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  妊娠中の体重増加は赤ちゃんを育てていくために大切な役割があります。

正常
な妊
娠母
体の
体重
増加
の内
訳

マ
マ
の
体
格 平均 3.5kg （計6kg増）

平均 4ｋｇ (計8.5kg増)平均 4ｋｇ

平均 4kg

標準

肥満

やせ

18.5～25未満

25以上

中期 (16～27週）

赤ちゃんの成長が急速に進むの
で、引き続きバランスの良い食事
が必要。ただし、母体は妊娠高
血圧症候群や妊娠糖尿病など
合併症になりやすい時期でもある
ので、塩分や、糖質、脂質の摂り
すぎに注意する。

胎盤が完成し、赤ちゃんに血液が
送られるようになる(鉄、ビタミン)。
主要な臓器のおおまかな形がで
き、ヒトらしくなるが、複雑な構造や
骨、筋肉、中枢神経は引き続き作
られる(ビタミン、葉酸、カルシウ
ム、たんぱく質）。

後期(28週～出産）前期 (0～15週）

平均 0.5ｋｇ

平均 -0.5kg

平均 3kg

平均 3kg

18.5未満

平均 2.5kg （計9.5kg増）

10～12kg

妊娠中の体重増加の中身（なぜ体重の増加を考えるのか）

妊娠中の
体重増加

18未満

7～12kg

5～7kg

赤ちゃんの
成長

赤ちゃんはまだ小さいの
で母の食事が少なくても
成長に影響しないが、器
官形成期なので、細胞
分裂に欠かせない栄養
素（主にビタミンA、葉
酸）は必要。

18～25
    未満

25以上

やせ

標準

肥満

妊娠前の体格
（ＢＭＩ）

妊娠中の理想的な体重増加
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脳以外の臓器は二の次

胎児の重量の内訳
脳も他の臓器も十分成長させるには、バラ

ンスよく栄養を摂り、ちょうど良い体重増加

が必要です。

体重の内訳(kg)

脳がどの臓器よりも一番大きく発育する。
脳の重量：出生体重の1３～１４％

DoHaD説とは

胎内、乳幼児期の環境が、遺伝子へ影響を引き起こす
こと。
お腹の中にいる間に適度な栄養補給ができなかった赤
ちゃんは、低栄養の環境下でも生きていけるような身体に
プログラムされると考えられており、生まれてからの過剰な
栄養とのアンバランスによって、将来生活習慣病になりや
すくなるといわれています。

妊娠時期ごとの体重増加は・・・

参考 金原出版『DoHaDその基礎と臨床}
MEDIC MEDICA 『病気がみえるｖｏｉ10 産科』

胎児の成長
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妊娠中に増える体重のうち、
1.7kｇ～2.5kｇは血液増量分

血液量は増えるが、妊娠を維持
するホルモンは、血管を拡げる
作用があるので、妊娠初期から
中期にかけて、
血圧は妊娠前のままか、

少し下がる。

① より多くの酸素と栄養素を送るために、血液量が増えます。

妊娠中の体の変化①

＜非妊娠時＞
血液 ☆血しょう ５５％

(水分と栄養素)

☆血球 ４５％
(赤血球、白血球、血小板)

