを飲ませています」でもよ
いでしょう。また、お母さんが母乳育児を楽しみたいのであれば2・3歳に卒乳
でもよいでしょう。
いずれにしてもお母さんと赤ちゃんが無理なく
自然にやめることができれば
一番よいのです。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

断乳よりも卒乳を



① 卒乳する1ヶ月前から赤ちゃんに話しかけて心の準備をしてもらいます。
小さくても赤ちゃんは状況をわかることができます。

② おっぱいを飲ませたあとに、満足したところで話を始めるのがよいでしょう。

③ お母さんがやめることばかりに意識を集中していると逆に赤ちゃんは おっ
ぱいにしがみついてきます。「今日はここまで」の気持ちで。

④ 「だめ、いけない、赤ちゃんネ！」など禁止や否定的な言葉を使わないよう
にしましょう。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

卒乳のこつ



⑤ うまくいかないときは、「この子にはまだおっぱいが必要なのだ」と

理解してあげることも大切です。

⑥ おっぱいが張ってつらくなったら、1回50cc以内で搾ります。搾りすぎると
またおっぱいが多く作られるので気をつけましょう。
冷やすと痛みが楽になることもあります。

⑦ いつまでもおっぱいが張ってつらい時はご相談ください。

赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう



血液型不適合6ヶ月目
(満20週～23週6日)

かなりおなかが目立ってきて、5ヶ月で胎動を感じなかった人も
ハッキリわかるようになる頃です。
赤ちゃんはもう、髪の毛や眉毛、まつ毛がはえ始め、手足の動きは
ますます活発になります。

血液型の分類で一般的なものはABO式です。
ABO型の不適合の赤ちゃんのうち、
重症黄疸になる頻度はごくわずか。
いたずらに心配する必要はありません。
またABO式以外にRh式の分類がありますが、
Rh式血液型不適合の場合[母Rh(一)、児Rh(+)]、
第1子には重症黄疸は起こりません。
しかし、はじめてのお産のときに予防をしておかないと、
第2子から重症黄疸になることがあります。
それを防ぐために妊娠中28週頃と、
お産の後の2回にわたって抗Rh抗体を作らないための
注射をします。



血液型不適合6ヶ月目
(満20週～23週6日)

緊急時など一刻を争う際に電話がつながらず、困ることがございます。
そのため、病院の電話番号を携帯電話やご自宅電話にご登録いただくよう
お願いしております。
なにとぞ、ご理解の上、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

●登録をお願いしたい電話番号: 06-6722-4771
●登録をお願いしたい方々: A 患者様ご本人

B ご主人、パートナー
C 連絡先になっている方(ご家族・ご親族等)
D 保証人になっている方

ご不明な点は、ご遠慮なく受付までお申し付けください

病院電話番号登録のお願い



出産用品の準備をはじめましょう7ヶ月目
(満24週～27週6日)

お腹が大きくなると運動不足になりがち。
適度な運動を心がけましょう。
また、異常を早期発見し、健康な赤ちゃんを
出産するために、定期健診が2週間に1回にな
ります。

出産用品は赤ちゃんのものと
お母さんのものが必要です。
お腹が大きくなってからでは大変なので、
今から9ヶ月の終わりまでに少しずつ
揃えていきましょう。



出産用品の準備をはじめましょう7ヶ月目
(満24週～27週6日)

⚫ 着る物…短肌着・ベビー服・コンビ肌着
⚫ 寝具…布団一式
⚫ 紙オムツ、お尻拭き
⚫ タオル類…バスタオル・タオル・ガーゼ・ガーゼハンカチ

(ガーゼ、タオル類は何枚あっても便利です。)
⚫ その他…体温計・寒暖計・ベビーバスやそれに代わるもの・洗面器・
ベビー石けん・くし・鼻用ピンセット・綿棒・赤ちゃん用爪切り・
哺乳ビン・乳首

赤ちゃんのために

※清潔で吸湿性にすぐれ、肌ざわりの良いものを選びましょう。(綿、ガーゼ地、
メリヤス、クレープ等)
※見た目よりも機能性に優れたものを選び、必ず一度、水洗いしておきましょう。



出産用品の準備をはじめましょう7ヶ月目
(満24週～27週6日)

