
産後は様々な体の変化が起こる時期。

無理をせず、赤ちゃんが眠っているときに

気分転換や睡眠不足の解消をしてください。

母乳の出をよくするために

バランスのよい食事を心がけ、

家事も育児もゆったりした

気持ちでのぞみましょう。

お母さんのために





●寝床はそのままで、疲れたらすぐ床につけるようにしておきましょう。

●シャワーを浴びて体を清潔にしましょう。

●炊事、掃除、洗たくはなるべく家族の方に協力をお願いしましょう。

●テレビ、新聞、読書、インターネット、スマホは疲れない程度に。

●2週間健診を受けましょう。

産後2週間目

退院後の生活



●洗たく、掃除、炊事など家のことを少しずつはじめ、

体を慣らしていきましょう。

●赤ちゃんが寝ているときに一緒に横になり、

昼寝をして体を休めましょう。

●産褥体操は退院後も数週間続けて行うようにしましょう。

●特に異常がなければ3週間目の終わりに床上げができます。

●長時間の立ち仕事はまだ控えましょう。

退院後の生活

産後3週間目



●日常の家事は体調に合わせて行ってもよいでしょう。
疲れたら無理をせず、手を休めて休息をとるように。

●遠出の外出はまだ控えましょう。

●1ヶ月健診を受けましょう。
(スタッフにて予約を取らせていただき、
退院前日に予約票をお渡しします)

退院後の生活

産後4～5週間目



●産後6週間たって経過が順調なら、職場に復帰してもよいでしょう。

●性生活は再開してもよいでしょう。

●長時間の外出で疲れないように注意。

退院後の生活

産後6週間以降



退院後の生活

爪は短く切って、手洗いをよくしましょう。

外陰部はきれいに保ちましょう。

からだは清潔に保ちましょう

入浴は
シャワーは長く浴びると出血や
疲労の原因になりますから短時間で。
湯舟につかる入浴は、1ヶ月健診で
許可をもらってからにしましょう。



産後のスケジュール

13：00～20：30で
授乳や指導のない時間には、お父さん
が抱っこして赤ちゃんに面会できます。
ベビー室にお問い合わせください。

１日のスケジュール
１日のスケジュール



赤ちゃんカレンダー

月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

発
達

首すわり

寝返り

ひとりすわり

はいはい

つかまり立ち
つたい歩き

ひとり歩き



赤ちゃんカレンダー

月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

育
児
の
ポ
イ
ン
ト

⚫ 首が安定する迄は
おんぶひもやベビーカーの
使用をできるだけ
避けましょう。

⚫ 赤ちゃんのペースに合わせ
た生活をしましょう。

⚫ 清潔にしましょう。
⚫ 入浴は一番湯を利用し、
大人と一緒でも構いません。
長湯は避けましょう。

• 石けんを使い、顔や頭も
洗いましょう。

• あかのたまりやすい首や
おしりなどを重点的に
洗いましょう。

• 水分が残らないよう、
乾いたタオルで
よく拭きとりましょう。

• ベビーパウダー(ｼｯｶﾛｰﾙ)は
必要ありません。

⚫ 外気浴をはじめましょう。
• 天気のよい日を利用して1日
2～3分からはじめ、
慣れてくれば1日30分以上
でもよいでしょう。

• 感染を防ぐために
人ごみの外出は避けましょう。

⚫ 予防接種をうけましょう。
• 2ヶ月を過ぎたら
いろいろな病気に
かかりやすくなります。

⚫ できるだけ話しかけたり、
赤ちゃんの相手を
しましょう。

⚫ 散歩について
• 皮膚や鼻、のどの粘膜を
上部にし風邪などにかかり
にくくなります。
また赤ちゃんの気分を
落ち着かせる、食欲を増す、
夜間よく眠れるようになる
などの効果もあります。

