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要約
　妊娠中の有酸素性トレーニング
とレジスタンストレーニングは、母
親と胎児にきわめて大きな利益を
もたらし、分娩と出産後の回復を促
進する。体幹深部の筋力を強化する
ために日常の運動や姿勢の重要性
を意識すること、また、不快感を伴
うエクササイズを避けることによ
り、日常機能における可動性を改善
しながら妊娠中に発症しやすい疾
病を最小限に抑えられるだろう。

の健康状態と過去の病歴を多く知るこ
とができれば、それだけクライアント
に適した特異的なプログラムを作成で
きる。単なるワークアウト以上の、さ
らには身体全体のバランスを生み出す
ワークアウトを作成すべきである。例
えば、「真っ直ぐ姿勢良く立ってくださ
い。背筋を伸ばして座ってください。」
というように、クライアントが 1 日を
通じて実施できる、家に持ち帰れるヒ
ントを提供することが必要である。そ
のような簡単で小さなヒントは、エク
ササイズセッション中に指導されたテ
クニックを実践し、日常生活に応用す
ることにも役立つだろう。
　セッションは毎回、クライアントの
気分の良し悪しを尋ねることから始め
なければならない。日によっては非常
に気分が良い日もあるので、ワークア
ウトをそれに従って調節するとよい。

（次節で説明するように）妊娠初期（最
初の 3 ヵ月）に筋力の増大に取り組む
ことが重要であるが、クライアントが
最高に気分が良いと感じられるように
手助けすることも重要である。そして、
ワークアウトに来たとき以上に気分
良くクライアントを帰すべきである。

　妊娠はその進行に伴い、ワークアウ
トの修正と調整が必要となる様々な変
化をもたらす可能性があるが、有酸素
性トレーニングとレジスタンストレー
ニングはいずれも母子双方に大きな利
益をもたらすことができる（18,19）。あ
る特定の運動を避けながら、適切な調
整と体幹深部の強化を意識することに
より、クライアントは妊娠と出産に備
えることができ、また、母親としての
育児における役割や身体的要求に応え
る準備もできるだろう。
　妊娠中のクライアントとのエクササ

One on One 連載 36

イズセッションを始める前に、エクサ
サイズ専門職（EP）は、必ず以下の質問
を行ない、併せて、医師から書面によ
る許可を得ることが推奨される。
・妊娠してからどのくらい経っていま

すか（何週目ですか）。
・これまでに妊娠を経験していますか。

出産経験がある場合、お子さんは今
いくつですか。

・現在または前回の妊娠中、安静が必要
とされたり、活動が制限されたりし
ましたか。

・どのような種類の運動に興味があり
ますか。以前どのような運動をした
ことがありますか（ウェイトトレー
ニング、ピラティス、ヨガ、高強度、
低強度、ランニング、バイクエクサ
サイズ、クロスフィットなど）。

・流産、手術、慢性痛、側弯症などの病
歴がありますか。

・現在なにか不快な症状がありますか。
・腹直筋離開がありますか（腹直筋離開

の節を参照）。臍ヘルニア、骨盤臓器
脱はありますか。毎日失禁が起きた
り、力を入れたときに（咳、くしゃみ、
ジャンプなど）失禁が起こりますか。

　妊娠中のクライアントにおける現在
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ば、クライアントは軽い会話を交わす
ことができるはずである。会話がほと
んど不可能であれば、強度が高すぎる
ので、強度を下げる必要がある（1）。ト
レーニング研究により、レジスタンス
トレーニングと有酸素性トレーニング
を合わせて行なうことは、単に有酸素
性トレーニングだけを行なうよりも利
益が大きいことが示されているため、
レジスタンストレーニングを取り入れ
る必要がある。特に、妊娠糖尿病と妊
娠高血圧症の危険性が有意に低下する
ことは注目に値する（18）。妊娠中のク
ライアントのために、エクササイズに
対する絶対的また相対的禁忌を理解す
ることが重要である。本稿の表 1 に、
妊娠に特異的なエクササイズ処方に推
奨される頻度、強度、時間、種類（FITT）
の原理を示した。

良い姿勢を促す
　特に妊婦に子育て中の幼児がいる場
合は、背部痛を予防し最小限にするた
めに、良い姿勢と適切な抱き上げ方を
奨励する。
ヒント：
・クライアントがどのように日常生活

を送っているか（座る、立つ、前かが
みになる）を尋ね、時々姿勢を変え
ること、座った姿勢から立ち上がる
こと、スクワットを短いセットで行

ワークアウトセッションを終えたとき
に、来たとき以上に疲れ切っている場
合は、強度か持続時間、またはその両
方を高く設定しすぎた可能性がある。
各セッション、そして各エクササイズ
にすべて目的がなければならない。し
かしながら、そのエクササイズが適切
でないと感じられる日には、または適
切な調整を施したあとでも適切でない
と感じた場合には、無理をせずに他の
エクササイズに進むことが重要であ
る。

妊娠中のエクササイズのガイドライン
　妊娠初期には筋力に重点を置くこと
が重要である。クライアントが体幹深
部筋の連動に気付き、良い姿勢を保て
るように手助けすることで「身体意識」
を育む。そして、妊娠が進んだ場合に
は行なうことのできないエクササイズ
を取り入れる。例えば伏臥位で行なう
背部の強化エクササイズや関節可動域
全体で行なうランジとそのバリエー
ション、プランクとバリエーション、
およびコアエクササイズなどを実施す
る。
　妊娠中の女性は、毎日ではなくても
ほぼ毎日、約 30 分程度（1）から 1 時間
まで（5）、中強度のエクササイズを行な
うことが推奨される。トークテストを
用いて強度を決定する。中強度であれ

