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★今まで自分一人の身体だったら気軽に食べられていたものも、赤ちゃんを授かると「何

を食べたらいいの？」「気をつけなくちゃダメな食べ物は？」といろいろ気がかりなもの。

「食事はバランスよく、規則正しく決まった時間に食べること」

がまずは基本になりますが、妊娠中に特にとりたい食べ物、控えたほうがよい食べ物をご

紹介していきます。

妊娠中に必要な栄養ってどんなもの？

①葉酸

★葉酸は代謝に関わりが深く、たんぱく質や核酸の合成に働いて細胞の生産や再生を助

け、体の発育を促してくれます。そのため、細胞が新しく作り出される時に必要な栄養素

です。妊娠初期は神経管を元に脳や神経、心臓といった様々な器官が作られる時期で、葉

酸の摂取により、胎児の神経管閉塞障害の発症リスクが軽減されると言われています。

１日 480㎍の葉酸をとろう‼

★葉酸は元々ほうれん草から発見されたビタミンで、緑黄色野菜や果物に多く含まれて

おり、野菜を 1日 350g 摂取するなど各食品について適正な摂取量を確保すれば目安量

である１日480㎍の葉酸摂取は可能と言われています。

まだまだ20代～40 代女性の野菜摂取量の平均値は、300g にさえ届いていないのが

現状なので、野菜をしっかりとって、葉酸の摂取も増やしていきましょう!!

妊娠中の食事について

Q.神経管閉塞障害ってなに？

A.赤ちゃんの先天性疾患のひとつで、脳や脊髄などの中枢神経

の元になる「神経管」の一部が塞がり、脳や脊髄が正常に機能

しなくなる疾患。

㎍・モロヘイヤ（60g）…150

㎍・ほうれん草（70g）…147

㎍・冷凍えだまめ（40g）…124

❢㎍・ブロッコリー（50g）…105 などは葉酸を多く含んでいます

※（）内のグラムは1食で食べる目安量で

とくに

http://3.bp.blogspot.com/-v3bUhbtBi1Y/UUFxxbikL-I/AAAAAAAAO1A/vqZw9bYuabY/s1600/vegetable.png
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②カルシウム

★カルシウムの摂取量が足りないと、お母さんの骨や歯にもともと蓄積されていたカル

シウムがどんどん溶け出して赤ちゃんに届けられるので、お母さんの骨や歯がどんどんも

ろくなり、将来的に骨粗しょう症になる可能性が高くなります。

１日 650mg のカルシウムをとろう‼

例えば…

★このように食品から650mgのカルシウムをとることは可能

です。いろいろな食品から摂取するようにしましょう‼

《牛乳・乳製品》

牛乳（普通） コップ１杯（180g）…198mg
プレーンヨーグルト（80g）…96mg
プロセスチーズ（1個約 20g）…126mg

《海藻類》

ほしひじき（5g）…50mg
乾燥カットわかめ（5g）…41mg
とろろこんぶ（5g）…33mg

《魚介類》

さくらえび素干し（5g）…100mg
しらす干し〈半乾燥品〉（20g）…104mg
ししゃも（1尾 20g）…66mg

《野菜》

モロヘイヤ（50g）…130mg
小松菜（50g）…85mg
チンゲン菜（50g）…50mg
切干大根（10g）…50mg

《大豆製品》

がんもどき（小 1個 25g）…68mg
納豆（1パック 50g）…45mg
もめん豆腐（1/4丁 75g）…65mg
※木綿豆腐は絹ごし豆腐の、約1.5 倍の

カルシウムを含んでいます。

1 回あたりに食べる目安量に含まれるカルシウム量

朝食

・牛乳 1
杯

昼食

・納豆 1パック
・しらす干し

20g

カルシウム

658mg摂取
‼

夕食

・小松菜 50g
・さくらえび

5g

間食

・プロセス

チーズ 1個

http://2.bp.blogspot.com/-PBeDnzNC1iU/U82wttwJFSI/AAAAAAAAjCQ/4rWea_JxPGg/s800/body_hone_good.png
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③鉄