• 1日1～2回、30分～1時間は
外に出ましょう。

⚫ 衣類は自由に動けるように
上下別々のものがよい
でしょう。

⚫ おもちゃについて
• おもちゃは赤ちゃんの
発達を伸ばします。
時期に合ったものを
選びましょう。

• 音の出るもの、
はっきりした色柄のもの、
にぎりやすい大きさが
この時期には適しています。

⚫ 早寝早起きをして生活の
リズムを整えましょう。

⚫ 運動量が増えることにより
発汗も多くなるので吸湿性に
富み、動きやすい衣類を
選びましょう

⚫ 部屋を片付けて広いスペース
で自由な動きが出来るように
しましょう。(歩行器は使わ
ないようにしましょう。食事
の時ラックに短時間座らせる
のは構いません)

⚫ 毎日の戸外遊び(散歩)を
続けましょう。

⚫ おもちゃを与えすぎないよう
にし、また、口に入れても
安全なものを選びましょう。

⚫ 誤飲、転落等の予期しない
事故が増えますので
注意しましょう。

⚫ 事故防止について
⚫ 好奇心旺盛でいたずら好き
です。やけど、転倒、転落、
誤飲に注意しましょう。

⚫ 言葉によるしつけを
始めましょう。

• 家族で禁止することの
判断基準を話し合い、
“いけません”を頻回に
使わないようにしましょう。

⚫ 絵や音楽にも
親しませましょう。

• 玩具、絵本、テレビは与える
だけでなく 一緒に楽しみ
遊んであげましょう。

⚫ 戸外での遊びを充分にし、
友達づくりにも積極的に
しましょう。



産後に起こりやすい病気

子宮収縮が緩慢でなかなか元に戻らず血性悪露が続きます。
鮮血の悪露がいつまでも続いたり、血の塊が出たりする場合は
早めに診断を受けましょう。

子宮復古不全

外陰部は清潔にし、尿をためないように。
残尿感や痛みがあったり発熱、
腰から脇にかけての痛みがあるときは受診するようにしましょう。

膀胱炎、腎盂炎



産後に起こりやすい病気

乳腺炎は母乳が乳管内にたまったために乳腺が腫れて
痛む場合と乳頭からの感染で起こる場合があります。
予防のため乳汁のうっ滞、高カロリー高脂肪食を避け、
乳頭を清潔にし、キズつけないように心がけましょう。
しこりができる、赤くなって痛む、高熱が出るなどの
症状が出たらすぐに受診してください。

乳腺炎

分娩時に恥骨が押し広げられるために起こります。
安静にして治療すれば、痛みも取れ、しだいによくなります。

恥骨のゆるみ



産後に起こりやすい病気

分娩時のいきみで痔や脱肛になりやすくなります。
便秘や下痢で悪化することもあるので、繊維の多い食事を
心がけ、足浴やソックスなどで下半身を冷やさないように
しましよう。

痔、脱肛

妊娠高血圧症候群(旧名:妊娠中毒症)が産後も続くことが
あります。完治しておかないと次の妊娠でも再発しやすいので
定期検診を受け、食事や生活に注意しましょう。

妊娠高血圧症候群の後遺症

分娩時にできた軟産道のキズから細菌感染を起こし、発熱、
悪露の異常などの症状が起こります。産褥期は手や外陰部を
いつも清潔に。

産褥熱



ホルモンのバランスの変化により、
妊娠中や産褥3～10日に起こります。
症状は、涙もろさ・イライラする・不安感・集中力低下・
不眠などの一過性の抑うつ状態です。
症状は軽度で2週間ほどで消失します。

マタニティブルー

マタニティブルーの症状が悪化すると、
産後うつ病に移行することがあります。
多くは産褥1ヶ月以内に発症します。
「気持ちが落ち込む」「眠れない」「食欲がない」
「楽しみがない」などの症状があらわれます。
気になる症状がある場合は、早めに相談をしましょう。

産後うつ病

産後に起こりやすい病気



静脈血栓症にご注意

どんな病気?

下肢や骨盤内の静脈内に血栓(血液の塊)ができ、
ひどくなると血液の流れを止めたり、時には肺塞栓という
怖い病気を引き起こすこともあります。
欧米では妊産婦死亡の最大原因になっており日本でも
欧米化する食生活などで問題視されています。

原因は?

