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1 

はじめに 

 

あなたの命はあなたのお父さん、お母さんから頂いたもの。お父さん、お母さんの命は

おばあちゃん達から頂いたもの・・・。このように考えるとあなたの命はずっとずっと昔

の先祖様たちからの贈り物です。そして、今あなたは新しい命を宿しました。あなたの命

を与えてくれたみんなに感謝し、新しい命を自分らしく温かくはぐくんで（HUG くんで）

いきましょう。 

 

神秘の確立でこの世に命を受けた赤ちゃんと、その命を育むあなた。 

１０ヵ月間という短い妊娠期間を前向きに、これからのお産や育児を夢描いて過ごしまし

ょう。当院では、お母さんと赤ちゃんがお産の主役になるようにお手伝いします。そして、

母乳育児を通してお産後も引き続きお母さんと赤ちゃんが絆を深め、健やかに育児ができ

るようにお手伝いします。 

 

 1989年 3月、ＷＨO（世界保健機構）・ユニセフ(国連児童基金)は、医療機関に向けて

『母乳育児を成功させるための 10カ条』を発表し、全ての産科施設にこれを守るよう呼び

かけ、世界中でその努力がされています。当院は、2005年 8 月、ＷＨＯ・ユニセフから

「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受け、母乳育児のお手伝いをさせていただいていま

す。 
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当院の母乳育児の指針 

吉野産婦人科医院の 10 カ条 
 

私達は、哺乳動物として母親が母乳を与える自然な行為と、子が母乳を与えられる権利

を守る為のお手伝いをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）母乳育児の方針を全職員で共有する為に「母乳育児を成功させるための 10

カ条」（ユニセフ・WHO）、「吉野産婦人科医院 10 カ条」を各部署に掲示しま

す。 

 

2）母乳育児を少しでも長く続けていただけるように職員全員で週１回ミーティン

グをし、母乳育児に必要な知識と技術を職員全員が習得するようにしています。

また、毎年全国各地で行われるセミナー等（日本母乳の会シンポジウム、母乳

育児ワークショップ、母乳育児支援研修会など）に積極的に参加しています。 
 

3）母乳育児が母体の回復、児の免疫向上、社会にとって環境保護、家族にとって

幸せな母子の姿が家族皆を和ませるといった多くの利点があります。そのこと

を全ての妊婦さんやその家族とよく話し合いながら、母乳で育てるための方法

を母親教室・院内のスライド・妊婦健診時の外来受診を通して、随時、伝えて

いきます。 

 

4）出産後２時間は早期母子接触をし、その間に自然なタイミングで赤ちゃんとお

母さんが授乳できるようにサポートします。 

 

5）お母さんに赤ちゃんの抱き方や乳頭・乳輪の含ませ方など効果的な授乳方法を

お伝えします。やむなく、直接授乳が出来ない場合、母乳分泌維持の方法をお

伝えします。母子分離中も乳房ケアを継続し、その後の直接授乳がスムーズに

行なえるようお手伝いしていきます。また母へのエモーショナルサポートを行

います。 

 

6）ベビーの体重減少率、母乳分泌状況など総合的に判断し、医学的に必要でない

限り、母乳以外のものを補足しません。 
 

7）お母さんと赤ちゃんは出来るだけ同じベッドで一緒に過ごします。 
 

8）頻回授乳をお勧めします。赤ちゃんが欲しがる時に欲しいだけあげましょう。 
 

9）人工乳首、おしゃぶりなど、お母さんの乳首でないものを使用しません。 
 

10）母乳育児をするすべての母親に、退院後の支援体制（生後初期の健診や当院

での診察、新生児訪問、電話相談、HUG の会など）を紹介しています。 
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●●妊娠編●● 
妊娠カレンダー 
 妊娠初期 妊娠中期 

 流産 22 週～早産 
月数 妊娠成立 ～4 ヶ月（～15 週） 5～７ヶ月（16～2７週） 

健
診 

 6 ヶ月（23 週）まで：月に 1 回  
7 ヶ月（24 週）より：2 週間に 1 回 

検
査 

・超音波検査 
・血液検査：TSH、風疹、
トキソプラズマ抗体（私
費） 

 

・初期の血液検査： 
血液型、貧血、梅毒、血
糖、B 型肝炎、Ｃ型肝炎、
間接クームス、HIV、風疹 

・おりものの検査： 
クラミジア抗原検査、
Nugent スコア（私費
500 円） 

・がん検診 
HPV：出雲市 1020 円 

雲南市 1000 円 
 

・乳房チェック 
 
 
 

身長 
体重 

 身長：２～10 ㎝  
体重：16～120g 

身長：25～35 ㎝  
体重：250～1200ｇ 

お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
の
発
育 

・お父さんの精子と、お母
さんの卵子が出会い、結
ばれる 
そして、お母さんのお腹 
の中で、小さな命が芽生 
え始める 

 
 
 
 
 
 

・脳・心臓の形成（心臓が
動き始める） 

・聴覚機能が発達（外界の
音に反応する） 

・超音波で男女の区別がつ
く 

・胎盤機能完成 
・明るい・暗いが分かる 
 

母
親
の
様
子 

・生理が止まる 
・つわりが始まる 

・流産などが起こりやすい   
・精神的に不安定な時期 
 

・つわりが治まってくる 
・比較的安定した時期 
・胎動を感じるようになる 
・お腹が目立ち始める 
・乳房が大きくなり、乳頭
が黒ずんでくる  

・初乳が出始める 

注
意
事
項 

【妊娠期全般】 
・身体の冷えに気をつけま
しょう 

・バランスの良い食事を摂
りましょう 

・お腹の赤ちゃんに声をか
けましょう 

・母子健康手帳をもらいま
しょう 

・薬・レントゲンに気をつ
けましょう 

 

・乳首の手入れをしましょ
う 

・ブラジャーをはずすか、
大き目のものを装着しま
しょう 

教
室
な
ど 

  ・母親教室（前期） 
・3 ヶ月（8 週）以降： 
ヨガ教室 
 
 



 

4 

 
 

妊娠後期 

 37～41 週  正期産 42 週～過期産 

8～9 ヶ月（28～35 週） 10 ヶ月（36～39 週） 10 ヶ月（40 週）～ 

2 週間に 1 回 
 

1 週間に 1 回 適宜 

妊娠 28～29 週 
・後期の血液検査 
血液一般、（HTLV－1） 

妊娠 33 週以降  
・おりものの検査 

B 群溶血性連鎖球菌 
・経腟超音波検査（早産の検
査） 

 
 
 
 

・NST：1 週間に 1 回（胎児
心拍とお腹の張りをみる検
査） 

・必要時内診 
・乳房チェック 
 

・NST：適宜            

身長：40 ㎝  
体重：1500～1800ｇ 

身長：45 ㎝  
体重：2000～2500ｇ 

身長：50 ㎝  
体重：約 3000ｇ 

・肺の成熟 
・お母さんから免疫物質をも
らいはじめる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・全ての器官が完成 
・糖を蓄え始める 
・赤ちゃんの頭が骨盤内へ降
りてくる 

 

 

・胃のつかえ感が出てくる 
・むくみが出やすくなる 
・体重が増えやすくなります 

 

・おしるしがみられる事があ 
 る 
・胃のつかえが軽くなる 
・頻尿になる 
・お腹が張る 

 

・早産・高血圧症候群・貧血・ 
体重の増え過ぎに注意 

・早めに入院・赤ちゃん用品
の準備をしましょう 

・バースプランを立ててまし
ょう 

 

・乳頭マッサージを始めまし
ょう 

・お産に向けて規則正しい生
活をしましょう 

 

・母親教室（後期） 
・9 ヶ月（32 週）以降：妊婦 
 体操教室 
・（35 週）以降：ウォーキン
グ 
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お腹の赤ちゃんのこと 

 

 

 

 

 

 

お母さんを通じて昼と夜の区別をします 
赤ちゃんは胎盤を通してホルモンからお母さんの気持ち

を感じ取っています。お母さんが見たり感じたりする外

の光の明るさや暗さをヘソの緒を通して脳で感じます。

体内時計(夜が更けてくると眠くなるなどの生き物として

の生活リズム)にそった生活をしましょう。夜更かしして

いると赤ちゃんも夜型になるかもしれません。 

 

 耳で外の音やお母さんの声を聞いています 

赤ちゃんは外からの音をお母さんのお腹や皮膚、脂肪、

それに子宮内の羊水を通して聞き取っています。 

お母さんの声は耳だけでなく、骨や皮膚などお母さんの

体を通してひとつの振動となり伝わります。 

お母さんや家族の優しい語りかけや、明るい会話が聞こ

えると赤ちゃんは喜んでいます。 

 

 肌で感じています 

皮膚は第二の脳と呼ばれています。皮膚を通しいろんな

ことを感じ、その刺激は脳を発達させます。 

赤ちゃんは温かい羊水に優しく包まれ育っていきます。

この感覚は抱っこと同じです。赤ちゃんはお腹の中でも

お母さんに抱っこされずっと一緒にいるから、生まれた

赤ちゃんは抱っこやスキンシップが大好きです。 

 