★鉄は赤ちゃんの成長に欠かせない栄養素で、優先的に胎児に送られてしまいます。体

内では赤ちゃんに血液を送るため、血液の量そのものが大きく増加します。ただ血液の量

が増えても中身が増えるわけではないので、血液自体は薄くなります。そのため妊娠中の

お母さんたちが、鉄不足から貧血になってしまうケースが少なくありません。特に、妊娠

中期・後期は妊娠していない頃に比べ、約2倍の鉄が必要になるので、上手に鉄を取り入

れなければなりません。

1 日 妊娠初期 9.0mg 程度、妊娠中期・後期 2１.0mg 程度

の鉄をとろう‼

鉄の吸収をよくするワンポイントアドバイス

★鉄分は、たんぱく質とビタミンを組み合わせると吸収が高まります。たんぱく質

の肉や魚、ビタミンの野菜を一緒にとりましょう。

1 回あたりに食べる目安量に含まれる鉄の量

・鶏レバー（50g）…4.5mg ・豚レバー（50g）…6.5mg

・あさり水煮（30g）…8.9mg ・牛もも肉赤身（70g）…2.0mg

・鶏卵（1個 50g）…0.9mg ・乾燥大豆（30g）…2.0mg

・小松菜（70g）…2.0mg ・ほうれん草（70g）…1.4mg

・高野豆腐（1個 20g）…1.5mg ・納豆（1パック 50g）…1.7mg

・がんもどき（25g）…0.9mg
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妊娠中に気をつけたいものってどんなもの？