産後や帝王切開の後は、血液の凝固性が高くなる上、
子宮による血管の圧迫や障害、安静のしすぎ、などで
血栓を形成しやすい状態になります。
特に静脈瘤がある方はこの病気を起こしやすく高齢、肥満、
脱水があるとより注意が必要です。
帝王切開の後に起こりやすいので、当日から下肢の運動を
心がけてください。



静脈血栓症にご注意

タイプ別とその症状
・表在性静脈血栓…ふくらはぎや大腿の表面の静脈が赤く腫れる症状。

治療後、数日でラクになります。
・深在性静脈血栓…大腿内側(特に左側)に突然引きつるような痛みを感じ

足全体が腫れあがり、歩行障害を起こします。
この場合は肺塞栓の危険があり治療にも数週間かかります。

予防法は?
1. 脂肪の取り過ぎに注意
2. タバコはやめる
3. きつい下着類を避け、ゆったりしたものを着用する
4. 下肢のマッサージや適度な運動(産褥体操も含む)で

血液の循環を促進する
5. 心臓より15cm足を高くして寝る

※当院では上記の注意を励行し
手術後には早期離床、マッサージ器の
積極使用を、症状がある方には
抗凝固剤点滴療法を心がけています

15㎝



最初は軽い運動からはじめ、徐々に運動の程度を高め、

回数も増やしていきます。身軽な服装で無理をせず、マイペースで

毎日習慣づけることが第一。

できれば3ヶ月、少なくとも4～6週間は続けるようにしてください。

尿もれや子宮が下がるのを防ぐために、

腹筋、肛門、膣の引き締めをしましよう。

産褥期の心身の回復や肥満防止のために、
産後1日目から産褥体操をはじめましょう。

産褥体操



●分娩時にのびた腹壁や骨盤底筋の回復を速やかにする。

●血液の循環をよくし、静脈内のうっ血や血栓を防ぐ。

●悪露の排出、子宮の回復を早める

●靱帯を強め、関節の屈曲性を増す

●筋肉の痛みをとり、疲労を回復させる

●内臓下垂を予防し、便秘にならないようにする

目的

産褥体操



●胸式呼吸、腹式呼吸(1日数回)
1. あおむけに寝て、胸に手をあて、

息をゆっくり吸ったり吐いたり
する。(胸式呼吸)

2. こ ん ど は お 腹 に 手 を あ て 、
息をゆっくり吸ったり吐いたり
する。(腹式呼吸)

産褥体操

1日目

●足の運動(1日2～3回各10回)
1. 左右の足首に力を入れ、交互に

曲げたり伸ばしたりする。
2. 左右の足の指だけ曲げたり

伸ばしたりする。
3. 左右交互に、足首の関節を

くるくる回転させる。



産褥体操

⚫ 頭の上げ下げ運動(1日3回各10回)

息を吸いながら頭を起こして一呼吸止め、息を吐きながら

ゆっくり頭をさげていく。(ひざを曲げない)

2日目



⚫ 骨盤と肛門の運動(1日3回各20回)
あおむけに寝てお腹に手をおく。
ひざを立てて、肛門をしめたり
ゆるめたりする。

⚫ 下肢の運動(1日3回各5回)
あおむけに寝て手足を伸ばし、
足を左右交互にあげさげする。
(下腹部に力が入るので無理のないように)

⚫ 上肢の運動(1日3回各5回)

産褥体操

3日目

1. あおむけに寝た状態で、手のひらを
上にして両手を左右いっぱいに開く。

2. 開けた手をそのまま真上にあげていき、
力を入れて手のひらを合わせる。
(ひじを曲げない)



●手足と首の運動(1日2回各10回)

あおむけに寝て、片ひざを立てる。

反対側の手をまっすぐあげながら、首を左右に曲げる。

産褥体操

4～5日目



●足上げ運動(1日2回各10回)