 食べて味わっています 
空腹感、満腹感をお腹だけでなく脳で感じます。きちん

と 1日 3回食事を摂ってくれると赤ちゃんは幸せです。

お腹の中で赤ちゃんは、お母さんの食べているものがわ

かるそうです。妊娠中大好きでよく食べていたものが、

生まれてきた赤ちゃんも大好きだったり、逆に食べてい

ないものは、あまり好まないという事もあるそうです。 

6 ヶ月くらいから、指しゃぶりや、羊水を飲んでおっぱ

いを飲む練習をしています。 

  
胎盤を通してお母さんの栄養をもらっています 
赤ちゃんはこの胎盤を通し、臍の緒でお母さんと繋がり

酸素や栄養をもらって大きくなります。 
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妊娠中の過ごし方 
 

母子健康手帳を活用しましょう 

お母さんと赤ちゃんの健康管理に必要で、妊娠中、分娩、産後の状態、保健指導事項、

赤ちゃんの状態、予防接種状況など記入される大切な記録です。お子さんの就学までの

健康状態を記入します。妊娠中はいつでも持ち歩きましょう。 

定期健診を受けましょう 

妊婦健診は赤ちゃんの様子を知るためだけでなく、お母さんのか

らだの異常を早期に発見・予防する上でもとても重要です。 

・補助券とその表紙に名前・住所を事前に記入してください。 

・補助券を使える回数は、市町村によって異なります。 

栄養、運動 

バランスの良い食事を摂り、適度な運動をしましょう。 

衣類 

体を締め付けない服装で、体を冷やさないようにしましょう。 

疲労や転倒の危険の少ないローヒールの靴が最適です。 

日本では、5か月以降の戌の日に腹帯を締める習慣があります。 

動作 

お腹に力の入る姿勢、重い物を持つのは避けましょう。 

歯科受診をしましょう 

虫歯の原因となるミュータンス菌は、主にお母さんから感染することが分っています。

妊娠 5か月過ぎたら歯科受診し治療しておきましょう。 

 

 

妊娠中気をつけたいこと 
 

カフェイン 

過量のカフェインの摂取は控えましょう。コーヒーなら 1日 1杯程度にしましょう。 

薬 

全妊娠期間を通して自分では内服の判断はせず、医師に相談しましょう。もし、産科以外

を受診される場合でも、必ず妊娠中であることを医師に伝えましょう。 

タバコ 

タバコ中のニコチンは血流障害を起こしやすく、胎盤や臍帯の血流が途絶えて早産・死

産・低出生体重児の確率が高いのでやめましょう。吸っている人のそばに居ても影響を受

けます。 

アルコール 

赤ちゃんの知能障害、発育障害、運動障害などを引き起こす原因にもなります。少量で

も安全を保障するものではありません。出来るだけ禁酒しましょう。 

レントゲン 

妊娠中に放射線を大量にあびると、妊娠初期葉胎児への影響が大きく奇形を起こす可能

性もあると言われます。通常検査目的のレントゲン線量はわずかで、この程度で胎児に

異常を起こすことは稀です。 

性生活 

夫婦生活は特に制限はありません。早産傾向のある人は控えましょう。 

インフルエンザの予防接種 

インフルエンザの予防接種は受けることができます。日本医師会の妊婦に関する記載で

は、妊娠 13週以降に行うことが望ましいとされています。 
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妊娠中の不快症状 

つわり 

症状は、妊娠 12 週～16 週までに自然によくなります。この時期の胎児はまだ小さく、

母体が備えている栄養で成長できるので、少量しか食べられなくても大丈夫です。食べ

たいものを食べる、食事の工夫（梅醤番茶、薬味、レモン水）、里芋湿布を貼るなどして

乗り切りましょう。大きく体重が減ったり、つわり症状のひどい場合はご相談ください。 

 

便秘・痔 

妊娠中は、ホルモンの影響で腸の動きが鈍くなったり、子宮が大きくなることで腸が圧

迫されるため便秘になりやすくなります。また便秘は、排便時の痛み、出血、脱肛など

痔の原因にもなります。 

適度な運動、食物繊維の多い食べ物、毎日トイレへ行く習慣をつけるなどしてみましょ

う。薬が必要なときはご相談ください。 

 

腰痛 

大きくなる子宮によりお腹が出てくること、お母さんの体重が増えてくることにより体

のバランスを保つため、背中や腰が曲がり、姿勢が変化していきます。 

特に、胸から腰にかけて負担が強くかかり腰痛がみられます。 

まずは、日々の姿勢に気をつけましょう。足を組む、横座りは、腰に負担になります。 

＜シムス位＞                  ＜立っている姿勢＞ 

 

 

 

                   

 

 

 

＜あぐらを組む＞ 

 

 

 

おりもの 

妊娠するとおりものが増えます。 

おりものの中に、早産を誘発したり、出産の時に赤ちゃんに移って欲しくない菌があっ

た場合は、治療が必要となります。おりものの量が多い、痒みがある、においが強い、

色がいつもと違う場合は、ご相談ください。 

 

その他 

妊娠線、むくみ、こむら返り、動悸・息切れ、尿漏れ・頻尿、静脈瘤、体の痒みなどの

症状があります。 

 

 

猫背やのけぞったりせ
ず、まっすぐ立つ 

左側を下にして
横になり、右足を
軽く曲げて前に
出して寝る姿勢 

両足は、肩幅程度に開き、
ぴったり床につける 
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妊娠中に起こりやすい異常  

（産婦人科研修の必修知識 2013より） 

切迫流産、切迫早産 

 妊娠 22週未満に流産しそうな状態を切迫流産、妊娠 22週以降～37週未満に分娩しそ

うな状態を切迫早産、分娩に至った場合を早産といいます。 

【症状】 

妊娠貧血 

妊娠中の貧血は、胎児の成長のため鉄分が失われることや血液中の水分増加が原因で、

起こりやすくなります。分娩後の出血の原因にもなりやすいため、食生活に気をつけま

しょう。妊娠初期から鉄分、造血作用のある葉酸やビタミンＢ12、鉄分の吸収を高める

ビタミンＣを多く含む食品を意識して食べるようにしましょう。 
 

妊娠高血圧症候群 

妊娠 20週以降から出産後 12週までに高血圧、または高血圧と蛋白尿がみられる状態の

ことをいいます。重症になると子癇発作、胎盤早期剥離などを引き起こし、母子ともに

危険な状態になることがあります。 

【症状】 高血圧、蛋白尿、頭痛、目がチカチカする 

 【気をつけること】 ・塩分を控える  

・低カロリーの食事を心がける  

・適度な運動や散歩を心がける 

・充分な休息、睡眠をとる 
 

妊娠糖尿病 

妊娠中に血糖の調節能力に異常をきたした状態のことをいいます。高血糖症状が続くと、 

流・早産、妊娠高血圧症候群、肩甲難産、巨大児、新生児低血糖などをきたすことがあ

ります。妊婦健診で疑いがあれば、詳しい検査や内科受診をし、なかには食事療法・イ

ンスリン療法など血糖のコントロールを必要とすることがあります。 
 

トキソプラズマ症 

猫や鶏などペットの唾液・糞に触れたり、生肉（豚・鶏・牛など）を食べて感染するこ

とがあるので気をつけましょう。母体には特に症状はありませんが、妊娠中に母親が初

めて感染すると、まれに流・早産、体内死亡、先天性トキソプラズマ症（脳炎・水頭症）

を起こすことがあります。 
 

甲状腺機能異常 

甲状腺のホルモンの異常は、胎児の発育に影響しますが、薬で甲状腺機能をコントロー

ルすることができます。 
 

その他 胎動を感じない場合は、早めに受診して下さい。 

・横になっても下腹部が持続的に痛む  

・2～3 分以上お腹のはりが続く 

・破水したかもしれない   

・１日に何回もお腹がはる  

・少量でも出血がある 

 

これらの症状があれば、早めに受診して下さい。 
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体と心の基本は、食事から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

「まごはやさしい」食事とは、伝統的な和食のことです 

伝統的な日本型食生活は体に必要な栄養素をたっぷりと含ん

だ低カロリーな理想的なかたちです。「まごわやさしい」とは

健康な食生活に役立つ和の食材の最初の文字を覚えやすく言

いあらわしたものです。この食事を心がけると、妊娠高血圧

症候群、貧血、便秘、カルシウム不足の予防になります。 

 

現代の食生活 

最近の私たちの食生活に変化が起こっています。 

食品の変化 食生活の変化 

加工食品の普及  → 添加物の摂り過ぎ 

（レトルト食品、インスタント食品、冷凍食品など） 

清涼飲料水の普及 → 糖分の摂り過ぎ 

食事の洋風化   → 動物性脂肪の摂り過ぎ 

朝食などの欠食 

食事の簡易化 

（外食、惣菜、手作りの減少） 

過度なダイエット、過食 

四季を感じにくい 

これらの食事や食生活は、妊娠中の合併症や生活習慣病（心疾患、動脈硬化、高血圧など）の

原因にもなります。健康的な食生活は、お腹の中の赤ちゃんを丈夫に育てます。赤ちゃんのた

めだけではなく、お母さんやご家族の健康のためにも、食生活を見直してみましょう。 

http://blog-imgs-63-origin.fc2.com/n/i/h/nihonnoasagohan/140310.jpg
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理想の食事のバランスは「主食 3：副菜 2：主菜 1」 

お弁当箱の分量を想像するとちょうどよいバランスを保つことができます 

 しっかりよく噛んで 20～30分かけて食事を摂りましょう 

 

 

 

 

 

 

「おかあさんはやすめ」メニューは控えましょう 

 「オ」オムレツ、「カ」カレーライス、「ア」アイスクリーム、「サン」サンドイッチ、 

 「ハ」ハンバーグ、「ヤ」焼きそば、「ス」スパゲティー、「メ」目玉焼き 

 