臨月には、血液量そのものが妊娠前の１.５倍になる。

参考 ﾒﾃﾞｨｶ出版 『イラストで学ぶ 妊娠・分娩・産褥の生理』

ﾒﾃﾞｨｶ出版 『妊娠高血圧症候群のすべて』

MEDIC MEDICA 『病気がみえるｖｏｉ10 産科』

腎臓
血液が流れる圧力を利用
して、血液中の老廃物をろ
過している。
（おしっこを作っている）

腎臓のろ過作用には血流の圧力が必要なので、圧力が下がらないようなホル

モンが出る。この作用が身体に水分をひきこむことになる。

②（血液が増えるので、）血液をろ過している腎臓の機能がより活発になります。

多くの妊婦さんがむくみを経験します。むくみだけでは、病的な症
状ではありませんが、妊娠28週未満に発生する全身のむくみは、
要注意です！！

腎臓のろ過作用が低下すると、大切なたんぱく質を身体の中に再吸収できない。⇒ 『尿たんぱく』 『高血圧』

尿たんぱくは、血液をろ過し
ている部分（糸球体）の毛
細血管を傷めている可能性
を示しており、同じ血管でで
きている胎盤の機能を予測
する目安ともなります。

①血液の性状は妊娠前より薄められる（水血症）
②血液そのものの量がふえるので、腎臓の中を流れる血液量も増え

（毎分1.5 増）、腎臓がろ過する量も増える。

③身体の中の水分量が多くなるので、むくみがでる。

正常な変化は、

異常だと、

妊娠高血圧症候群
妊娠20週以降に起こる、①高血圧または②高血圧に蛋白尿を伴うもの。
適切な管理をしないと、赤ちゃんの発育不全やお母さんの腎臓や脳など

全身におよぶ合併症が生じることもあります。

元々血圧が高めの方、妊娠前より血圧が高くなっている方は、
主治医に相談しましょう。

だから、毎回健診では血圧と
尿を調べるんです
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☆日本産婦人科学会による妊娠貧血の基準

(妊娠による生理的な貧血ではなく、鉄欠乏性の貧血と考えられる値)
ヘモグロビン値(Hb)が１１g／dl以下

食事をすると･･･

妊娠中の血液の性状は、赤血球の割合が

減って見かけ上、貧血のように見える、
『水血症』という状態になります。
（血液が薄まったような状態）

④血球の割合が低くなり、生理的な貧血状態になります。

③血糖値のバランス ⇒ 赤ちゃんに「糖」を優先して送るための変化をします。

通常、体に吸収された

「糖」はインスリンというホ
ルモンの働きで、肝臓や、

脂肪細胞に蓄えられた

り、筋肉で使われる。

①筋肉、肝臓、脂肪細胞にとりこまれず、血液中にあふれた糖は、
赤ちゃんに送られるようになる。
②ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性により、空腹時の血糖がより低くなると、脂肪が分解される。

お母さんは糖を節約し、脂肪を自分のエネルギーとして使うようになる。

僕たちより

赤ちゃんへ
送って！

肝

筋

脂

元々血糖値が高め、肥満、実の親や兄弟姉妹に糖尿病の方がいるという方は、インスリンの働きが十分でなかったり、

インスリンそのものの分泌が少ない恐れがありますので、主治医に相談し、体重管理や食事に工夫をしてください。

水血症は、血液濃度が薄くサラサラしているので、赤ちゃんに

酸素や栄養素をいきわたらせるために有効ですが、重い貧血
状態はお母さんの生活に支障をきたすことがあります。

赤ちゃんの成長には赤血球が運んでくれる酸素が欠かせません！
また赤ちゃんが自分でヘモグロビンを作れるようになったら、材料である
鉄がますます必要になってきます。鉄は蓄えることができるので、妊娠が
わかったら、積極的に食事から鉄分を摂りましょう。鉄分の多い食品につ
いては、１０ページ「食品に含まれる鉄の量」を参考にしてください。

妊娠２０週頃からは、インスリンが働いても、肝臓や脂肪

細胞、筋肉の反応が鈍く、糖を取り込もうとしない。

(『インスリン抵抗性』という状態)

正常な変化は、

異常だと、

赤ちゃんに糖が送られてても、

母体の血糖値が高い状態が続く。（目安は尿糖）
⇒早産、子宮内発育遅延、巨大児の恐れ

尿糖が続くと、高血糖状態の可能性
を示しています。尿糖だけでは、糖尿
病とはいいきれませんが、高血糖状態
は胎盤をはじめ、母体の血管を傷つけ
ている可能性を示しています。
(＋)以上が続いたときには、詳しい血
糖検査をうけましょう。

妊娠糖尿病

妊娠前には糖尿病と診断されていなかった方が、妊娠中に血糖値

の詳しい検査において、インスリンの働きが悪く食後血糖が下がりに

くい場合や空腹時でも高血糖の場合、妊娠糖尿病と診断されます。

参考 ﾒﾃﾞｨｶ出版 『イラストで学ぶ 妊娠・分娩・産褥の生理』

MEDIC MEDICA 『病気がみえるｖｏｉ10 産科』

妊娠中の体の変化②

赤血球＝ヘモグロ
ビンを運ぶ車。

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ＝荷物。鉄と
たんぱく質でできてお
り、酸素と結びつく
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妊娠して初めて作られる臓器『胎盤』の役割と特徴