1. 手足を伸ばしてあおむけに寝る。片足を体と直角になるよう、

垂直に立てる。(左右交互に)

2. 片足を上げた状態で、もう片方の足もそろえるようにあげる

産褥体操

10日目



⚫ 腰の運動(1日3回各10回)

あおむけに寝て、両手を体の脇に伸ばし、ひざを立てる。

腰に力を入れて、息を吸いながら上に伸ばすようにあげ、

息を吐きながらさげる。

産褥体操

2週間目



⚫ 半身をかがめる運動
(1日2～3回各10回)
まっすぐに立ち、手のひらが足首に
つくまで上半身を前に倒していき、
頭をひざにつける。

産褥体操

3週間目

⚫ 臀部の運動
(1日2～3回各10回)
うつぶせに寝て、両手を前で組み
軽く両足を開く。息を吸いながら、
両ひざをひきよせあげるようにして、
思い切り腰を高くあげる。



●上体の運動(1日3回各10回)

産褥体操

4週間目

1. あおむけに寝て、胸元で軽く
手を組んでのせる。
ひざをつけたままで軽く立て、
頭を持ち上げる。

2. うつぶせに寝て、両手は体に
そわせて頭と両足を持ちあげて
体をそらせ、一呼吸おいておろす。



⚫ 腰を使った全身運動(1日15回)
つま先で直立し、両手を肩と
水平になるように前にまっすぐ伸ばす。
かかとをあげたまま、手を両脇に
さげながら、ゆっくり腰を落として
いく。(お尻がかかとにつくまで)

産褥体操

4週間目

⚫ 腰部の運動(1日3回各10回)
両足を投げ出してすわり、
いっぱいに開く。両手を左右水平に
伸ばして正面を見る。
上半身を左右交互に思いきりねじる。



授乳期は食生活にも気くばりを

授乳期、母親の栄養は母乳となって、赤ちゃんの栄養となります。

お母さんも、育児や家事で大変なときですが、

赤ちゃんのためにもお母さんのためにも食事には気をつけて、

栄養をバランスよく十分にとりましょう。

とくに、たんぱく質、無機質(カルシウム、鉄分)、

ビタミン類が不足しないように心がけます。



卵、魚貝類、牛乳、乳製品、肉類、
豆製品
⚫ 母体の栄養、赤ちゃんの発育に重要。
⚫ 必須アミノ酸の豊富な良質のたん
ぱく質を十分に。

野菜、くだもの
●感染に対する抵抗力の増強。
●歯肉炎、う歯、骨脆弱の予防、妊
娠中毒症の予防。

●母乳中に失われるので多めにとる。

牛乳、魚類、海藻
●カルシウムは骨格形成、血液凝固
に影響。

●カルシウムの補給に関して牛乳は
毎日の食生活に。

うなぎ、牛レバー、魚肉ソーセージ、
ベーコン、乳製品、卵、セロリ、納
豆、かぶら菜、グリーンアスパラ
●発育ビタミンとも呼ばれ、発育の
盛んな乳児にとくに必要。

たんぱく質

無機質

ビタミンB2

ビタミンC

授乳期は食生活にも気くばりを



うなぎ、肉（牛、豚、鶏のレバー）、
緑黄色野菜
●赤ちゃんの発育、特に眼の健康に
必要。

穀類、いも類
●安価なエネルギー源だが肥満の原
因にもなるので注意。
●砂糖のとりすぎはビタミンB1の不
足を招きやすい。

●繊維質は便秘に効果的。

うなぎ、強化米、肉（うずら、豚も
も、かた肉、ロース）、プレスハム、
えのき、しいたけ
●妊娠中毒症の予防に効果的。
●便通、食欲、消化機能を整える。

豆類（納豆に多い）
●血液凝固に影響する。
●母乳中にはビタミンKが少ないの
で、多くとる。

ビタミンB1 糖質

ビタミンA ビタミンK

授乳期は食生活にも気くばりを



葉酸について
葉酸は、赤ちゃんの中枢神経系の元(神経管)が上手く作れない
神経管閉鎖障害や神経管の下部に問題が発生する「二分脊椎」と
呼ばれるもののリスクを70%近くも低減できると言われています。また、
葉酸が不足すると、赤血球の生成が上手く行かないばかりか、
酸素を運ぶ力が劣った悪い赤血球が生まれてしまい、
貧血になりやすくなりますので、葉酸の摂取は貧血予防にも役立ちます。
緑黄色野菜・大豆等に多く含まれています。

