
妊娠編

妊娠おめでとうございます。
新しい命の芽生えに
心はずませておられることでしょう。
これからの約２８０日が
ママと赤ちゃんの初めての共同作業。
少しずつ変化する体に
戸惑いを感じることがあっても大丈夫。
妊娠中を不安なく快適に過ごすために
正しい知識を身につけていきましょう。
小さな命を育み、いとおしみ、
やがて喜びに包まれて生まれてくる
あなたの赤ちゃんのために。



受診のしおり

■ 予約診察について
定期的な妊婦健診は、予約診察をおすすめします。
予約は院内のタッチパネル式予約機か携帯電話やパソコンからできます。
土曜日は完全予約制です。

詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.kosaka.or.jp/shinsatsu.html

■ 予約外診察
予約以外で受診される場合の受付時間は
午前8:30～11:30     午後1:30～4:30です。
なお予約された方より待ち時間が多少長くなることをご了承ください。

■ 休診日
日曜日・祝日は休診です。(年末・年始・夏季休診日は院内に掲示)



受診のしおり

◼ 時間外診察
夜間や休診日に急に受診される方は、まず当院へお電話ください。
（TEL:06-6722-4771）
なるべくご本人から診察券の番号と容態をお話いただくようお願いします。

◼ 尿検査・血圧体重測定について
毎回、尿検査・体重測定・血圧測定をいたします。
超音波検査以外のときは、先に採尿と、
体重・血圧測定をすませてから診察をお待ちください。

◼ 分娩予約について
入院分娩を希望される方は、妊娠20週（5ヶ月）まで
に外来会計で手続きをお済ませください。

tel:03-6722-4771


受診のしおり

マザークラス
(安産教室又は両親学級)

のおすすめ

妊娠中期と後期の2回、マザークラスを行って
います。後期の場合は、夫同伴（両親学級）か、
本人のみ（安産教室）かいずれかをお選びくだ
さい。(予約制無料)

前期マザークラスは、16週～予約をしてください。
後期マザークラス・両親学級は、30週～34週頃
予約をしてください。ご予約はご自分でお願いします。
※受講時期は遅れても構いません。



受診のしおり ～その他各教室のご案内～

●ソフロロジー教室
妊娠20週以降より受講できます。(予約制)

無料教室のご案内

●妊娠中の沐浴教室
妊娠32週以降より受講できます。(予約制)

●ママと赤ちゃんのおしゃべり会
1ヶ月健診終了後より受講できます。(予約制)



●マタニティーヨーガ
妊娠16週以降より受講できます。 (予約制)

切迫流早産で医師より安静指示の出ている方、
子宮の張り止めの薬を内服している方、
その他体調が悪い方は受講していただけません。

●ママヨーガ
産後2ヶ月より受講できます。(予約制)

受診のしおり ～その他各教室のご案内～

有料教室のご案内

●ベビーマッサージ
生後2ヶ月より受講できます。(予約制)



■妊娠11週（3ヶ月）までは2週間に1回。

■妊娠12～23週（4～6ヶ月）は4週間に1回。

■妊娠24週～35週（7～9ヶ月）は2週間に1回。

■妊娠36週（10ヶ月）からは1週間に1回。

■妊娠40週（予定日）以降は1週間に2回。

受診のしおり

※医師の診察により次回の来院日が
変わることもあります。

次のスケジュールでご来院ください



当院における携帯電話のご利用につきまして

当院におきましては、平成16年より院内での携帯電話での利用について
調査検討を行ってまいりました。
ごく一部携帯電話の影響をうける医療機器もありましたが、全館で利用を
禁止することは患者様や付き添いの方、お見舞いにこられた方の利便性を
著しく失うことから、ルールを設けた上で、試験的に利用を認めることに
いたしました。
つきましては下記のルールを十分ご理解したうえで、皆様が快適な時間を
過ごせるようご協力をお願いいたします。