①

子宮の壁にくっついている面

胎盤は大切なライフラインです。

胎盤は７週目(２か月末頃)から妊娠１５週頃(４
か月末頃)という約２か月間で形と働きが完成しま
す。大きさは妊娠１０か月まで赤ちゃんの成長に
合わせて大きくなっていきます。

胎盤の中で、お母さんの血液と赤ちゃんの血液は直接混
ざることはありません。必要なものだけ、血管の薄い壁を
とおしてやりとりしてますが、タバコに含まれるニコチン
やアルコールなど有害なものも通ってしまいます。

酸素と二酸化炭素を交換

胎
盤

呼吸

栄養摂取

排泄

免疫

胎盤は血管の集まりです

お母さんが摂った栄養素

（糖質・たんぱく質・脂質）をもらう

赤ちゃんが出す老廃物をお母さん

の血液に送り、代わりに捨ててもらう。

お母さんの血液にある免疫機能を

赤ちゃんがもらう。

胎児の成長や妊娠を維持するた

めのホルモンが作られている。
妊娠の維持

胎盤の血管が他の血管と違うところ

①慌てて作るので、非常に弱くて傷つきやすい。
②出産と同時に役目を終え、剥がれ落ちなければ

ならない分、強い圧力に弱い。
③血管の壁を栄養や酸素などが通るので、

薄く作られている。

胎盤（の血管）を守ることになり、赤ちゃんの成長を助けます。
毎回の健診で兆候がないか確認し、日常生活に生かしましょう。

胎盤
の

血流が
悪く
なる

早産
低出生体重児

胎児に
酸素･栄養が
届きにくい

・肥 満
・急激な

体重増加
・高血糖

・高脂血
・高血圧

増えすぎた血液
強い圧力
血管内膜が傷つく

過剰なｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血管壁に入り込む
中膜にコブを作る

多すぎる糖
内皮細胞が変形

して内膜が凸凹する

②

③

④

⑤

①

胎盤の特徴をみてみましょう。

胎盤の血管はどんなときに傷つくのでしょう。

妊娠中、これらに気
をつけていると･･･

ﾒﾃﾞｨｶ出版 『イラストで学ぶ 妊娠・分娩・産褥の生理』

MEDIC MEDICA 『病気がみえるｖｏｉ10 産科』

赤ちゃんのおへそ側

臍静脈
臍動脈

子宮の壁

から、

らせん状

の血管が

伸びている
母体血

胎児血

お母さんの体の血管も傷ついているので、
胎盤に運ばれる血液そのものも少なくなる。
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頭痛
ほとんどは、ストレスや肩こりからくるもの

【受診の目安】

・突然の経験したことない痛み

・だんだんひどくなる

・発熱や、めまい、しびれを伴う

こむら返り

【対処法】
・足の指を持って手前に引き、ふく
らはぎを伸ばす。
・水分やミネラルの摂取、寝る前
の入浴や脚のストレッチ、脚を少し
高くして寝てみるとこむら返りの予
防になる。

便秘
【対処法】

・繊維質の多い食物の摂取

・薬物を使用する場合、市販の便
秘薬の中には、子宮収縮を誘発
する成分が含まれているものもあ
るので、必ず主治医に相談すること

・予防には『便意を感じたら我慢せ

ずにトイレにいくこと』悪化すると痔

になることもあるので、長時間

いきまない。

動悸、息切れ
【受診の目安】

・体を動かしてもいないのに、突

然起こる呼吸困難や、胸痛、

高熱、息を吐いた時に音がす

るなどがあるとき。

胸やけ、げっぷ
飲食ができれば問題なし。

腰痛
【対処法】
・過剰な体重増加をさける。

・3cm程度のかかとのある靴の方

が負担が少ない。
・やむをえず長時間の立ち仕事を
する場合は、低い足台に片足を
かけ、腰の緊張をゆるめる。

・物を持ち上げるときは膝をまげ

て背筋にばかり筋力がかからない

ようにする。
・湯船につかって筋肉をほぐす。

むくみ
【対処法】

・塩分を控える、むくみ解消くつ下を使う。
・過労を避ける。１日１～２回、１～２時間程度左向きに横になると、
腎臓へ流れる血液量が増え、尿量が多くなり、むくみの解消につなが
る。 水分摂取を控えることはしない。