その季節に取れる旬のものを食べましょう 

旬の野菜はビタミン Cが豊富です。夏はトマト、きゅうりは体を冷

やし、冬にはにんじん、ゴボウ、里芋などの根菜は体を温める効果

があります。 

 

アレルギーについて 

卵、牛乳はアレルギー体質を作る食品とも言われています。取り

すぎに注意しましょう。妊娠したからといって、牛乳を普段あま

り飲まないのに無理して飲む必要はありません。 

 

塩分を控えましょう 

塩分の取り過ぎは、浮腫、妊娠高血圧症候群の原因になります。薄味に心がけましょう。 

・香辛料などで塩味の物足りなさを補い減塩 

ハーブ、香味野菜（みつば・みょうが・セロリ・生姜・山椒・しそ・わさび・パセ

リなど）、香辛料(カレー・唐辛子)、ごま、柑橘類（レモン・柚子など）を使用する

事で、塩味の物足りなさを補う。 

・旨味のある食品を使う 

きのこ類、わかめ、かつおぶし、昆布、煮干しなどの旨味成分を利用すると塩分が

少なくても料理の味を引き立てる。（顆粒だしには塩分が含まれる） 

・調味料で工夫する 

  減塩醤油の使用（普通の醤油の 1/2の塩分） 

  割り醤油を作る(だし汁で 2～4倍に薄める)。味噌は白みそを使う 

  塩 1g は、醤油小さじ 1、ソース小さじ 2、ケチャップ大さじ 1･1/2、マヨネーズ

大さじ 4。醤油をかけるよりケチャップ・マヨネーズを使用すると良い。 

・外食、インスタント食品は控える 
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体重管理は、健康のバロメーター 

 太り過ぎは、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、難産、微弱陣痛、弛緩性出血になりやす

くなります 

 

 

 

 

 

※妊娠中の栄養摂取が不十分な場合、低出生体重児や児の生活習

慣病のリスクが高まると言われています。過度なダイエットはや

めましょう。 

 

体の冷え予防 

身体が冷えると血液の流れが悪くなり、ホルモンの分泌も抑制されます。お腹が張り早産

になりやすくなります。身体を中と外から温める生活をしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【生姜灸】 

1）生姜 4～6ｍｍの薄切りにする 

2）三陰交に生姜をあて、もぐさをのせ火を

つける 

3）熱い時は、少しずつずらしながら温める 

 

あなたの理想体重増加は  +       kg までです 

赤ちゃんの体重・・・・・・3kg 

胎盤・羊水・・・・・・・・1kg 

お母さんの皮下脂肪・血液増加・・・・4kg 

【身体の中から温める】  

・穀物（米、芋類）を食べる      ・生野菜、果物は控えめにする 

・生物（お刺し身など）は避ける     ・冷たいもの（アイス、ジュースなど）は控える 

 

【身体の外から温める】  

・おへそが隠れるくらいの大きなショーツをはく    

・5ヶ月に入ったら腹帯をしめる 

・三陰交にお灸する（生姜灸） 

・長めの靴下をはく                 

・天塩入りのお湯で足浴する 

・ウォーキングなどで身体を動かす 
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体力作り 
妊娠中あまり身体を動かさず楽な状態でいると、長時間に及ぶお産の途中で疲れてしま

います。お母さんが疲れると微弱陣痛になりやすく、また産後の育児もうまくスタート

できなくなります。 

身体をよく動かすことの利点は以下のようなことがあげられます。 

・エネルギーを消費する       

・体温の上昇により血液循環が改善する 

・外に出ることで気分転換になり、カルシウムが吸収しやすい 

・肩こり・腰痛・便秘などが軽減する 

・お産に耐えうる体力がつく    

・お産の時に使う筋肉の鍛えられる  

・産後の母体の回復が早い 

 

お乳の手入れ 

赤ちゃんに母乳を飲ませるために、お母さんのお乳は妊娠中より準備を始めています。 

妊娠 5ヶ月頃より乳汁が出始める方もいます。人によって様々ですが、妊娠中に 2カッ

プぐらい乳房が大きくなります。 

お乳の手入れをしましょう。（方法はＰ２７参照） 

 

各種書類について 

産科医療保障制度 

平成 21年 1月より、「産科医療補償制度」が発足しました。 

お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが

最善の努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがありま

す。 

この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、速やかに補

償を受けることができることに加え、その原因を分析することなどによって、安心して

産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。 

この制度に加入している施設では、妊娠中に全ての妊婦の皆様に、この制度の対象とな

ることを示す「登録証」を交付します。妊婦の皆様には、登録証への必要事項の記入な

どのご協力をお願いします。 

 

出産育児一時手当金の事前申請 

出産育児一時金の事前申請は、被保険者が医療機関などを受け取り代理人として、出産

育児一時金を事前に申請し、42万円を限度として医療機関などが、出産育児一時金を受

け取り、窓口で出産費用を支払う負担を軽減する制度です。患者さんのお支払は、出産

費用から 42万円を差し引いた額となります。 
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●●分娩編●● 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こころ」の準備 

お腹も大きくなり、胎動もよく感じられるようになりましたね。出産の日も日一日と近

くなってきました。「陣痛ってどんなだろう、赤ちゃんは元気で生まれてきてくれるかしら。」

と不安と期待でいっぱいなのではないでしょうか。  

女性のからだには、妊娠・出産という神秘的な力が自然に備わっています。自分の力と

赤ちゃんの生まれてくる力を信じて出産に望みましょう。 

 お産は、「生ませてもらおう、誰かが何とかしてくれる。」ではなく、「わたしが生むんだ。」

という前向きな気持ちが大切です。あなたが置かれた状況の中でベストを尽くして自分の

納得のいくお産、満足のできるお産をしていただきたいと願っています。 

 たくさんの祝福を受けて、新しい生命をしっかり受け止めて下さい。 

当院では、「WHO1985 年 出産科学技術についての勧告」に基づき、赤ちゃんとお母

さんにやさしい自然な出産をお手伝いさせていただきます。 

 

「からだ」の準備  

規則正しい生活をしましょう 

 いつ陣痛が来てもいいように、早寝早起き、十分な休息をとるように心がけましょう。

夜中に陣痛が始まってもいいように睡眠をとって陣痛に備えましょう。 

からだを冷やさないようにしましょう 

 血液のめぐりをよくして、赤ちゃんが気持ちよく過ごせるようにしましょう。血液のめ

ぐりがよくなることで、お産もスムーズに進みます。 

身体が冷えていると、産道が熟化しにくく難産になることがあります。 

体力つくりをしよう 

出来れば１日１時間は、ウォーキングをしましょう。 

・ヨガ教室・妊婦体操（予約制） 

目的：体力づくり、産道が柔らかくなる 

対象：ヨガ：妊娠 3ヶ月（12週）以降の妊婦さん 

   妊婦体操：妊娠９ヶ月（32週）以降の妊婦さん 

日時：外来でお知らせします 

※運動のできる服装でおこし下さい 

こころ 

からだ 
もの 

お乳 
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妊娠後期に起こりやすい異常 

後期になると、切迫早産、妊娠貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病が起こりやすくな

ります（P8参照）。「まごはやさしい」の食事を心がけましょう（P9参照）。 

 

「もの」の準備 

入院時に持参して頂く物 

衣
類 

 

□パジャマ    □産褥ショーツ    □妊娠用ショーツ   

□靴下      □授乳用ブラジャー  □母乳パット 

日
用
品 

□バスタオル   □タオル       □洗面用具 

□はし      □湯飲み       □ティッシュペーパー 

□スリッパ    □靴入れ用ビニール袋  

そ
の
他 

□母子手帳    □母親教室の冊子   □赤ちゃん用のガーゼ 

□入院誓約書（外来で未提出の方）    □筆記用具 

※お産セットは、入院時にお渡しします 

内容は、Ｌナプキン・Ｍナプキン・Ｓナプキン 清浄綿１箱 

 それ以外で必要であればご自分で用意してください 

※母子手帳別冊の先天代謝異検査用紙に住所を記入しておいて下さい 

※赤ちゃんの衣類・おくるみ・おむつなどは、準備しておいて退院時に家族に持参しても

らいましょう（入院中はすべて当院のものを使用します）                                                             

※出生届の用紙は、当院で用意します 

※赤ちゃんのお世話をするために、爪は切っておきましょう 

※チャイルドシート・・新生児からの使用が法律で義務付けられています 

※多額の現金・貴重品はお持ちにならないようにお願いします 

 

赤ちゃんを迎える準備 

 

 

  

□ベビー服   □肌着  □おくるみ  □おむつ 

□寝具     □ガーゼハンカチ    □お風呂グッズ 

□体温計    □爪切り     □湯たんぽ・靴下（冬場） 
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当院の分娩（自然分娩） 

今までは、「生まれるときは仰向けで生む」という考えが主流でそれは、介助者に都合のよ

い体位でした。産婦さんは、自由に動けるようになると、楽な姿勢を求めて、座ったり、

立ったり、横になったり、四つんばいになったりします。自然と自分と赤ちゃんに合う姿

勢をとっています。人によって楽な姿勢は様々です。実際の出産の時になってみないとわ

かりません。それは、赤ちゃんがきっと教えてくれます。当院では、不必要な医療行為（浣

腸、剃毛、導尿、会陰切開など）を行わずなるべく自然の力に逆らわないように、一番楽

な姿勢で出産に望まれるようお手伝いしたいと思います。 

 