⚫ 院内へ携帯電話を持ち込む場合着信音等が鳴らないよう
マナーモードにしてください。

⚫ 携帯電話の利用について当院スタッフから指示があった場合
従ってください。



当院における携帯電話のご利用につきまして

当院では以下の３タイプのエリアで、携帯電話の使用ルールを決めております。

黄）通話禁止ゾーン

周囲に迷惑がかか
らない場合に限り
メールやWeb等を
ご利用いただけま
す。利用は朝8時～
夜10時迄可能です。

青）通話可能ゾーン

周囲に迷惑がかか
らない場合に限り
通話・メールなど
ご利用いただけま
す。利用は朝8時～
夜10時迄可能です。

赤）電源ＯＦＦゾーン

携帯電話の電源を
切ってください。
医療機器への影響等
の恐れがあり、診療
に影響を及ぼす可能
性があります。



携帯電話を院内で利用していただくためのルールとマナー

当院における携帯電話のご利用につきまして

⚫ 歩きながら携帯電話を利用することは、他の患者様に
ぶつかると大変迷惑なだけではなく非常に危険ですので
ご遠慮ください。

⚫ 決 め ら れ た ゾ ー ン 以 外 で の 利 用 は 他 の 患 者 様 の
ご迷惑になるだけではなく、当院スタッフの業務に
支障を来たしますのでご遠慮ください。

⚫ 病室内での携帯電話の利用は、医療機器への影響も
ございますので、当院スタッフの指示に従ってください。



時期 妊娠初期

月数 1ヶ月

週数 ～3週

妊娠の成立
妊娠は排卵→受精→着床の過
程を経て成立し、1ヶ月目が
始まります。
ところが、排卵は月経の
約2週間後にありますから、
厳密には妊娠の成立は
最終月経の約2週間後。
つまり、妊娠1ヶ月は２週間
目から始まることになります。
そして、受精すると基礎体温
が上昇した状態が続きます。

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠初期

月数 2ヶ月

週数 4 5 6 7

⚫ つわりが始まる

⚫ ウイルス感染、薬剤、
放射線などに注意

⚫ 母子健康手帳を受ける

0.3 1.4㎝
• 脳、心臓、胃など各器
官の分化が始まる

• 心臓が動き始める

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠初期

月数 3ヶ月

週数 8 9 10 11

⚫ 流産に注意

⚫ 旅行はさける

1.5 5㎝

3 30g

・手足を動かし始める

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠初期

月数 4ヶ月

週数 12 13 14 15

定期健診は4週に1回
⚫ 毎日の歯の衛生を

習慣づける

⚫ 胎盤がほぼ完成する

⚫ つわりがおさまってくる

⚫ 規則正しい生活を
心がける

⚫ 体重チェック開始
(安産へのパスポート)

5.5 16㎝

40 120g

・児心音が聞こえる

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠中期

月数 5ヶ月

週数 16 17 18 19

⚫ お腹が目立ち始める

⚫ 腹帯を巻く

⚫ 胎動を感じる

⚫ マタニティウェアに
変える

17 23㎝

150 300g

• 骨格、筋肉が発達して
盛んに動く

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠中期

月数 6ヶ月

週数 20 21 22 23

⚫ 乳頭はいつも清潔に

⚫ 体重増加に気を付ける

⚫ 腰痛が起こりやすい

⚫ 色素沈着しやすく、
シミが目立つ

⚫ 便秘になりやすい
24 30㎝

350 600g

• 髪の毛、眉毛、まつ毛
がはえる

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠中期

月数 7ヶ月

週数 24 25 26 27

定期健診は2週に1回
⚫ 食生活に注意し、

貧血を防ぐ

⚫ 出産用品を準備する

⚫ 痔になりやすい

32 37㎝

700 1100g

• 皮下脂肪が少なく、
まだシワが多い

• 脳が発達する

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠後期

月数 8ヶ月

週数 28 29 30 31

⚫ 早産に注意

⚫ 補助動作の練習、
妊婦体操をする

⚫ 妊娠高血圧症候群に注意

38 42㎝

1200 1700g

• 胎児の位置が
一定し始める

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠後期

月数 9ヶ月

週数 32 33 34 35

⚫ 胎動回数を数える
(34週以降)

⚫ 補助動作の練習、
妊婦体操を続ける

⚫ 出産準備をすっかり
完了しておく

⚫ 足がむくんだり、
手がしびれたりしやすい

43 46㎝

1800 2400g

• つめが伸びてくる
• 皮下脂肪が増え、丸みがでてくる

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠後期

月数 10ヶ月

週数 36 37 38 39

定期健診は週に1回
⚫ 早めに入院準備を
完了しておく

⚫ 少し運動量を増やす

⚫ 不規則な子宮の収縮が
ある(前駆陣痛)