妊娠中の体は精神的、肉体的ストレスに敏感です。
お腹の赤ちゃんのためにもからだの声にしっかり耳を傾けましょう。

湿疹、かゆみ、乾燥肌、妊娠線
妊婦用のｸﾘｰﾑや、かゆみ止めで
対処。

色素沈着
乳頭、乳輪、外陰部等の皮膚の色が
濃くなったり、額、頬、鼻の頭、唇
などに小さい斑点が起こる。

軽い運動 体を温め、リラックス 睡眠栄養のバランス

『妊娠』によって起こる不快症状①

マイナートラブルといっても、症状によっては病気の兆候かもしれませんので、不安なときは主治医に相談しましょう。

参考 ﾒﾃﾞｨｶ出版 『ﾍﾟﾘﾈｲﾀﾙｹｱ2010Ｍａｙｖｏｌ。29』

貧血の薬で動悸す
ることもあります。

不眠
ホルモンの働きにより、自然と

起こるもの。

【対処法】

・寝る姿勢に配慮

・適度な運動
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『妊娠』によって起こる不快症状②

つわり
つわりは全妊婦の４分の３の方に認められます。
妊娠４週～８週頃に始まり、１４週～１６週頃まで続きます。全妊婦の約９０％は妊娠２２週までに改善されます。
妊娠によって吐き気やおう吐が引き起こされる理由はまだ完全には解明されていません。

maru     

お腹の張り
お腹の張りは、様々な現象を表していますが、切迫流早産の徴候でもあるので、張りを感じたら
できるだけ横になりましょう。
□妊娠陣痛（正常な現象）
20週以降に原因なく出現する張り。30秒～2分ほど持続する不規則な張り。痛みは伴わない。
妊娠末期になると頻回となる。

□子宮の壁が伸びる（正常な現象）
妊娠初期～中期にかけて子宮が急速に大きくなることによって起こる。太ももの付け根あたりが
チクチクする。痛い方を下にして横になると、痛みが和らぐことがある。

□便秘

以下の症状がある場合は、早めに医師に相談しましょう。
（切迫流早産や、常位胎盤早期剥離の恐れがあります）
○張りが一定の時間ごとに繰り返し起こる。 ○張りがだんだん強くなる。
○少量でも出血や破水感が伴う。 ○おりものが魚の生臭いような臭いがする(感染徴候)。
○横になっても治まらない。 ○下腹部の痛みがある。

○食事の１回量を減らして、回数を増やした。
○お腹が空いてから食べると吐いてしまうので少しずつ飲み物を飲んだり、
空腹を感じたら飴をなめたり、軽く食べる。
○満腹にならないようにする。
○不快なにおいをできるだけ避ける。
例）ガーゼのマスクにアロマオイルをつける。(種類によっては子宮収縮を
促す作用があるものもあるので、注意。)

○こまめに横になって休む など

妊娠22週以降37週未満の時期に子宮の収縮や子宮頸管の短
縮がみられ、早産の危険が高い状態のこと。

【症状】

・下腹部の張り、痛み、少量の出血、水っぽいおりもの

経膣超音波検査で、子宮頸管が短縮していることが確認された
ら、安静が必要。

妊娠22週未満の時期に流産しそうになること。
【症状】
・少量の性器出血、軽い下腹部痛
・内診で子宮口（子宮の入り口）が開いて

いない場合。

妊娠の維持は可能なので、子宮収縮を抑える内服
や、安静が必要となる。

切迫流産

妊娠１５週頃までは、
お腹の赤ちゃんはまだま
だ小さいから、無理して
たくさん食べなくても、
赤ちゃんはちゃんと育ち
ますよ♪

切迫早産

参考 ﾒﾃﾞｨｶ出版 『ﾍﾟﾘﾈｲﾀﾙｹｱ2010Ｍａｙｖｏｌ。29』
MEDIC MEDICA 『病気がみえるｖｏｉ10 産科』

【受診の目安１】

以下の症状がある場合は、妊娠悪阻の恐れがあるので早めに医師

に相談しましょう。（入院が必要となるケースも･･･）
○尿量や、回数がいつもより少ない。 ○おう吐が一日中続く。
○水分も摂れない。 ○口の中が乾く。皮膚の乾燥がみられる。
○急激な体重減少

【受診の目安２(消化器系の病気の恐れ)】
以下の症状がある場合は、妊娠以外の理由で体調不良を起こして
いる可能性がありますので、早めに医師に相談しましょう。
○妊娠９週以降に始まった。 ○腹痛、頭痛がある。 ○発熱がある。
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