①水銀

★お魚は良質なたんぱく質や、血管障害の予防やアレルギー反応を抑制する作用がある

ＤＨＡやＥＰＡを多く含み、健康的な食生活を営む上で重要な食材です。

ところがお魚には、食物連鎖によって自然界に存在する水銀が取り込まれ、水銀をとり

過ぎると、胎児の聴覚神経の発達に関わり、音を聞き取る反応が1/1000秒以下のレベ

ルで遅れる可能性があるといわれています。（日常生活には支障のない程度です。）

魚の種類によっては水銀量が多いものもあり、食べる量の調整が必要になってきま

す。

表）水銀を多く含む魚介類とその摂取量

特には注意が必要でないもの

キハダ・ビンナガ・メジマグロ・ツナ缶・サケ・アジ・サバ・イワシ・サンマ・タ

イ・ブリ・カツオなど

★すべての魚に水銀が多く含まれているわけではなく、主に大型の魚が挙げられてい

ます。上手に料理に魚を取り入れて、バランスの良い食事を心がけてくださいね！

魚介類 摂取量の目安（1回 80g摂取）

バンドウイルカ 2ヶ月に１回まで

コビレゴンドウ 2週間に1回まで

キンメダイ

メカジキ

クロマグロ

メバチ（メバチマグロ）

エッチュウバイガイ

ツチクジラ

マッコウクジラ

1週間に1回まで

キダイ

マカジキ

ユメカサゴ

ミナミマグロ

ヨシキリザメ

イシイルカ

クロムツ

1週間に2回まで
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②アルコール

★妊娠中の母親の飲酒は、胎児性アルコール症候群を引き起こす可能性があると

言われています。主な症状は、胎児・乳児の低体重、顔面を中心とする奇形、脳障害など

が挙げられています。胎児性アルコール症候群に治療法はなく、また少量の飲酒でも妊娠

のどの時期でも生じる可能性があることから、妊娠中の女性は完全にお酒を止め

るようにしましょう。

※胎児性アルコール症候群は、1日の純アルコール60ml 以上の摂取で高頻度の発症が

認められています。

●純アルコール60ml……ビール1250ml（中瓶約2.5本）

清酒400ml（約 2合）

ウィスキー150ml（ダブル約2.5杯）

ワイン500ml（グラス約4杯）

③カフェイン

★お母さんが摂取したカフェインは、胎盤を通過して、お腹の赤ちゃんにも成分が届

いてしまいます。未熟な胎児の代謝能力では、摂取したカフェインの成分を上手に代謝

出来ず、排泄までにとても時間がかかってしまいます。カフェインを大量に摂取する

と、低出生体重児の出産や流産、死産のリスクが上昇する可能性があるとも言われて

います。

カフェインはコーヒー以外にも含まれています‼

★カフェインといえばコーヒーを思い浮かべる方が多いと思いますが、実はコーヒー以

外にもお茶、紅茶、ココア、コーラタイプの飲料、エナジードリンクなどにも含まれて

います。しかしお茶の中でも、麦茶にはカフェインが入っておらず、安心して飲んでい

ただけます。近頃は、カフェイン０の商品も出てきているので、活用してくださいね。

アルコールは少しの間、我慢を。

麦茶はカフェイン０‼
ゼロ

授乳中もね♫
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④タバコ

★妊娠中の喫煙は、早期破水、前置胎盤、胎盤異常の原因となり、さらに早産や妊娠期

間の短縮も見られます。また胎児の成長が制限されることもあるので、低出生体重の可能

性が増加します。

出生後の乳幼児においては、乳児突然死症候群（SIDS）の原因となることが挙げられ

ています。また妊娠中の喫煙によって乳児期の肺機能が低下する原因にもなります。

便秘を予防しよう
★妊娠中は、ホルモンバランスの変化や、疲労・ストレス、また大きくなった子宮で腸が

圧迫されたりと、便通が悪くなりがちです。

食物繊維豊富な食品を食事に取り入れ、便秘を予防しましょう。

★スムーズな排便には水分も必要になってきます。食物繊維と

合わせて水分摂取も心がけましょう。

妊娠を機に、禁煙を。

・枝豆（50g）…2.5mg ・蒸し大豆（50g）…4.4mg

・おから（40g）…4.6mg ・糸引き納豆（50g）…3.4mg

・干しひじき（5g）…2.6mg ・かぼちゃ（100g）…2.8mg

・キウイフルーツ（大 1個 100g）…2.5mg

食物繊維を多く含む食品
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塩分の摂りすぎに要注意
★塩分の多い食事は、高血圧やむくみを起こし、妊娠高血圧症候群の原因になるので注意