お産の前触れ 

お産が始まる前に（特に初産の場合）「もーすぐだよ～」という事を知らせるいくつかの症

状があらわれます。これらの徴候は人によって異なり、すべてのサインが出そろうもので

はありません。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、お産が近づいた徴候があれば、         

「いよいよだな〜」と心づもりをお願いします。 

いつ陣痛が来てもいいように、体を休めておきましょう。 

 

 

 

 

 

胃の圧迫感がなくなり呼吸が
楽になります。赤ちゃんが少し
下がってきた証拠です。 

 

尿がますます近くなる。ももの付
け根や膀胱の辺りがつっぱった
り、足がつりやすくなります。 

 
不規則にお腹が張ります。（前駆陣痛といい
ます）その痛みは生理痛のように感じる人、
腰の痛みを感じる人とさまざまですが、しば
らくすると遠のいていきます。お腹の張りで
夜中に目を覚ましたりすることもあります。 

 

いつもより大きな胎動が減りま
す。（手足の動きは産まれるまで
ずっとあります。） 

 

ゼリー状のどろっとしたおりも
のが増えてきます。そのおりもの
に色（茶～赤）がつけばいわゆる
「おしるし」です。 
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入院の時期 

陣痛が始まる 

 規則的な子宮収縮が 10分おき、または１時間に６回になった時を「陣痛開始」としてい

ます。初産婦さんは 10分おきくらいになったらまず電話を連絡して下さい。経産婦さん

は早く進む事が多いので、15分おき位になったら一度電話して下さい。 

破水がなければ、シャワーや入浴はできます。 

破水したとき 

 赤ちゃんを包んでいる薄い膜（卵膜）が破れて羊水が出てくることをいいます。破水は

自分の意志に関係なく、生ぬるいお湯のようなものが流れ出る感じで、尿を漏らしたと

思う人もいます。この時は、清潔なナプキンを多めに当て、すぐに、電話連絡をお願い

します。破水の場合は、必ず入院になります。感染予防のために、シャワー・入浴はし

ないで下さい。 

出血が多いとき 

生理以上に出血が多いとき、血液の塊がでたり、サラサラとした出血が続くときも連絡

をして下さい。 

 

 

入院の連絡方法 

お産の場合は、日曜、祝日問わず、いつでも連絡下さい 

電話は、ご本人がおかけ下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家族の方が不在の時の、交通手段（タクシーなど）相談しておきましょう。 

※当院の電話番号は、家族もわかるようにしておきましょう。 

※診療時間外は、玄関に向かって左側の夜間入り口よりお入りください。 

 インターホンでお応えし、ご案内します。 

 

 

  

【お聞きする内容】 

お名前 

分娩予定日 

これまでのお産の回数 

陣痛が始まった時間 

陣痛の間隔 

出血や破水の有無 

当院までの所要時間 

 

電話番号・・・０８５３－７２－７４７０ 
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お産までの過ごし方 

 第 1期 陣痛が始まってから子宮口が完全に開くまでの時期 
    初産婦 10～12時間 経産婦 5～6時間 

赤
ち
ゃ
ん
の
様
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
赤ちゃんはあごを胸につけ、体を小さく丸めた姿勢で骨盤に入っていきます。   
横向きから後ろ向きになり、回りながらおりてきます。 

陣 

痛 

・陣痛の時はお腹の痛みが出て
きます。 

・生理痛のような痛みに似てい
ます。 

・だんだん痛みが強くなり、腰
からおしりにかけて痛みが
出ます。 

・痛みの刺激で吐き気や寒気も
出ます。 

・陣痛の合間に眠くなることも
あります。 

・便意を感じ始め、自然にいき
みが入るかもしれません。つ
い、力が入りますが無理にい
きまず、ゆっくり深呼吸しま
す。 

 
 
過
ご
し
方 

 
入院したら・・・ 
・分娩室（LDR）又はお部屋に入っていただきます。 
・母子手帳をお預かりします。 
・分娩監視装置（赤ちゃんの心拍を聞く機械）をつけます。通常、40分くらいで一度外します 
・体温や血圧を測ります。 
・必要時内診があります。 

 
                                                                          
                                                                                                                          
             
             

                
                                                             
 
 
 
 
 
 
                      
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間隔：5～6分おき 
発作: 30～40秒 

間隔：2～3分おき 
発作：50～60秒 

特別な呼吸法はいりません。 

無理なく自然に呼吸しましょ

う。腹式呼吸がおすすめです。 

                                    

 

 

 

 

できるだけ食事や水分を

多くとり、赤ちゃんに栄養

と酸素をあげましょう。3

～4 時間毎にトイレにい

きましょう。 

 

 

 

 

破水してなければお風呂にもは

いれます。体を温めるとお産はす

すみます。 

間隔：10～15分おき 
発作：10～20秒 

枕やクッションを使って楽な姿勢で過ごしましょ

う。眠たい時や夜間は身体を休めましょう。眠れな

くても横になって目を閉じるだけでも違います。  

じっとしていてもお産はすすみ

ません。時々姿勢を変えたり、歩

いたりしてみましょう。 
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第２期 赤ちゃんが生まれる時期 
    初産婦２～３時間 経産婦 30分～1時間 

第３期 胎盤が出るまでの時期 
    初経産婦とも 10～30分 

             

   

 

 

子宮が収縮していきむたびに赤ちゃんの頭が見え

隠れし、徐々に陣痛がない時も、頭が見えたまま

の状態になります。 

  

 

 

 

 子宮から胎盤が出てきます。 

・体に起こる感覚はいよいよ激しくなり、いきみが

やってくるのを感じます。 

・赤ちゃんが出てくる時は、おしもの方が引っ張ら

れて焼けるような感覚があります。 

   

 

 

 

 

・胎盤が子宮からはがれ落ちる時に再び収縮が起こり、多少

痛みを生じます。 

・子宮が収縮して元に戻ろうとするために後陣痛が続きます。 

                

             

 

 

                

  

       

 

                 

 

 

 

 

 

   

   

 

         

            

 

 

 

間隔：1～2分おき 
発作：60～90秒 

赤ちゃんが生まれたら、裸のままお母さんの胸の

上で抱っこします。すぐにさすってください。 

上体を起こした姿勢は赤ちゃ

んが降りてくるのを助けます 

タッチリラックスや腰

部マッサージ、お産の

ツボを指圧してみまし

ょう 

産後すぐに、子宮の収縮を促

すため子宮収縮剤を 2錠飲ん

で頂きます 

 

生まれて 2時間スキンシップを楽しみます 
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早期母子接触                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生直後の赤ちゃんの様子 

生まれてから、温かいお母さんの胸に抱かれ、お母さんの臭いと優しい声で赤ちゃん

は落ち着き安心し、呼吸・心拍が安定してきます。 

  赤ちゃんは少しずつ活発になり、お母さんの胸の上で体をずりずりと動かし始めます。 

そして、自分の手をなめたりしながら、ゆっくりとお母さんのお乳に向かって動いてい

きます。赤ちゃんは、お母さんのお乳にたどり着き、何度も何度も繰り返しお乳をとら

えようとします。そしてようやく口の中にとらえると、元気よく顎を動かしお乳を吸い

ます。 

 

早期母子接触の利点 

・赤ちゃんの体温が保たれる 

・赤ちゃんの呼吸が安定しやすい 

・赤ちゃんとお母さんの間に愛着が形成される 

・お母さんの気持ちが安定する 

・授乳がスムーズにいきやすい 

・健康な人の肌についている、常在菌が赤ちゃんの肌につく 

ことで他の悪い菌が赤ちゃんに感染するのを防ぐ 

 

早期母子接触の方法 

  赤ちゃんが生まれたら、へその緒がつながったままお母さんの胸の上に直接赤ちゃん

をうつぶせにのせます。温かいバスタオルを赤ちゃんにかけます。胸の上で院長が診察

をします。そのまま２時間過ごし、赤ちゃんが欲しがったらお乳を吸わせます。早期母

子接触中は、スタッフが適宜お母さんと赤ちゃんの状態を観察します。 

   

その他 

・赤ちゃんの状態によっては、すぐにできないこともあります。 

・赤ちゃんは自分で体温調節することができないため、周りの温度に左右されやすいです。

出来るだけ肌と肌を密着させて抱っこしましょう。 

生まれてすぐの裸の赤ちゃんを、お母さ

んの胸の上で抱っこして過ごすことを言い

ます。抱かれた赤ちゃんは、安心でき、呼

吸が落ち着き、体温が安定します。お母さ

んにとってはリラックスの助けとなり、分

娩後の疲労が軽くなります。赤ちゃんとお

母さんは、肌と肌とを触れ合わせ、大切な

時間を過ごすことにより、絆が深まると考

えられています。 
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入院の経過 

 赤ちゃん お母さん 

当日 はじめての計測 採血(貧血) 

1日目 聴覚検査(希望者) 外陰部チェック、 シャワー開始 

2日目 ビタミンＫ2内服、アルバム写真撮影  

3日目 足型取り  

4日目 採血（貧血、炎症の検査）黄疸検査、 

先天代謝異常検査、 

沐浴説明 

退院説明、退院診察 

5日目 ビタミンＫ2内服 沐浴実施 

院長の許可で退院 

・出産直後より母子同床です 

・分娩直後の写真を希望の方に差し上げています 

・足型は１ヶ月健診時にお渡しします 

・聴覚検査希望の方は入院時までにお知らせ下さい。検査料金は 7５６０円です 

  松江市の方は、補助券の申請用紙を入院中に提出して下さい  

・赤ちゃんの血液型は検査しません 

・当日～3日目は、胎外生活の適応に必要な胎脂を取り除かないことと、赤ちゃんは汗を

かきにくいことなどから沐浴はしていません 

 