⚫ おりものが増える

⚫ 落ち着いて分娩を待つ
47 50㎝

2500 3200g

• 頭が骨盤の中に入る

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠後期

月数

週数 40 41 42

⚫ 胎動回数のチェック、
CTG(胎児心拍数陣痛図
検査)を行います。
医師や助産師と
よく相談しながら
過ごしましょう。

• 胎児の体重は
ほとんど増えない

マタニティカレンダー ～母体の様子と注意～



時期 妊娠初期

月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

受けていただ
きたい指導・
教室

マザークラス
(前期)の
申し込み

定期的に必ず
行う検査

希望あるいは
指示による検
査

マタニティカレンダー ～スケジュール表～

クアトロテスト

尿妊娠反応(定性、定量)、コンバインドテスト、胸部レントゲン検査

トキソプラズマ検査、
マイクロゾーム抗体検査

B型肝炎検査
C型肝炎検査

HIV検査
子宮癌検査

初期採血
検尿、血圧、体重測定(毎回)
風疹抗体価検査、貧血検査 HTLV-I
梅毒検査、血液型、RH型検査、血糖、 超音波検査(初期)



時期 妊娠中期

月数 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月

受けていただ
きたい指導・
教室

• マザークラス
(前期)

• マザークラス(後期)の申し込み
• ソフロロジー教室(希望者のみ)
• ヨーガ・マタニティビクス(希望者のみ)

定期的に必ず
行う検査

希望あるいは
指示による検
査

マタニティカレンダー ～スケジュール表～

超音波検査(中期Ⅰ) 超音波検査(中期Ⅱ)
クラミジア、細菌培養

子宮底長腹囲測定開始
不規則性抗体検査
貧血検査 HbA1C
血液生化学検査(A)

中期採血

羊水染色体検査 栄養指導



時期 妊娠後期

月数 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月

受けていただ
きたい指導・

教室

妊娠中のおっぱい・育児教室(32週以降)
マザークラス(後期)あるいは両親学級

定期的に必ず
行う検査

希望あるいは
指示による検
査

心電図
骨密度測定(随時)

マタニティカレンダー ～スケジュール表～

胎動カウント(34W以降生まれる迄)

後期採血貧血検査
血液凝固機能検査
血液生化学検査(B)

超音波検査(後期) GBS ノンストレステスト(NST)



お産の進み方

分娩第一期 (平均所要時間 初産婦10~12時間 経産婦4~6時間)
10分毎の陣痛(発作30~90秒)が始まり、子宮口が全開大するまで。

経過

陣痛 不規則で生理痛の様な痛みか
ら始まることが多く、中には
下痢の様な痛みで始まる方も。
10分以内に痛んできたら時
間を確認しましょう。

段々陣痛と陣痛の間隔が短くなり、痛い時間が長くなり
ます。もう陣痛は3~5分毎で40~60秒間になります。

分娩監視装置は入院してきた時につ
けます。その後は3~4時間ごとにつ
けます。その他は必要時につけます。

破水して良い時期より早く破水する事も有ります。破水する
と、子宮の中の赤ちゃんと外の世界がつながり、細菌が入っ
てきて感染を起こすことも有ります。抗生物質のお薬を服用
します。医師・助産婦・看護師の指示に従ってください。

多くの方はこのあたりで破水します。
破水…子宮の中で赤ちゃんを包んで
いる卵膜が破れ、中の羊水の一部が
流れ出すこと。

潜伏期
1~2cm 

移行期
3~4cm 

活動期
5~9cm

子宮口の開大度(開き具合)



お産の進み方

分娩第二期 (平均所要時間 初産婦1~2時間 経産婦0.5~1時間)
子宮口が全開大してから赤ちゃんが生まれるまで。

経過

子宮口の開大度(開き具合)

陣痛 陣痛は2~4分毎で40~90秒間になります。
膣の所から会陰にかけて痛くなります。

10㎝
(全開大)



お産の進み方

分娩第三期
(平均所要時間 ５分~15分)

胎盤が出るまで。

分娩第四期
(分娩後2時間)

胎盤が出て病室に戻るまで。

赤ちゃんをしっかり抱っこしましょう。
赤ちゃんはベビー室できれいにして、
体重や身長を測ります。

お母さんも赤ちゃんも落ち着いたところで、もう一
度面会。今度はおっぱいを吸って貰いましょう。
上手に吸えるかな？

経過

子宮口の開大度(開き具合)

陣痛
胎盤が出るために、軽い陣痛のような
痛みが有ります。

後陣痛と言ってお産後1週間位軽い陣痛の様
な痛みが続く事が有ります。
うつ伏せ寝が良いことも、一度お試しくださ
い。辛いときはお薬がよく効きます。ご相談
ください。