が必要です。妊娠高血圧症候群になると、特に重症の場合には、子宮や胎盤での血流が悪

くなります。お腹の赤ちゃんはお母さんから胎盤を通して栄養をもらっているので、赤ち

ゃんは栄養不足、酸素不足になってしまうことがあります。

栄養が足りなくなると、赤ちゃんは十分に育たなくなり（胎児発育不全）、普通よりも

体重の少ない赤ちゃんが生まれたり（低出生体重児）、酸素が足りなくなると低酸素症に

なり、それが長く続くと脳にも影響がでることがあります。最悪の場合には、お腹の中で

赤ちゃんが亡くなってしまう（子宮内胎児死亡）こともあります。

減塩目標として、塩分摂取量を 1日 6.5g 未満にするよう心がけてください。

※調味料に塩分が多く含まれていることは、ご存知の方は多いと思いますが、食品の中に

も塩分を多く含んでいるものがあります。

表）１食の目安量に含まれる塩分含有量

★このように普段食べている食品にも、塩分を多く含んでいるものがあります。塩分を多

く含む食品の食べる頻度を減らすのはもちろんですが、その他に、塩分を減らすにはどの

ような工夫をすれば良いのでしょうか。

食品（メニュー）名 目安量 グラム数 塩分量

梅干し 1個 10 約 2.2g

たくあん 3切れ 20 約 0.9g

こんぶ佃煮 小皿1杯 10 約 0.7g

ウィンナー 1本 15 約 0.3g

ベーコン 1枚 20 約 0.4g

塩鮭 1切れ 60 約 1.1g

塩サバ 1切れ 80 約 1.4g

かまぼこ 1/4本 50 約 1.3g

焼きちくわ 1/2本 60 約 1.3g

食パン 5枚切り1枚 70 約 1.0g

みそ汁 1杯 ― 約1.5g

ラーメン（汁も含

む）

1杯 ― 約6.0～7.0g

うどん（汁も含む） 1杯 ― 約5.0～6.0g



8

のための工夫点

少ない食塩でもおいしく

①ダシをしっかり効かせる

★昆布、鰹、椎茸などでしっかりダシを

とることで、減塩でもおいしく食べられ

ます。

※市販の顆粒だしは塩分を多く含んで

います。

②香辛料や香味野菜を使う

★スパイスやハーブ、薬味などを利用す

ると、減塩でもおいしく食べられます。

③酸味を利かせる

★酸味を加えるとすっぱさがアクセント

になります。

④塩分は一皿だけ重点的に使う

★うす味の料理を2～3品より、しっか

り味のついた料理を1品にして、他のも

のはごくうすい味付けにする方が、メリ

ハリがでて満足感が増します。

塩分を減らすには

①汁物のとりすぎに注意する

★みそ汁は具だくさんにすると、汁の量を

減らすことができます。麺類は、汁は飲ま

ないように心がけましょう。

②食塩を多く含む食品はなるべく避ける

★漬物、佃煮、練り製品、塩鮭、肉の加工

品などは塩分を多く含んでいます。

③調味料は「かける」ではなく「つけ

る」

★調味料は料理に直接かけるのではなく、

小皿にとって、つけて食べるようにしまし

ょう。

④新鮮な食品を使う

★新鮮な食材は素材の味が十分にあり、それ

だけでおいしく食べることができます。

⑤減塩商品を上手に取り入れる

★たくさんの減塩商品が発売されています。

上手に活用しましょう。

塩分 1日 6.5g未満‼

http://4.bp.blogspot.com/-VtsRr-xjY00/Us_NcICBs8I/AAAAAAAAdJU/NNzOgC7bfWQ/s800/food_omisoshiru.png
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リステリア菌による食中毒に要注意

★リステリアは河川水や動物の腸管内など環境中に広く分布する細菌です。リステリア

に感染して重症化することはまれですが、妊婦、高齢者や免疫機能が低下している方は、

少量のリステリアでも発症し、敗血症や髄膜炎など重篤な状態（リステリア症）になるこ

とがあるなど、重症化しやすいので注意が必要です。特に妊婦が感染すると、母体が重篤

な症状になることはまれでも、リステリアが胎盤や胎児へ感染し、流産や生まれた新生児

に影響がでることがあります。

リステリア食中毒の主な原因食品例

●生ハムなどの食肉加工品

●未殺菌乳、ナチュラルチーズなどの乳製品（加熱をせずに製造されるもの）

●スモークサーモンなどの魚介類加工品

●肉や魚のパテ

※このほかにも冷蔵庫に長期間保存され、加熱せずにそのまま食べられる食品は、原

因となりえますので注意が必要です。

リステリアは冷蔵庫内（4℃以下の低温）でも増えるので、冷蔵庫を過信せず、

食品は期限内に（開封後は速やかに）食べるよう心がけましょう。リステリアは

加熱により死滅するので、過熱して食べることも、予防対策の一つです。

家庭で出来る予防方法

●生野菜や果物などは食べる前によく洗う。

●期限内に食べるようにする。

●開封後は、期限に関わらず速やかに消費する。

●冷蔵庫を過信しない。

●冷凍庫やチルド室で保存する。

●加熱してから食べる。

これらの予防方法はその他の食中毒の予防にも有効です。
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妊娠中の体重増加はお母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に
★妊娠中の適切な体重増加は、健康な赤ちゃんの出産のために必要です。不足すると、早

産や SＧＡ（妊娠週数に対して赤ちゃんの体重が少ない状態）のリスクが高まります。不

安な場合は医師に相談してください。

《上手な食べ方のポイント》

・規則ただしく３食、いろいろな食品をバランスよく食べる。

・高カロリーの菓子や油脂類をとり過ぎないように注意する。

・夜食はやめる。

・外食・加工食品に偏らないようにする。

・ゆっくりよく噛んで食べる。

妊娠前の体格※2 体重増加量指導の目安

低体重（やせ）：BMI18.5 未満 12～15kg

ふつう：BMI18.5 以上 25.0 未満 10～13kg

肥満（1度）BMI25.0 以上 30.0 未満 7～10kg

肥満（2度以上）：BMI30.0 以上 個別対応（上限 5kg までが目安）

※1 「増加量を厳格に指導する根拠は必ずしも十分ではないと認識し、個人差を考慮し
たゆるやかな指導を心がける」産婦人科診療ガイドライン編 2020ＣＱ010 より
※2 日本肥満学会の肥満度分類に準じた。