入 院 期 間：初産婦・・・6日間 

経産婦・・・6日間 

       ※退院時間は午後 1時～3時の間でお願いします。 
   

面 会 時 間：午後 3時～8時  

      ※時間外の面会を希望される場合は院長の許可が必要となります。お申し出

下さい。 
 

分娩時の付添：産まれる前から分娩後 2時間です。（誓約書に記入された 2名です） 
     

付 添 宿 泊：家族が宿泊される場合は、宿泊 3240円です。 

翌日の 9時までとなっています。希望される方はお申し出下さい。 

       夜間、スタッフが授乳の確認に伺います。ソファーの移動はお控え下さい 

※面会時間、分娩時の付添い、付添いの方の宿泊は、皆さんに時間を守って

いただいています。時間厳守でお願いします。 
 

電話について：病室の電話は院内専用です。携帯電話の使用は可能です。 

外部からのとりつぎは出来ませんので御了承下さい。 
 

分 娩 費：総額で 49～54 万円(産科医療保障制度保険金を含む)です。退院の日にお

持ち下さい。 

        日曜日、木曜日、祝日の退院の方は退院の前日支払いとなります。 
 

そ の 他：全館・敷地内禁煙になっております。御協力をお願いします。 
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●●産褥編●● 
 

出産後 1 ヶ月間のことを産褥期といいます。赤ちゃんを育て、出産に向けて準備してきた

子宮が妊娠前に戻るための期間です。出産に向けて準備されてきたされた子宮が、妊娠前

の状態にもどるのは 6～8週くらいです。母体を早く回復させるためには、心と体の休養に

心がけてください。また、ホルモンの変化で乳腺も発育して乳汁分泌もさかんになります。 

授乳は産褥期の母体回復の手助けにも役立ちます。 

 

産後のお母さんの身体の変化 

出産後のお母さんの体は、子育てむきに変化します 

・妊娠により、体内時計がかわり短時間熟睡型になります。 

・赤ちゃんがお母さんの乳首を吸うとプロラクチンとオキシトシンというホルモンが分泌

されます。 

 血液中のホルモンの量は、１～２時間で減少してくるので、ホルモン量を維持するため

に頻回な授乳が必要です。 

 

 

                                                                                 

                               

                                 

                        

 

 

 
 
 
産後に受診が必要なときは？ 

・悪露の量が生理の多い日位ある、または塊が出るとき 

・乳腺炎の症状があるとき（痛い・赤い・硬いしこり・発熱 38.5℃以上）（P33参照） 

・膀胱炎の症状があるとき 

・風邪症状があるとき 

※他院に受診の際は、授乳期間中であることを言って薬を処方してもらいましょう 

※授乳期間中の薬の服用は、当院へご相談下さい 

 

産後のセルフケア（骨盤底トレーニング） 

妊娠・出産後に尿漏れを経験される方がいらっしゃいます。 

骨盤底をトレーニングして尿漏れ対策をしていきましょう。 

１）肛門・膣・尿道を意識的に締め、ゆっくり５つ数えてから緩める。 

  注意：お腹、足、腰に力が入らないようにする 

２）「ゆっくり締めて、ゆっくり緩める」動作と「速く締めて 

速く緩める」動作を併せて 20～30回繰り返す。 

※イスに座った状態で行っても良い。 

３）（２）を１セットとして、１日 2～3セット行う。 

※仰向け、机に手をついて、椅子に座って、肘・膝をついて 

日常の中で出来る時に行いましょう 

オキシトシン 

子宮収縮を促し、乳腺
組織を取り囲む筋肉
を収縮させて、乳汁を
送り出します。 

プロラクチン 
おっぱいの出を良くし、 
母性を育てます。 
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赤ちゃんの特徴 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤ちゃんのネームバンドは、退
院してからはさみで気をつけ
て切って下さい。 

【体重】 
母乳の成分で生後 2 週目頃よ
り体重が増えはじめます。その
頃赤ちゃんはよく泣き、おっぱ
いを欲しがるかもしれません。 
赤ちゃんの体重の増え方は、個
人差があります。 

【目】 
目の前から 30センチくらい離れたと
ころがぼんやりとみえています。 
【鼻】 
匂いがよくわかります。産後すぐのお
母さんのお腹の上にくると自分で這っ
ていきお母さんのおっぱいを探すこと
もできるほどです。 
【耳】 
お腹にいる時から聴こえています 
 

【体温】 
熱は 36.5〜37.5℃くらいです。 
赤ちゃんは体温の調節が苦手なために授乳や
激しく泣いた後は発熱することもあります。 
室温が異常に高い、低いという時も体温は変
化しやすいので暖めすぎ、冷やしすぎに注意
しましょう。換気も忘れずにしましょう。 
 

【黄疸】 
赤ちゃんの黄疸は生後 1〜2 週
までには自然に消退します。母
乳栄養の場合、黄疸症状が長引
くことがありますが、問題あり
ません。こちらも適時検査、診
察していきます。 

 

 

【おへそ】 
生後 1～２週で自然にとれます。
退院時に消毒をお渡しします。沐
浴後１日１回、乾燥するまで消毒
して下さい。 
 

【新生児月経】 
お母さんのお腹にいる時のホ
ルモンが影響し生後数日は性
器出血やおりものがみられる
ことがあります。 
 

【排泄】 
・尿…授乳の毎。 
尿の中に尿酸塩が含まれるため赤っぽい尿（レンガ尿）
が出ることもあります。問題はありません。 

 
・便…1日 4～5回が、次第に 1回となってきます。 
生後 1～2日は黒いうんちが出ます。次第に黄色いうん
ちに変わります。 

 ※便秘〜機嫌が良ければ 1日出なくても、様子をみて下
さい。2〜3 日出ない、または機嫌が悪く、飲みが悪
い、おなかが張っている、吐く、などの症状があれば
綿棒で刺激してみて下さい。心配な時は受診してくだ
さい。 
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お風呂の入れ方 
 

目的 1）汚れをおとす 

2）全身を観察できる 

3）循環をよくする 

4）スキンシップの時間になる 

時間  

 

午前 10 時〜午後 3 時の温かい時間帯が好ましいです 

授乳後 30 分～1 時間の頃 

部屋の温度 24〜26℃(寒くないようにしてあげましょう) 

お湯の温度 夏：38〜39℃くらい 

冬：40～41℃くらい 

腕の内側をお湯につけて確認して下さい 

用意するも

の 

 

ベビーバス、ベビー石けん、ガーゼ、沐浴布（薄手のタオル）、洗面器（上がり

湯用） 

バスタオル、ベビー服、肌着、おむつ、おむつカバー 

くし、綿棒、くず入れ、お臍の消毒液、爪切り 

手順 1）裸にし、全身の観察をする 

2）沐浴布で覆い、足からゆっくり湯船につける 

3）体を洗う。皮膚が重なっている部分は、丁寧に洗う 

顔→頭→くび→体→腕→手→背中→おしり→おちんちん 

4）バスタオルで押さえるように拭き取り、衣類を着せる 

5）お臍の消毒、耳掃除、爪切りをする 

注意点 

 

38.0℃以上の熱のある時はお風呂を中止します。部屋を暖かくして、お湯で絞

ったタオルで拭いてあげます 

その他 

 

・衣類の枚数は季節に合わせて下さい 

・沐浴を行う期間は生後 1 ヶ月。その後は大人と一緒にお風呂(一番風呂)に入れ

ます 

・お臍の消毒液（酸性水）は 2 週間が期限です。２週間経ったら破棄して下さ

い 

・温泉は、2 ヶ月過ぎてから入れます 

・爪は短く切っておきましょう 

・沐浴の後は、白湯を飲ませる必要はありません。欲しがるようならお乳を飲ま

せましょう 
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退院後の生活 

１ヶ月健診までの過ごし方 

避妊について 

母乳を与えている間、月経の開始が遅れる事があり、妊娠する可能性は低くなりますが、

有効な避妊方法ではありません。その他の避妊方法としては、コンドーム・子宮内避妊

器具（避妊リング）・ピルなどがあります。 

赤ちゃんの体重測定 

生後 2・3・6・12ヶ月に希望で体重測定を行っています。 

母乳育児について、子育て、離乳食、搾乳指導、卒乳の相談などしています。 

持ってくる物：母子手帳・オムツ・着替え 

※予約制です。ご予約下さい。お子さん、ご家族の方がご一緒でも構いません。 

HUG の会 

目的：母子の交流 

対象：当院で分娩された生後 1ヶ月～１才の児とその母親 

日時：第 1・3木曜日 10～12時（予約不要。出入り自由です） 

※体重測定・子育て相談できます。 

ママヨガ with ベビー 

 対象：２ヶ月から６ヶ月までの赤ちゃん  

 日時：外来でお知らせします 

 持ってくる物：タオル、お茶、赤ちゃんを寝せるバスタオル 

 ※運動のできる服装でおこし下さい 

吉野産婦人科医院ホームページ、お問合せ 

ホームページアドレス：http://www.yclinic.jp / 

病院への質問は下記で受け付けています。 

e-mail：kazuokun-bfh@yclinic.jp（院長） 

育児に関する心配事、気になる事があれば下記へご連絡下さい。 

☎：０８５３－７２－７４７０ 

  