後陣痛と言う子宮が元に戻るための軽い陣痛の様
な痛みが有ります。



分娩第一期 分娩第二期 分娩第三期

散歩したり、貴女にとって一番楽な姿勢を一緒に探しましょう

呼吸法のポイント
①息を吐くことに集中。
②ゆっくり吐くこと。
③最初と最後に深呼吸をすること。

そろそろ呼吸法をすると楽になるのでは？
陣痛が始まった頃は緊張しないで普段の呼吸をしましょう。

お産の過ごし方

ゆっくり息を吐
きましょう！

ウンでいきみを
のがしましょう。

赤ちゃんの頭や肩が出
るときは全身をリラッ
クスしましょう。

いきみたくなったら
おしりを

押してみましょう。
いき

フーゥン

フ
ァ
ー

又
は

フ
ー

フ
ァ
ー

又
は

フ
ー

安楽な姿勢とリラックス

呼吸法とマッサージ



妊娠初期

妊娠のために、お母さんの心身は

不安定になっています。

つわりで気分がすぐれなかったり、

食欲がなくなるのも妊娠初期の特徴。

できるだけゆったりとした気持ちで

これからの280日にのぞみましょう。



当院では、出来れば内診を受けたくないと希望される方には、内診の回数を
必要最少限にとどめることにしました。
今後の妊婦健診は下記のようにさせていただきますので、ご理解、
ご了承のほど、お願い申し上げます。

●上記のようなご希望の方には

1. 妊娠初期(妊娠15週まで)の間は
内診を行います。

2. 妊娠16週(5ヶ月)から妊娠33週(9ヶ月初め)
までの間は、原則として内診は行わず、
腹部の外診と超音波による診察を行います。

妊婦健診について



3. 上記の間でも以下の方々は内診を行います。

1)初診の方

2)妊娠中期・後期の超音波スクリーニング時

3)出血や異常なおりもののある方

4)早産の心配のある方

5)内診をご希望の方

6)その他の症状のある方

4. 妊娠34週以後は毎回内診と外診を行います。

妊婦健診について

以上の説明で分からないことがあれば、遠慮なくスタッフにおたずねください。



当院を受診される患者様へ

当院は、複数の医師と助産師による「チーム医療」を実践しております。

診察時の医師のご指名には出来るだけご希望に添えますよう努力いたしますが、
お応えできない場合もございます。

何卒ご理解いただきますようにお願い申し上げます。

妊婦健診について



あなたの大切な赤ちゃんのために

禁 煙 の す す め

ご妊娠おめでとうございます。

職員一同、元気な赤ちゃんのご誕生をお待ちしています。

ところで、あなたはタバコを吸われますか?

禁煙のすすめ

または、まわりでタバコを吸われる方が
いらっしゃいますか?

妊娠中にタバコを吸い続けていると流産や
早産、低出生体重児が多く、生後の発育や
発達の遅れなどの影響が見られると
いわれています。

大切なかわいい赤ちゃんのために、
ママ(パパ)も禁煙にチャレンジしましょう!



1. まず、禁煙開始日を決めましょう

2. 禁煙すると、下記のような離脱症状が出現します。

多くは、3日以内にピークになり、1～2週間で消失します。

禁煙のすすめ

●吸いたくなったら 飴やガム、おしゃぶり昆布、歯磨き、散歩

●イライラしてきたら 深呼吸、リラクゼーション

●頭痛 足を高くして寝る

●だるい 十分な睡眠、ストレッチ



禁煙のすすめ

3．禁煙継続のコツ

① タバコの害について、自分なりのイメージを持ちましょう

② 禁煙しようと思った理由や禁煙中の努力を思い浮かべましょう

③ 禁煙してよかったことを考えましょう

④ 禁煙できたことに自信を持ちましょう

⑤ まわりの人に禁煙を勧めましょう



禁煙のすすめ

4. 受動喫煙
まわりの人がタバコを吸っていると、自分でタバコを吸っていなくても、
少量のタバコを吸っているのと同じような状態になります。
これを「受動喫煙」といい、まわりの喫煙も妊娠に有害となります。
同居者に喫煙をされている方がいる場合、禁煙に協力してもらいましょう。
禁煙をされたい方は、外来看護師・医師までご相談ください。

5. 当院は敷地内禁煙となっておりますので、
ご協力の程お願い申し上げます。