妊娠中の体重増加指導の目安※1

BMI とは？BMI（Body Ｍass Index）は、身長と体重から算出される

肥満や低体重（やせ）の測定に用いられる指標です。

計
算
式 例）身長 160 ㎝、体重 50kg の人の BMI は？☞50（kg）÷1.6（m）÷1.6（m）＝19.5

BMI＝体重 （kg）÷身長 （m）÷身長 （m）

妊娠中の適切な体重増加は、健康な赤ちゃんの出産のために必要です。
体重増加には、個人差があります。また浮腫（むくみ）が起こると急に
増えることもあるので、不安な場合は医師に相談してください。
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Q＆A コーナー

食品についての質問 答

香辛料は使っても大丈夫ですか？ 香辛料は体をあたためて血流を良くしてく

れる効果があり、適量なら問題ありませ

ん。シナモン、ウコン、セージ、ナツメ

グ、バジル、フェンネル、ラベンダー、カ

モミール、ローズマリーなどハーブ類やス

パイスの一部は、子宮刺激作用があります

ので、過剰な摂取は控えてください。

生姜は食べても大丈夫ですか？ 生姜は、吐き気を軽減する作用や、冷え性

改善にも効果がありますが、大量に摂取し

たときの安全性は分かっていません。

大豆イソフラボンをとることで赤ちゃん

になにか影響がありますか？

大豆イソフラボンが赤ちゃんにどのような

影響を及ぼすかは分かっていませんが、食

卓にあがる程度なら食べても問題はありま

せん。ただし、サプリメントで追加摂取す

ることは推奨されていません。

生卵は食べても大丈夫ですか？ 生卵は、サルモネラ食中毒の原因になるこ

ともあります。生卵を食べたら必ずしも食

中毒になるというわけではありませんが、

妊娠中は控えたほうが良いとされていま

す。

生魚は食べても大丈夫ですか？ 魚は健康的な食生活を営む上で重要な食材

になります。ただ生魚は、鮮度や衛生面に

注意する必要があります。魚には食中毒を

引き起こす細菌がいることもあるので、鮮

度が良いものを選び、食べすぎには注意し

ましょう。

スイカは食べてもいいですか？ スイカは、カリウムも豊富で食べても問題

ないですが、過剰に食べ過ぎると、身体を

冷やす作用があるので注意してください。

甘酒は飲んでも大丈夫ですか？ 甘酒には、「米こうじ」で作ったものと

「酒粕」から作ったものの2種類がありま

す。米こうじで作った甘酒は、アルコール

が入っていないので、飲んでも問題ありま

せん。酒粕で作った甘酒は、アルコールが

多少入っているので、加熱してアルコール

をとばしてから飲むか、妊娠中は控えるよ

うにしてください。
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炭酸飲料をよく飲みますが、飲みすぎる

とどうなりますか？

炭酸飲料は、砂糖がたくさん入っており、

飲みすぎは妊娠糖尿病を招く恐れがあるの

で注意が必要です。またカフェインを含ん

でいるものもあります。

カフェインの摂取による胎児への影響は５

ページを参考にしてください。

朝食にシリアルを食べることが多いけ

ど、大丈夫ですか？

シリアルは、糖分をたくさん含んでいるも

のもあるので、食べるのであればプレーン

タイプのものがおススメです。

甘いものが食べたくなった時は、どんな

ものを食べたら良いですか？

チョコレートやクッキー、ケーキなどのお

菓子類は糖分が多く含まれていて、たくさ

ん食べると妊娠糖尿病のリスクを高めるお

それがあります。せっかく間食に食べるな

ら栄養のある、果物やさつま芋などがおス

スメです。

妊娠中はカフェインを控えたほうが良い

というけれど、飲んでも大丈夫な量はど

れくらいですか？

カフェインはコーヒーだけでなく、お茶、

紅茶、ココア、エナジードリンク、コーラ

タイプの飲料にも含まれています。このよ

うなカフェインが入っている飲料は、1日

1杯程度にしましょう。

カルシウムが不足しないように、サプリ

メントで補うようにしています。

サプリメントからカルシウムを大量に摂取

すると、腎臓結石、心血管障害のリスクが

増大するといわれています。カルシウムは

食事からでも必要量の摂取は可能です。詳

しくは2ページを参考にしてください。
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～低カロリーで鉄分・カルシウムをとりたい方におすすめ～