退院後〜2週目 

入院中と同じような生活を心がけましょう 

 ・出産後 14日以内に出生届を出しましょう 

 ・赤ちゃんに合わせた生活をしましょう 

 ・赤ちゃんの体重測定に来院しましょう(退院後１週目、２週目 

または、必要時にみていきます) 

（  月  日  曜日  時〜） 

  〜来院時、母子手帳・オムツ・着替えをお持ちください〜  

3週目 

床上げ準備をしましょう 

 ・少しずつ家事をスタートします。家事は手抜きを覚えましょう 

 ・疲れたら横になって休みましょう 

 ・赤ちゃんが寝ているときには、一緒に寝ましょう 

4週目 

母児の 1ヶ月健診に来院しましょう（  月  日  曜日  時〜） 

  〜来院時、母子手帳・オムツ・着替えをお持ちください〜 

※母子手帳の保護者の記録（1カ月頃）の記入をしましょう 

 診察し、先生の許可後、普通の生活に戻します 

（入浴・外出・車の運転・夫婦生活など） 

mailto:kazuokun-bfh@yclinic.jp


 

25 

抱いて、語りかけて、そしておっぱい 

「抱っこ」は赤ちゃんの成長やお母さんにとって重要な意味があります。 

サルやカンガルー等の哺乳動物は、かたときも子供を離さず自分の体にくっつけて子ども

は好きなだけ乳首に吸い付いています。私たち人間の赤ちゃんも同じです。赤ちゃんは抱

っこされ、おっぱいを飲むことで安心し、お母さんとの信頼関係を築きます。人間の赤ち

ゃんは、お母さんの子宮に抱っこされて、10ヶ月間お母さんと同じように過ごしてきまし

た。一歳まではお腹の中にいるときと同じような状態で、赤ちゃんを育てる事が大切です。

おっぱいを飲ませること抱っこで語りかけることで赤ちゃんを肌で感じ、お母さんは赤ち

ゃんのことをわかっていきます。お母さんの語りかけにこたえる赤ちゃんの微笑みは、な

んとも言えない幸福感をプレゼントしてくれます。 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃんは五感をはたらかせ、しっかりとお母さんのことを感じています。 

できるだけテレビやメディアは消して赤ちゃんとの授乳時間を楽しんでください。 

  

ご家族へのお願い 

家族の協力は、大きな支えになります。子育てをそっと見守って下さい。また、声をか

けお母さんが疲れている時には、お話を聞いてあげたり、時々お世話を変わってもらえる

と助かると思います。 

お母さんと赤ちゃんがいつも一緒にいれる幸せな時間が十分にとれるよう、回りのお手

伝いをよろしくお願いします。  

お腹のなかに 

いるみたい 

し・あ・わ・せ 

 

ママのおっぱい 

やわらかくて 

気持ちいい 

あったかいね 
ママといれば、どんな時も 

大丈夫、安心 

 

おいしいなあ 

ママのおっぱい 

ママのお顔も良く見え

るよ 

笑ってる顔が大好き 

ママの声って素敵だね 

たくさんお話してね 
離さないでね 

ひとりは怖いから 
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●●母乳育児編●● 
母乳育児は自然のいとなみ 
  

  

母乳で育てることを母乳育児といいます。これは哺乳動物なら自然のことです。 

子どもを授かること、産むことが、自然のいとなみであるように、子どもにお乳をあげる

ことも自然なことです。昔は皆、自宅で出産し母乳を飲ませていました。人類が始まって

以来の母乳栄養の歴史の中で病院で出産し、ミルクを飲むというのは、第 2 次世界大戦後

から数十年のことです。母乳育児は、特別なことではなく、赤ちゃんにとってごく当たり

前のことです。 

 

母乳育児のいいところ 

母乳育児はお母さん赤ちゃんにとって、そして、その家族、社会にとってたくさんの 

いいところがあります。 

お母さんにとって 

・赤ちゃんの求めがよく分かり一体感が高ま 

 る 

・赤ちゃんをなだめる最高の手段 

・女性としての力に気づく 

・いつでもすぐ飲ませられる 

・衛生的、安心、経済的、簡単 

・子宮や体重が元に戻りやすい 

・乳がん、卵巣癌、骨粗しょう症にかかりに

くい 

・自然な避妊効果がある 

赤ちゃんにとって 

・赤ちゃんの理想的な食事 

・肌と肌の触れ合いで満たされる 

・お母さんとの親密感、安心感が高まる 

・十分な栄養、栄養不足や過剰がない  

・オーダーメイドの免疫で健康  

・脳神経の発達によい  

・味に変化があり味覚を発達 

・乳児突然死症候群の危険性をへらす 

・顎や歯並び言葉の発達を促進 

社会にとって 

・環境保護 

・保険費用、医療費の節約 

家族にとって 

・幸せな母子の姿が家族皆を和ませる 

・兄弟への自然な性教育になる 

母乳育児は世界的な活動で再び広まってきています 
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妊娠中の乳房の手入れ 

赤ちゃんは生まれてすぐ、おっぱいを探して吸い始めます。お乳は「赤ちゃんが生ま

れて初めて口にするもの」です。乳首と乳輪を柔らかくして赤ちゃんが吸いやすいよ

うに準備しておきましょう。 

 

 

 

 

 

【お乳の手入れの仕方】 

・なるべくブラジャーは着けず、着けても締め付けないものにしましょう。 

・お乳が出るか、乳首や乳輪は柔らかいかをみてみましょう。 

・乳頭に乳カスがついていないか確認し、入浴時に乳首を優しく撫でるようにして取り除

きましょう。 

なかなか取れない人は、無理に擦ってカスを取ると痛いので、オリーブ油または馬油を

塗り、ラップして５分程度放置し、洗い流します 

 

 

乳管開通マッサージ 

生まれてくる赤ちゃんがスムーズにおっぱいを飲めるようにお母さんも妊娠中から自分の

おっぱいをよく知っておき、手入れをしておきましょう。乳頭・乳輪の手入れをすること

で、乳管を開通させ、乳頭・乳輪も柔らかくなり、赤ちゃんも飲みやすくなります。また、

皮膚も丈夫になり、亀裂を予防し、乳頭刺激によって、オキシトシンが分泌され、自然な

陣痛がやってきます。 

 どんな乳輪乳頭の形・大きさであっても、お母さんと赤ちゃんの努力で母乳育児はできま

すが、乳首が陥没していたり平らな方は、外部からの刺激に弱く、血豆や傷が出来やすいで

す。妊娠中からマッサージをして準備しておきましょう。 

 

【乳管開通法】 

時期：10ヶ月に入ってから  目安：1日 3回以上、1回 3～5分間 

入浴時、寝る前のリラックスした時、着替えの時などに行いましょう。 

※切迫傾向のある方、張り止めの薬を飲んでいる方、痛みを感じる方は妊娠 37週に入って

からにしましょう。 

 乳首と乳輪部の圧迫 横方向のもみずらし 縦方向のもみずらし 

 【利点】 
・赤ちゃんが吸いやすくなる 
・乳首に傷が出来にくくなる 
・乳首の汚れが取れ、乳管が開きやすくなる 
・お乳が発達しやすくなる 
・子宮の収縮を促し、お産がスムーズになる 
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母乳の出るしくみ 

お乳は乳房の中の乳腺という部分で作られ、乳管という腺から分泌します。 

出産し赤ちゃんがおっぱいを吸う刺激によって、ホルモンが分泌し乳腺にお乳が作られま

す。 

赤ちゃんが吸うことによって乳管が開き、お乳が通りやすくなるので、赤ちゃんが沢山の

おっぱいをのむことが出来ます。おっぱいは赤ちゃんが吸ってくれることで沢山出るよう

になります。 

赤ちゃんがおっぱいを吸って分泌されるホルモンは母性愛ホルモンとも言われていて、赤

ちゃんの吸啜行動によって、より母性愛をはぐくみ、より赤ちゃんをいとおしく感じるよ

うになります。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生まれて 24時間は頻回におっぱいをあげましょう 

生後 24 時間以内にたくさん吸わせたほど母乳がよ

くでます。早めに吸わせることで赤ちゃんのお弁当と

水筒が切れるころに、ちょうどたくさんのお乳が出る

ようになります。 

生まれて 24 時間以内は最低でも 8 回以上を目標に

授乳しましょう。3時間以上あけないように授乳しま

しょう。 

 
 
 

 
オキシトシン 
（射乳・母性愛
ホルモン） 

プロラクチン 
（催乳・母性愛ホ
ルモン） 

出るから吸うのではなく、 
吸うから出るんだよ 
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入院中のおっぱいライフ 

母乳は赤ちゃんに沢山吸ってもらうほど良く出るようになります。 

充分に母乳が出だすのは、出産後 2～3日後からですが、それまでの間は濃い免疫の沢山含

まれている初乳が分泌しますので、赤ちゃんに沢山吸ってもらいましょう。 

 

 

出産当日 誕生 

早期母子接触 

赤ちゃんは、一見よく眠っているように見 

えますがおっぱいはよく吸ってくれます 

1日目 赤ちゃんもだんだんおっぱいを吸うのが上手になります 

赤ちゃんは本能で頻回にお乳を吸います 

 