授乳期は食生活にも気くばりを



成人女性のエネルギー所要量は1日1,700kcal～1,750kcal。
退院してからは育児で運動量もふえ、赤ちゃんに母乳をあげるために、
350kcalのエネルギーをプラスします。

すぐにおなかのすく時期ですが、
食欲につられて食べてばかりいると、
肥満の原因になるので要注意です。
バランスのとれた食事をとりましょう。
塩分は控え目に。
半年を目安に元の体重に戻るように、
コントロールしましよう。

授乳期は食生活にも気くばりを

授乳期の栄養のめやす



授乳婦の推定エネルギー必要量

授乳期は食生活にも気くばりを

成人女性の
推定エネルギー必要量

授乳時の
推定エネルギー必要量

エネルギー 1,700kcal～1,750kcal 2,150kcal～2,200kcal

たんぱく質 50g 70ｇ

脂肪 45～50g 60ｇ

カルシウム 650mg 650mg

鉄分 10.5mg 9mg

ビタミンA 650～700μg 1100～1150μg

ビタミンB1 1.1mg 1.3mg

ビタミンB2 1.2mg 1.6mg

ビタミンC 100mg 150mg

ビタミンD 5.5μg 8.0μg



チーズ
スライスチーズ1.5枚
36ｇ

牛乳1本分のカルシウムに相当する乳製品の分量

ヨーグルト
190ｇ

スキムミルク
大さじ３杯
20ｇ

=

授乳期は食生活にも気くばりを



どんな栄養を、どれくらいとればいいのかわかっても、では具体的に
どんなメニューにすればいいのかしら、と思ってらっしゃる方も
多いと思います。
ここには、当院での献立例と退院後の参考メニューをあげてみました。
これをもとにして、退院後もバランスのとれた食事を心がけましょう。

※年令や体調によって少しずつ摂取量の違いがあります。
当院ではそれぞれの方にあうように、産後の献立を数種類にわけています。
退院したら2,200キロカロリーくらいとるようにしましよう。

ただし、出産を無事に終えても、体重増加が激しい方は
産後も食事制限が必要となります。

これがバランスのとれたメニューです



出産までが2,200キロカロリーの常食。
産後一日目より、夜食が付きます。

常食

これがバランスのとれたメニューです
～当院の献立例～

朝 ハムサンド、海藻サラダ、果物、
カルシウムせんべい、牛乳
715kcal

昼

夜

ご飯、バンバンジー、野菜の煮物、
チンゲン菜のスープ、果物
768kcal

ご飯、鶏肉ピカタ、豆腐の味噌汁
小松菜のおろし和え、果物
717kcal



2,200kcal
貧血の強い方は鉄分をより多くとらなければいけません。
豚の生姜煮やあさりのしぐれ煮、鉄強化飲料などを加えてより
鉄分の補給されたお食事にしてあります。

