
 

      

 
 

自分の身体や自分自身についての手引きと妊娠 ＆ 分娩関連ウェブサイト 

A GUIDE TO…Our Bodies; Ourselves: Pregnancy & Birth and Website (Japanese) 
 

トピックス  

TOPICS 

妊娠初期： 

（1–16週） 

1st Trimester: 
 (1-16 Weeks) 

妊娠中期：     

（16-28週） 

2nd Trimester:    
 (16-28 Weeks) 

妊娠後期： 

（28週–出産） 

3rd Trimester: 
 (28 Weeks-Birth) 

あなたとあなたの赤ちゃんを守る Protecting You & Your Baby 

喫煙 Smoking ページ 82-87   

アルコール Alcohol ページ 82    

薬物 Drugs ページ 82    

有害物質-毒素 

Harmful substances - Toxins 
ページ 82    

感染病：サイトメガロウイルス、リ

ステリア症、トキソプラズマ症、風

疹、水痘、パルボウイルス、コクサ

ッキーウイルス Infectious diseases: 

cytomegalovirus, listeriosis, 
toxoplasmosis, rubella, chicken pox, 
parvovirus, coxsackievirus 

ページ 144 

 
  

猫砂のホコリ Cat litter dust ページ 88   

生肉の取り扱い Handling raw meat ページ 88   

避けるべき食べ物： 魚、（ハムや

サラミなどの）デリ・ミート、加熱

が不十分な肉、柔らかいチーズな

ど。Food to avoid: Fish, deli meat, 

undercooked meat, soft cheeses, 
etc. 

ページ 70 (表) 

(Table) 
  

妊娠中のシートベルトの使用方法 

How to use a seatbelt in pregnancy 

配布資料 

Handout 
  

検査 Tests 

血液検査の準備： 全血球計算値

（CBC）、Rh型、風疹抗体、梅

毒、B型肝炎、B群連鎖球菌

（GBS）など。Preparing for lab 

tests: CBC, Rh status, rubella 
antibodies, syphilis, hepatitis B, 
GBS, etc. 

ページ 52 ＆ 

www.uofmhealt
h.org 

  



 

妊娠初期スクリーニング検査 

First Trimester Screening 

www.uofmhealt
h.org 

  

遺伝子検査 Genetic tests 
www.uofmhealt
h.org 

  

あなたの妊娠 Your Pregnancy 

妊娠中のケアの必要性 

Need for prenatal care 

ページ 47-57 (妊

娠期による整理) 

(Arranged by 
trimesters) 

  

赤ちゃんの成長と発達 

Baby's growth and development 
ページ 49   

感情の変化 

Emotional changes 
ページ 49   

身体の変化 

Physical changes 

ページ 47-57 (妊

娠期による整理) 

(Arranged by 
trimesters) 

ページ 47-57 (妊

娠期による整理) 

(Arranged by 
trimesters) 

妊娠後期：  

Late pregnancy:  

ページ 47-57 (妊娠期による

整理) 

(Arranged by trimesters) 

妊娠中の問題の兆候（主治医に連絡

を取るべき時） 

Signs of problems in pregnancy 
(Reasons to call your provider) 

ページ 57   

家族の適応 

Family adjustment 
ページ 92-94  

出生後 

（初期の調整）： 

After Birth 
 (Early Adjustment):    

ページ 280-296 

不快な症状 

Discomforts 
ページ 78-81  

妊娠後期： 

Late pregnancy:  

 ページ 78-81 

吐き気／嘔吐 

Nausea / Vomiting 
ページ 71   

妊娠中の栄養 

Nutrition in pregnancy 
ページ 62-70   

妊娠中の運動／フィットネス
Exercise / fitness during pregnancy 

ページ 73-78   

妊娠中の安全な性交／性欲 Safe sex 

/ sexuality during pregnancy 
ページ 95-99   

妊娠中の仕事の管理 Managing work 

during pregnancy 
ページ 81  妊娠後期 

Late pregnancy 

歯のケア Dental care 
ページ 72-73 ＆ 

www.uofmhealt
h.org 

  

ケーゲル体操 Kegels ページ 38   

授乳 Breastfeeding 

決断／利点： 

Decision / 
Advantages:  

 ページ 251-254 

  



 

クラス Classes 

参加可能な授乳・出産関連のクラス 

Available breastfeeding & childbirth 
classes 

 
 

www.uofmhealt
h.org 

 

注意事項と出産準備 Precautions & Preparing for Birth 

胎動カウント 

Fetal movement counting 
 www.uofmhealt

h.org 
 

早期分娩の兆候 

Signs of preterm labor 
 ページ 134  

分娩の兆候 Signs of labor   ページ 166-173 

 

出産 Birth 

バースセンターへの到着 

Getting to the Birth Center 
  www.uofmhealth.org 

分娩や娩出中にどんなことが起こる

か What happens during labor & 

delivery 

  ページ 166-188 

出産後の回復 

Postpartum recovery 
  ページ 239-244 

あなたの新しい赤ちゃん Your new 

baby 
  ページ 244-248 

お母さんになること Becoming a Mother 

出産後の自分と赤ちゃんのケア 

Caring for self and infant after birth 
  バースセンター配布資料 

Birth Center Handout 

出産後の乳児の安全 

Infant safety after birth 
  

ページ 244-249 & 

www.uofmhealth.org & 親

ごさんのためのお助けガイ

ドおよび新生児についての

冊子 (妊娠後期クラス) 

& Parent Survival Guide 
and Newborn Book (3rd 
Trimester Class) 

新生児用チャイルドシートの入手／

使用 

Getting / using infant car seat 

  妊娠後期クラス 

3rd Trimester Class 

避妊／家族計画 

Contraception / family planning 
  ページ 296-297 

 

www.uofmhealth.org のウェブサイトの情報を閲覧するには、次の手順に従ってください： 「医療サ

ービス」のタブをクリックし、「妊娠と出産」を選択します；その後、左側の欄外にある「患者指導

用資料」をクリックしてください。 

To precede with the information on the website www.uofmhealth.org the steps you would follow would 
be: Click on the “Medical Services” tab then select; “Pregnancy and Childbirth” then you would click 
on “Patient Resources” that is along the left hand margin.  
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