2日目 赤ちゃんは比較的昼間は良く眠ります 

上手に睡眠をとりましょう 

  

 

3日目  

 

4日目  

5日目 退院 

退院後は赤ちゃんの体重の増え方・ 

黄疸の程度・お乳の状態などによって 

体重測定に来ていただいています 

 

 

お乳はすぐにたくさんは出ませ
んが、赤ちゃんはお乳を欲しがり
ます 

早くから吸ってくれていると、お
乳がはってきだします 

個人差はありますが、お乳が出始
めます 
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授乳のしかた 

母乳をほしがっているサインとお乳の含ませ方 

生後当日～1日目は赤ちゃんが、よく眠っていても出来るだけサインを見つけて吸っても

らうとその後の母乳が出やすくなります。 

【母乳をほしがっているサイン】 
・おっぱいを吸うように口を動かす 

・おっぱいを吸うような音を立てる 

・手を口に持ってくる  

・口元を触るとおっぱいを探す仕草がみられる 

・クーとかハーなど、柔らかい声を出す 

・むずがる 

・泣き出すと舌が上がって飲ませにくくなるの

で泣き出す前に授乳をしましょう 

【お乳の含ませ方】 

  

 

赤ちゃんの顎が先にお乳に

触れるように支えます（乳

頭を少し上向きにします） 

赤ちゃんが大きな口を開け

たところで少し待つと舌が

下がるので、すっと引き寄

せて含ませます 

乳輪が隠れるくらい深く含

ませます 

 

浅い含み方は乳首がつぶれたりとがったりすることがあります。 

上手な含み方 浅い含み方 
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適切な授乳 

適切な授乳の姿勢で飲んでもらうと、赤ちゃんは沢山の新鮮な母乳を飲むことが出来、お

母さんも乳首が切れたり、お乳にしこりが出来たりといったトラブルを予防できます。 

【授乳姿勢】 

・赤ちゃんがお母さん側に十分引き寄せられて対面している 

・赤ちゃんの体は、頭と身体とが一直線となり、ねじれていない 

・赤ちゃんが、お乳に対して真正面から吸っている 

・赤ちゃんが大きな口をあけた時に乳輪までしっかり含み、下顎がお乳に触れている 

【いろいろな抱き方】 

※いずれの場合も赤ちゃんの顔とおっぱいが正面から向かい合うように飲ませましょう 

きちんと赤ちゃんが吸ってくれている時は、乳首が簡単に離れません 
乳首を外すときは赤ちゃんの口角から指を入れ、圧を抜いてからやさしく離しましょう 

 

授乳間隔について 

入院中の授乳 

適切な授乳姿勢や含ませ方に気を付けて、乳汁分泌を促すためにも頻回に授乳しましょ

う。 

 

退院後～生後 2・3ヶ月の授乳 

赤ちゃんが欲しがった時に飲ませるのが基本ですが、中にはとてもよく寝る赤ちゃんも

います。乳管の開通が充分ではないので、赤ちゃんの発育、乳腺炎を起こさないためにも

授乳間隔をあけないようにしましょう。 

 授乳中のお母さん 10 人のうち、2～3 人は乳腺炎になると言われています。乳腺炎は、

授乳中のどの時期でも起こる可能性はありますが、特に産後 2～3週頃に起こりやすく、半

数の方が産後 3ヶ月までの間に罹っています。この時期の授乳間隔は、昼夜ともに 3時間

以上あけないようにしましょう。 

 外出や行事（宮参り）などの生活リズムの変化は、授乳間隔があいたり、お母さんは疲

れやすくなります。このような日は、特に注意しましょう。 

 

生後 4～5ヶ月以降の授乳 

 生後 4～5ヶ月になると、一般的に授乳の間隔があいてきます。また、頻回に欲しがる場

合もあります。お乳の状態をみながら少しずつ間隔をあけていきましょう。 

    

真横抱き 脇抱き（フットボー

ル抱き） 

立て抱き 添え乳（寝乳） 
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母と子の相互作用 

 

お母さんは赤ちゃんの欲求をみたすことにより、赤ちゃんはやさしい声やかわいらしい表

情で母性を刺激します。そしてお母さんはやさしく声をかけたり、あやしたりするという

総合的な作用があります。 

日々のその繰り返しによって、赤ちゃんは心の基盤・人間を信頼する基盤ともいえる基本

的信頼関係を得ることができます。 

十分に愛され基本的信頼関係を得た子は人を愛する事が出来る。つまり相手の立場に立て

ること、他者を大切に出来る事ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

母性・育児力を高める       基本的信頼関係を築く 
心の基盤ができる 
 

赤ちゃんの欲求を満たす 
お母さんのやさしい声・におい・温かさ・おっぱい 

 

 

 

 

 

 

 

絆 
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授乳中の生活で大切なこと 

・適切な授乳姿勢や含ませ方で授乳しましょう 

・授乳期間中は食事に気を付けましょう 

・授乳間隔をあけないようにしましょう 

・できるだけ生活のリズムを崩さないようにしましょう 

・十分な休息をとるように心がけましょう 

 

 

お乳のトラブル 

赤ちゃんが好きなおっぱいとトラブルを起こしやすいおっぱい 

おっぱいは、血液から作られています。 

おっぱいのトラブルとおっぱいの質は関係が深いので気をつけましょう。 

 大好きなおっぱい トラブルをおこしやすいおっぱい 

おっぱいの色 

透明かかった白 クリーム色、黄色 

おっぱいの性質 

さらっとしている 

絞ると水玉になる 

どろどろしている 

絞ると玉にならない 

苦い、渋い 

赤ちゃんの飲み方 

正しいリズム 

（クチュクチュ吸って、 

待って吸ってゴックン） 

眠りのみ、文句言って飲む、むせる、

体をくねらせる、うなる、いきむ、

かみつく 

赤ちゃんの体の 

変化 

皮膚きれい、ご機嫌良い、 オムツかぶれ、湿疹、目やに、鼻水、

咳 

 ※脂っぽいもの、甘いもの（果物も）などを食べすぎると、乳房トラブルが起こりやす

くなるので気をつけましょう 

 

 

お乳のトラブルと手当て 
 

乳首が痛い時 

原因 

・赤ちゃんの乳頭の含ませ方が浅い 

対処 

・適切な抱き方と含ませ方で授乳をしましょう（P30・31参照） 

・乳首に傷がある場合は、ランシノーや紫雲膏を授乳後に塗布すると傷が早く治ります 

・ユキノシタの葉を傷に貼ると出血が止まり、痛みが軽減し傷が早く治ります（冬のユキ

ノシタは乾燥していて湿布には向かない時があります） 
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お乳が全体的にはっている時 

原因 

・お乳が作られる量と赤ちゃんが飲む量のバランスがとれていない 

対処 

・長時間授乳間隔をあけない 

・授乳の時間は決めないで、赤ちゃんが満足して離すまで、片方をしっかり飲ませてから、

もう一方の授乳に移りましょう。（片方で寝てしまい反対側がはって来たら、少しだけ母

乳を出しておきます。絞りすぎるとはりやすくなるので注意しましょう） 

・脂っぽいもの、甘いもの（果物も）など食べすぎに注意しましょう 

・水分は暴飲されなければ、極端に控える必要はありません 

 

しこりがある時 

原因 

・乳管開通不良 

・ゆがみ飲み、ひっぱり飲み 

対処 

・適切な抱き方や含ませ方ができているか確認しましょう 

・適切な痛みのない授乳姿勢で飲ませましょう 

・しこりのある方から飲ませたり、しこりの部分を痛くない程度に押さえたり、色々な抱

き方で授乳しましょう 

・しこりの部分に、キャベツや里芋湿布などをして冷やしましょう 

 キャベツの消毒方法：水 1L にハイタ―2ｍｌ（小さじ 2/５）に 10 分間浸け、よくす

すいでから使用します 

・牛蒡子（ゴボウシ）を食べると、乳管の開きが良くなります 

・おっぱいが一部赤い、ズキズキと痛い、発熱がある時は乳腺炎が考えられます 

・痛みを伴うしこりをそのままにしておくと、乳腺炎になる可能性があります。早めに当

院へ連絡しましょう 

 

乳腺炎 

症状 

・頭痛、発熱（38℃以上）、関節痛など風邪症状と似た症状があります 

・しこり、おっぱいが赤い、熱い、痛い 

・授乳の後もしこりが小さくならない、痛みが楽にならない 

原因 

・乳管の閉塞 

・授乳間隔があく 

・高カロリー、高蛋白、高脂肪の食事 

・乳首の傷や乳管からの細菌感染 

・疲労、ストレス 

対処 

・当院へ連絡しましょう 

・授乳は続けましょう 

・疲労回復を図るためにも、ベッド上で安静にしましょう 
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・処方された薬は、解熱後も飲みましょう 

（P34「しこりがある時」と同じ対処法をします） 

 

おっぱいが出すぎる時（1ヶ月以降） 

症状 

・1ヶ月を過ぎても、おっぱいが張りすぎている 

・ポタポタしたたり落ちる 

・赤ちゃんのお腹がカエルのように大きく膨れている、頻繁な下痢・嘔吐 

・赤ちゃんの体重が増えすぎる 

・おっぱいのトラブルが多い 

・お母さんが疲れやすい、眩暈、体重減少、尿量減少、口渇、脱毛がある 

対処 

・当院へご相談ください 

・乳腺炎になりやすいので注意しましょう（P34「お乳がはっている時」と同じ対処をし

ます） 

 