小松菜とあさりの炒め煮

エネルギー 鉄分 カルシウム 繊維 塩分

５７ｋｃａｌ ９．２ｍｇ １６０ｍｇ １．５ｇ １．４ｇ

材料(4 人分)

小松菜 1束

あさり(水煮) ９０ｇ

酒 大さじ１

みりん 大さじ１

しょうゆ 大さじ２

作り方

①小松菜は洗って色よく塩ゆでし、冷水にとって水気を

しぼり、３～４ｃｍ長さに切る

②あさりはざるにあげて水気を切る

③鍋に調味料を入れてひと煮立ちさせた中にあさりを入

れさっと煮る

④小松菜を入れてひと煮し、煮汁をからめ器に盛る

１人分

～カルシウム・食物繊維をとりたい方におすすめ～

大豆の五目豆

エネルギー 鉄分 カルシウム 食物繊維 塩分

１２３ｋｃａｌ １．２ｍｇ ７６ｍｇ ４．８ｇ １．８ｇ

材料(4 人分)

大豆(水煮) ２００g

こんぶ(５ｃｍ角) １枚

人参 中１/２コ

こんにゃく １/４枚

塩(塩もみ用) 少々

乾燥ひじき ５ｇ

さとう １/３カップ

塩 １つまみ

しょうゆ 大さじ１・１/２

作り方

①こんぶは１０等分くらいにし、カップ１杯の水につけ

る

②人参は１㎝角に切る。こんにゃくは塩でよくもみ、ゆ

でて１㎝角くらいに切る

③ひじきはもどす

④鍋に大豆・こんぶ・人参・こんにゃく・ひじきを入れ、

こんぶのつけ汁をひたひたに加えて火にかける

⑤煮立ったら砂糖を入れて５分煮、塩･しょうゆを入れ

て野菜とこんぶがやわらかくなって大豆に味がしみ

こむまで弱火から中火で煮込む

１人分
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～鉄分をとりたい方におすすめ～

鶏レバーときのこの炒め煮

エネルギー 鉄分 カルシウム 食物繊維 塩分

１２７ｋｃａｌ ７．１ｍｇ ８ｍｇ １．８ｇ １．９ｇ

材料(4 人分)

鶏レバー ３００ｇ

生しいたけ ６枚

しめじ １００ｇ

土生姜 少々

炒め油 小さじ１

しょうゆ ５０ｃｃ

さとう 大さじ１・１/２

みりん 小さじ１

作り方

①鶏レバーは１口大より少し大きめに切り少し濃いめの塩

水に３０分位さらして血抜きする

②生しいたけ、しめじは石づきをとり、しいたけは４つ位に

切り、しめじは４～５ｃｍに切る

③きのこを先に炒めて取り出す

④同じフライパンで千切りにした土生姜を炒めレバーを加

えてさらに炒める

⑤炒めておいたきのこを混ぜ調味料で味つけする

１人分

～塩分を控えたい方におすすめ～

簡単酢の物

エネルギー 鉄分 カルシウム 食物繊維 塩分

２５ｋｃａｌ ０．３ｍｇ ９ｍｇ ０．４ｇ ０．４ｇ

材料(４人分)

長いも １００ｇ

もずく酢 １００g

あさつき 少々（お好みで）

ゆずの皮 少々（お好みで）

作り方

①長いもは皮をむき、好みの大きさに切る

②ボウルに①と味付けもずくを入れ、混ぜ合わせる

③器に盛り付け、その上にお好みで、あさつき（小口

切り）やゆずの皮（細切り）を盛り付ける

１人分

長いものかわりに、大和いも、洛いも（自然

薯）でも美味しく召し上がれます。