⚫ 着るもの…前あき衣服、授乳用ブラジャー
⚫ タオル
⚫ 産後用ショーツ

お母さんのために



●1日にとりたい食品とその目安は●

規則正しく、バランスのとれた食事を

妊娠中は

初期1800kcal

中期2000kcal

後期2200kcal



働く力を作る
（糖質・脂質）

果物・穀物・いも類・油脂

1日にとりたい食品とその目安は

●穀類
米飯450g
（3杯）

●いも類80g
（中１コ）

●小麦粉30g
（ビスケット4枚）
※後期は20g追加

●果物200g
（リンゴ１コ）

●油脂類20g
（植物油 大さじ1

1/2杯）



血や肉になる
（たんぱく質）
魚貝・肉類・卵
大豆製品・乳類

1日にとりたい食品とその目安は

●魚貝60g
（切り身1切れ）
後期は10g追加

●大豆製品
70g

●肉類50g
（ささみ1～2本）

●乳類200g

●小魚10g

●レバー20g
●卵50g
（１コ）



体の調子を整える
（ビタミン・ミネラル）
野菜類・海藻・きのこ

1日にとりたい食品とその目安は

●緑黄色野菜120g

●淡色野菜230g●海藻5g
（わかめ・ひじき・昆布・のり等）



マタニティライフ ②

●妊娠中だからといって何もしないでいると体力が衰えてきます。
出産にはかなりの体力が必要ですから、体力維持と増進のため
家事をしたり、近くの公園を散歩したりしましょう。

●体が安定してくると、旅行したいという方も多いのですが、
長時間の旅行は感心しません。もしするのなら、雑踏や行楽地を避け、
ゆったりとした日程で計画しましょう。

●水泳は出産のときの呼吸法の練習にもなり、妊婦に適した運動だと
いわれています。まず、医師に相談してから始めましょう。
プールは妊婦水泳の心得のあるところをお選びください。

●マタニティビクス／マタニティヨーガは当院でも行っています。

●体力をつけるためといっても、スキー、スケート、テニス、バレーボール、
ソフトボールなどのスポーツは妊娠中にはふさわしくありません。



1. 妊娠中は初期1800kcal、中期2000kcal、
後期2200kcalを目安に。

2. 栄養バランスを考えて。
好きなものばかりでは栄養が偏ってしまいます。
いろんな食品をまんべんなく食べましょう。

3. 塩分の取りすぎに注意。
調理はなるべく薄味に。インスタント食品、
加工食品には意外と塩分が多く含まれています。

4. 良質のたんぱく質を。

●妊娠中の食生活の心得8ヶ条●

毎日の食生活に気を付けましょう



1ヶ月に１kg以上の急激な体重増加は難産や妊娠高血圧症候群に
つながります。バランスよく食べるために1日30品目を目指しましょう。
そして自分の1日の食事量を把握しておきましょう。