これがバランスのとれたメニューです
～当院の献立例～

1,800kcal、2,200kcal(産後)
塩分を多く含む食品を控えた食事内容にしてあります。

貧血食

妊娠高血圧食



・トースト・牛乳・
スクランブルエッ
グ・生野菜添え
・果物

これがバランスのとれたメニューです
～退院後(授乳中)の参考メニュー～

※すべて2,200kcalです。

・鍋焼きうどん
・きゅうりとわかめ
の酢の物
・金時豆の煮付

・クレープ・牛乳

・ご飯・鶏のから揚
げ(キャベツ・トマト
のつけ合わせ)
・厚揚げと里芋とに
んじんの煮付
・豚汁・みかん

朝

昼

夕

3時

A B C

朝

昼

夕

朝

昼

夕

3時
3時

・ご飯・焼き魚・油
揚げとさつま芋の味
噌汁・高野とかぼ
ちゃの煮付・果物・
牛乳

・ビーフシチュー・
サラダ盛り合わせ
・ロールパン

・果物・クラッ
カー・牛乳

・ご飯・筑前炊き・
マナ鰹の照り焼き
・ほうれん草のごま
和え・わかめと豆腐
のすまし汁

・ロールパン２ヶ・
オムレツ
・グリーンサラダ・
果物・牛乳

・ご飯・魚の味噌
汁・野菜の天ぷら
・ごま和え・そうめ
んのすまし汁

・レーズンパン・牛乳

・ご飯・ポテトサラダ
・豚肉の生姜焼き
(キャベツ・トマトの
つけ合わせ)
・りんご(1/3個)
・しじみの味噌汁



産後は育児疲れや睡眠不足などにより、情緒不安定になったりすることが
あります。

お母さんの身体のことや授乳のこと、赤ちゃんに関することなど、
気になることがあればいつでもご相談ください。

◎電話/06-6722-4771(24時間受付)

退院後サポートのご案内



産後4ヶ月までの方が対象です。
デイサービスとショートステイがあります。
詳しくは、産後ケアセンター小阪へお問い合わせください。

退院後サポートのご案内

産後ケアセンター小阪で受けられます。
授乳トラブルや体重増加が気になる、
卒乳したいなど何でも相談に応じます。
乳房マッサージも行っております。
ご希望の場合は、お電話でのご予約となります。
45分：5400円（税込）

産後ケア

産後母乳外来



1ヶ月健診までの健康状態が気になる方には、出産後2週間頃の健診を
お勧めします。

■お母さんの健診内容：医師による診察(子宮の状態など)・血圧・体重・
尿検査など

■赤ちゃんの健診内容：医師による診察・身体計測

2週間健診のご案内

退院後サポートのご案内

※診察内容によっては料金が加算される場合があります。
※患者様のご希望にて、健診後に助産師・看護師による
授乳相談や健康相談を行った場合には、保健指導料として
別途1,000円かかります。
※赤ちゃんの健診は予約が必要です（電話にて予約）

診察料

お母さんのみ ４，５００円

赤ちゃんのみ ２，０００円



家族計画とは子供を制限することではありません。

いつ頃、どれくらいの期間をおいて

何人の子供を産めば、幸せな家庭を築けるかを考えることです。

ご主人と話し合い、一緒に家族計画をたてましょう。

家族計画

産後の性生活

１ヶ月健診を受け、子宮や産道の回復が順調であれば、

性生活を再開してもよいでしょう。



産後の月経再開の時期は、授乳の有無によって大きく左右されますが、

早い場合は産後２ヶ月、遅い場合では産後１年半を経過してから再開します。

月経が起きる前に排卵が開始します。

産後は、月経が始まっていなくても

次の排卵が起こっていることもあります。

そのため、早くからの避妊を行わないと、

次の妊娠の可能性があります。

家族計画



家族計画

●コンドーム・・・ 精液が膣内に放出されるのを防ぎます。

●ピル・・・ 排卵を抑制する避妊薬。
授乳中はピルの服用は避け他の避妊法を。

●IUD(リング)・・・ 受精卵の子宮壁への着床を防ぎます。
装着は子宮が完全に回復している必要がある
ので、医師に相談してからにしましょう。

●卵管結紮手術・・・ 普通分娩の場合は入院中にできます。
帝王切開の場合は同時に行います。
その他の場合は2泊3日になります。

避妊法のいろいろ



検診のご案内

乳がん検診・子宮がん検診について

乳がん・子宮がんは、早期発見・早期治療が必要となるので、

定期検診を勧めています。

お住まいの市町村で検診費用のサポートや

無料クーポン券がある可能性があります。

調べて活用してみて下さい。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45