 

おっぱいが不足していると感じる時 

症状 

・時間が経ってもお乳が張らない（１ヶ月以降はお乳の張りは落ち着きます） 

・尿の回数が少ない 

・便の回数が少ない 

・お乳を飲んでも欲しがる 

・昼も夜も頻回に欲しがる 

対処 

・不足していると感じていても、赤ちゃんの体重が増加している場合があります。ご自分

で判断せず、一度ご相談下さい 

・母乳が十分飲めている目安（米国小児学会より） 

尿：うすい尿で２４時間に 6～8回 

便：２４時間に４回以上 
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赤ちゃんが片方の授乳で寝てしまう時 

 

乳房について 

 ・今は、赤ちゃんの飲む量とお母さんのおっぱいの出る量のバランスがとれていない時

期なので、片方のお乳のみで寝てしまうことがあります。片方のお乳のみで終わるこ

とによって片方のお乳が張ったり、片方の授乳の回数が減ることによって徐々に分泌

量が減ってきて、楽になります 

・片方のお乳の授乳時間があくと、乳腺炎のリスクが高いのでこの間は注意が必要です 

注意すること 

・片方で寝てしまったら２時間までに起きないようなら圧抜きをします。（お乳は張って

いるからと柔らかくなるまで搾ると毎回張るようになり逆効果です）      

・食事(甘い物、油っぽい物、生もの、乳製品、果物)に気をつけましょう 

・片方を長時間のませないようにします           

・こんなタイミングになったら反対側の吸わせてみましょう       

児が自分から乳頭を離す。飲むリズムが、ゆっくりになってくる 

乳房緊満がとれ柔らかくなる 

片方 20分程度まで。反対側は数口しかのめなくても良い 

・乳腺炎のリスクがあるため、授乳前に手洗いを十分にしましょう 

・お乳が硬い、痛い時は早めに来院下さい 

圧抜きの方法 

授乳前、また赤ちゃんが吸わなかった側を、少し自分の指で搾り出して、母乳の「圧

抜き」をしてみましょう。乳首ではなく、乳首の周辺を親指と人差し指で押すように

絞ります。指の位置は少しずつずらしていきます。あまり絞り過ぎると、分泌過多に

なります。絞るお乳の量は、おちょこ１杯程度の量とします。 
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搾乳の仕方 

搾乳に必要な物品 
・搾乳を受ける器（哺乳びん、搾乳カップ、家庭にある陶器のコップ、汁わんなど） 
※搾乳器は場合によって乳首を痛める可能性のあるため、スタッフに一言ご相談ください 
搾乳の方法  
・搾乳前には手洗いをしましょう 
※乳頭の消毒は、自然な皮脂を取り除き乳頭痛の原因になるためしないほうがよいです 

搾乳の保存期間 

・冷蔵庫・・24時間 
・冷凍庫・・母乳パックを使用し２～３週間 

搾乳を飲ませる方法：注射器・チューブの飲ませ方 
 
 
 

1）冷蔵庫で保管していた搾乳（冷凍母乳）は、必ず湯煎で人肌に温める 
2）注射器に搾乳をすう 
3）注射器で直接またはチューブをつけて飲ませる 

・注射器での飲ませ方 
注射器で少しずつ口の中に流し込む 
注射器の先端はしゃぶらせないように注意する 

・チューブでの飲ませ方 
チューブを指の腹にのせて赤ちゃんの下唇に持っていき、指の
第 1関節位まで舌の上にのせる 

物品の消毒方法 
消毒する哺乳びんなどは、しっかり洗っておく 
・哺乳びん、陶器のコップなどの消毒 
煮沸消毒：お湯を沸騰させ、約７分程度煮沸（蒸し器使用可） 

 薬液消毒： 哺乳瓶用消毒液は、説明書通りに作り１時間以上浸ける。よくすすいで使用。 
台所用塩素系漂白剤（ハイター）は、水 1L にハイタ―2ml（小さじ２/5）
を入れて作り 10分以上浸ける。よくすすいで使用。 
消毒液は、24時間で交換しましょう 

レンジ：耐熱容器に水 50ml と消毒するものを入れ、軽くラップし 500W で 3～5分 
・注射器やチューブ、搾乳器・搾乳カップなどの消毒 
プラスチック製品で熱に弱い為、薬液消毒します。煮沸・レンジでの消毒はできません。 
注意：注射器は一般ごみでは捨てられません。当院に持参して下さい 

当院で販売している物 
搾乳カップ：１個 500円、メデラの搾乳器  7884円 

１）搾る前に乳房をゆすりま
す。乳房の付け根に両手を入
れ持ち上げるようにし、上下、
左右に揺すります 
 

2）親指と人差し指の腹で、
乳首の付け根を胸の奥の方に
向かって、リズミカルに押す
と、乳汁が出てきます。乳首
を引っぱらないようにしまし
ょう 
 

乳房を持って絞り出すと、乳
腺を痛めてしまいます 
 
 

【用意するもの】・搾乳 ・搾乳したものを温める器（お湯） 

・注射器 ・必要時注射器につけるチューブ 
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母乳を長く続けるために 

おっぱいを頻回に欲しがる時期があります 

赤ちゃんが急激に大きくなる時、発育する時、おっぱいを何

度も欲しがる時があります。赤ちゃんの成長というのは一直

線ではありません。ある時、飛躍的に大きくなる時がありま

す。また、脳の発育や運動機能の発達など、目に見えない部

分で成長しています。おっぱいが足りないと思い、ミルクを

足したくなるのもこの時期が多いです。長い期間は続きませ

ん。心配なときは、ご相談ください。 

 

仕事に出てからのおっぱい 

１歳までに仕事に出る時は、休憩中におっぱいを搾るか、可能であれば授乳に行くとよい

でしょう。保育園などは授乳に通えるか相談してみましょう。おっぱいが張るようなら圧

抜きをします。搾乳の方法は、当院に受診し説明を受けることが出来ます。 

しばらくは生活のリズムが崩れる時期ですので、乳腺炎に気をつけましょう。 

夜間はたっぷりおっぱいを飲ませて上げましょう。 

早い段階の哺乳瓶の練習は、おっぱいを飲まなくなることもあります。 
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おっぱいと離乳食 

離乳とは、赤ちゃんがお乳を吸う事から、食べ物を噛み潰して飲

み込めるようになるまでの事を言いますが、離乳＝授乳をやめる

事ではありません。離乳食は母乳を続けながら与える補完食（栄

養を補うためのもの）です。 

母乳を飲んでいる時の大人の優しい眼差し、語りかけは、精神的

に満足し、いつでも飲めるという安心感、食欲を増進させます。 

 

 

母乳が離乳の準備食 

お乳だけに頼っていた赤ちゃんに柔らかい状態の食べ物を与え始め、次第に食物の硬さと

量・種類を増やして、幼児食に近づけていくことを言います。 

母乳はフルコースの食事のようになっています。母乳は、始めと終わりで成分も味も違い

ます。 

母乳を飲んでいる子はこの味の変化を体験しているので、味覚がよく発達しています。 

また、母乳を飲む時は噛むようにしないと飲めないので、自然と噛む力を育てています。 

このように、母乳を飲む事が離乳準備となっています。 

離乳食の果汁も必要ありません。 

 

離乳の心がけ  

1）与える食品は離乳の進行に応じて、食品を増やしましょう 

2）離乳の進行に応じて、食べやすく調理したものを与えましょう 

3）薄味を心がけましょう 

4）進み具合は、個人によって違います。周りの子と比べず焦らないで進めていきましょう 

5）家族そろって楽しく食べましょう 

6）母乳は子どもの欲しがるままに与えましょう  

 

離乳食の時間と授乳のタイミング 

・離乳食のために無理に授乳間隔をあける必要はありません。離乳食の後、母乳を飲ませ

ましょう。 

・1回食は、お腹がすいた時、午前中が良いでしょう（比較的起きている、機嫌のいい時間） 

・2回食・3回食になったらお母さんの食事時間に合わせてもよいでしょう。 

（おっぱいだけ欲しがったり、おっぱいで寝てしまったりしたら 1 回抜いてしまっても構

いません） 
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おっぱいにさよならする時      

「自然卒乳」は、赤ちゃんが大きくなって、自らおっ

ぱいを必要としなくなる時が来るので、そこまで待ち

ましょうという考え方です。 

WHO（世界保健機構）は、「生後６カ月間は母乳だけ

で児を育て、補完食を始めたのちも２歳かそれ以上ま

で母乳育児をつづけること」を勧めています。 

 

 

 

 

 

 

おっぱいと虫歯について 

母乳がむし歯の原因ではありません。 

 

【虫歯の予防】 

・離乳食が始まったら水分補給は、水かお茶にしましょう 

・甘い物は、虫歯が出来やすい環境になるので与えないようにしましょう 

・前歯が生えてきたら、ガーゼか歯ブラシを使って最低でも 1日 1回は、しっかりと歯の

表面を拭くようにしましょう 

・1歳を過ぎる頃から 1日 1回寝る前に歯磨きをしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

もともと赤ちゃんの
口の中には、むし歯菌
はいません 
 
 

むし歯菌に感染する むし歯菌が砂糖を分
解してグルカンを作
り、歯の表面に歯垢を
作る 

歯垢内に定着したむ
し歯菌が、糖分を原料
に酸を作り出し、時間
が経つにつれ酸が歯
垢を溶かし虫歯にな
る 
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