5. 妊娠中は、650mgのカルシウムをとりましょう。

6. 貧血予防のため、鉄分をしっかりと。
妊娠中の貧血は主に鉄欠乏性のものです。
鉄分の多い食品を十分にとりましょう。

7. 繊維の多いものを。
便秘はまず毎日の食事で改善しましょう。

8. 甘いものを摂りすぎない。
果物、間食、ジュース類のとりすぎは肥満の原因です。
一日の分量を決めてとりましょう

毎日の食生活に気を付けましょう



鉄分を多く含む食品
1日約21.3mg必要

毎日の食生活に気を付けましょう

豚レバー
(1/4ケ50g)
6.5mg

鶏レバー
(3切れ50g) 
4.5mg

かき
(むき身大4ケ80g) 
2.9mg

牛もも肉
(薄切り3枚100g) 
2.2mg

あさり
(10ケ30g) 
2.1mg

ほうれん草
(中5株100g) 
3.7mg



鉄分を多く含む食品
1日約21.3mg必要

なまり節
(切身1切れ50g)
2.0mg

とうふ
(1/2丁140g) 
2.0mg

なっとう
(1/2包50g)
1.7mg

たまご
(1ケ50g)
0.9mg

イワシ
(中2匹100g) 
1.7mg

毎日の食生活に気を付けましょう



牛乳
(1本200g)
200mg

ヨーグルト
(1本140g) 
154mg

脱脂粉乳
(大さじ4杯20g)
220mg

とうふ
(1/2丁140g)
168mg

チーズ
(1切れ20g) 
120mg

毎日の食生活に気を付けましょう

カルシウムを多く含む食品
1日約650mg必要



カルシウムを多く含む食品
1日約650mg必要

白す干し
(大さじ2杯20g) 
106mg

さくらえび
(大さじ1杯5g) 
100mg

小松菜
(1/3束100g)
290mg

ほうれん草
(中5株100g)
55mg

イワシ丸干し
(中1匹10g) 
140mg

毎日の食生活に気を付けましょう



塩分は1日7.5g未満に

⚫ うす味料理を心がけましょう。

⚫ みそ汁、スープなどの汁物は、具を多くして1日1杯程度にしましょう。

⚫ うどんやラーメンの汁は飲まないようにしましょう。

⚫ サラダには塩をかけないで、レモン風味でいただきましょう
（天然の味を大切に）。

⚫ 加工食品、インスタント食品のとりすぎは
やめましょう。

⚫ 自分でかけるしょうゆやソースを減らしましょう

毎日の食生活に気を付けましょう



●マタニティウェア
妊娠5～6ヶ月目に入ると今までの服が窮屈になり、
そろそろマタニティウェアが必要になります。
選ぶ時のポイントは着脱が容易で動きやすくゆったりして
いること。靴は3ｃｍくらいまでのヒールにしましょう。
サンダルは転ぶ可能性もあり、危ないのでやめましょう。

妊娠中のスタイル・身だしなみ

●化粧
妊娠中はスキンケアにポイントを置きましょう。
ホルモンの関係でシミができやすくなったり、
かぶれやすくなっています。
化粧品を替えたり、外出時の直射日光は避け、
ビタミンCを充分にとるようにしましょう。



●洗髪
お腹が大きくなってくると、洗髪が面倒になります。
でも、頭皮は汗と皮脂で汚れがち。
すっきりしたヘアスタイルで髪のお手入れを怠らず、清潔を保ちましょう。

妊娠中のスタイル・身だしなみ

●妊娠中のパーマやカラーリングについて

妊娠中のパーマや、カラーリングについては、

赤ちゃんへの影響はほとんど心配ないと言われていますので、

必ずしもいけないという訳ではありません。

しかし、妊娠3～4ヶ月頃までの、つわりのある時期では、

施術時のニオイで気分不良になってしまったり、妊娠後期になってくると

お腹の張りがあって長時間の施術がお母さんの体の負担になる

ケースもありますので控えていただくようにご指導しております。



●入浴
妊娠中は新陳代謝が活発になり、汗をかきやすく皮膚も汚れやすくなるので、
毎日お風呂に入りましょう。
また、その際は、熱すぎるお風呂、長風呂は避けてください。

妊娠中のスタイル・身だしなみ



母体搬送について

当院では健康なお母様に達成感のあるより良いお産をしていただく
ことを目指しています。
ほとんどの妊婦様はこうして当院で出産していただけるのですが、
中には糖尿病や、心臓病などの合併症をお持ちの方、ごく小さい未
熟児が生まれそうだったり、胎児に問題が見つかった場合など総合
病院や専門病院へ転院していただくことがあり、これを母体搬送と
呼んでいます。
この母体搬送の中には妊娠初期・中期の紹介例と妊娠後期になって
からの緊急搬送例を含んでいます。幸い大阪では母体搬送を引き受
けてくださるOGCS（産婦人科診療相互援助システム）があり、最
近4年間に当院で出産された方8134名に対し210名（2.6％）の方
をお願いしています。
母体搬送になった理由は次のページの図の通りです。なお当院では
毎年2000名に近い方が出産されますが、このうち500～600名
（25～30％）の方は近隣あるいは全国の医師からのご紹介でご来院
された方です。



母体搬送について

胎児適応

90名

(43%)母体適応

81名

(38%)

母児適応
39名

(19%)

母体搬送の理由

切迫早産
前期破水
胎児発育遅延
多胎・胎児形態異常など

糖尿病
心臓病
甲状腺疾患
精神疾患など

妊娠高血圧症候群
胎盤早期剥離など

母体搬送 210名(2.6%)
当院分娩 8134名