なったり歩き回ったりすることを奨
励する。

・真っ直ぐ立ち、頭頂部を引き上げ、膝
をロックしないようにして、1 日を
通じて体幹深部を軽く活性化するこ
とを思い出させる。

・物を持ち上げるときの適切な姿勢を
教示し、特に、背中を使って持ち上
げないように指導する。ランジとス
クワットは、持ち上げる際の適切な
テクニックを指導する有効なエクサ
サイズである。

腹直筋離開
　腹直筋離開は腹直筋の分離、具体的
には結合組織である白線が広がること
である（9）。妊娠により皮膚と腹部の筋
膜がともに大きく引き伸ばされるが、
45 歳以上の女性はより重度の腹直筋
離開を経験する可能性が高い（9）。腹直
筋離開を最小限に抑えるために、出産
前のクライアントに役立つことは多数
ある。
　以下の助言は、腹直筋離開を防ぎ最
小限に抑えるために役立つだろう。
・妊娠中期（ 4 ～ 6 ヵ月）に入ったら、ま

たは腹部が円錐状に出っ張ってきた
ら直ちに、仰臥位での前屈を避ける

（11）。筋腹を出っ張らせるようなエ
クササイズはすべてこれに当てはま
る。妊娠中の腹部は、中央が丸く滑

表 1　妊娠中のFITT原理の活用

有酸素性トレーニング レジスタンストレーニング

頻度 3 ～ 5 回／週 2 ～ 3 回／週

強度
中強度のエクササイズ：RPE 12 ～ 13 
高強度のエクササイズ：RPE 14 ～ 17

8 ～ 10 レップまたは 12 ～ 15 レップ、最大下の強度で中程度に
疲労するまで

時間
中強度のエクササイズを 30 分／日、合計≧150 分／週
または高強度のエクササイズを合計 75 分／週

初心者：1 セット
経験者：2 ～ 3 セット

種類
自体重および非荷重運動：ウォーキング、水泳、グループ
エクササイズ、ハイキングなど

各種マシーン、フリーウェイト、自体重エクササイズ：スクワット、
シーティッドロウ、大筋群を鍛えるすべてのエクササイズ

出典：American College of Sports Medicine, ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th ed, Wolters Kluwer, 2017（15）
RPE＝主観的運動強度
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らかに盛り上がっているはずである
が、腹部を見たとき中央部が円錐状
にやや膨れている場合は、白線が若
干分離しているか、少なくとも幅が
広がり薄くなっていることを示して
いる可能性がある。

・それぞれのエクササイズで、十分に背
筋を伸ばした姿勢をとるとともに、
体幹深部の筋群の強化に焦点を当て
る（体幹深部に焦点を当てた筋力強
化の節を参照）。

・クライアントの筋腹が硬く締まって
いるように感じる場合は（特に、初め
ての妊娠ではよく起こる）、腹筋や皮
膚を引き延ばせるように、クライア
ントに腹部を楽に緩める練習を行な
わせる（写真 1 ）。

・仰臥位をとるために姿勢を変えると
きは、まず横臥位をとり、それから
背中が下になるように回転する。こ
の方法により、腹腔内圧を大きく減
らすことができる。仰臥位から立位
へと移行するためには、いきなり身
体を起こさずに、まず背中で左右ど
ちらかに回転してから起き上がり、
ベッドから出る。大きなアンバラン
スが生じないように、左右どちらか
らでも起き上がれるように練習する
ことが望ましい。クライアントが休
息の必要性を感じている場合や、頭
がふらついている場合は、下大静脈
と心臓への血流減少を避けるため
に、左側を下にして横になるように
勧める。

　腹壁の筋膜を刺激することにより、
体幹深部の筋群を強化することは、妊
娠中の腹直筋離開を最小限に抑え、出
産後の回復を容易にする上で大きな役
割を果たすことを理解することが重要
である（9）。たとえクライアントがかつ
て腹直筋離開を経験したか、あるいは
すでに離開している場合でも、体幹深

部を効果的に鍛えることにより、さら
なる分離を最小限に留めることができ
る（体幹深部に焦点を当てた筋力強化
の節を参照）。

体幹深部に焦点を当てた筋力強化
　計画的に組み立てられたエクササイ
ズプログラムに、骨盤をニュートラル
に保持しながら体幹深部の筋力強化に
重点を置いたエクササイズを取り入れ
ることが適切である（12）。この組み合
わせが不良姿勢を防ぎ、現在の失禁の
症状を軽減し、将来的な腰痛、股関節
痛、頸痛、姿勢不良、骨盤の臓器脱、お
よび腹直筋離開などの発生を予防する
ことに役立つ。骨盤底に圧力のかかる
エクササイズや失禁を起こすエクササ
イズは避けることが重要である。失禁
は、そのような動作やエクササイズに
対して体幹深部筋の強度が不十分な証
拠だからである（9）。
体幹深部には以下が含まれる：
・骨盤底筋と内閉鎖筋（8）
・腹横筋と内腹斜筋（8,12）
・多裂筋、肋間筋と胸腰部脊柱（8）
・横隔膜、骨盤底、および筋膜が一体と

なる腸腰筋（8）
・腹壁の筋膜層を含む、体幹内部で相互

につながる筋膜（8,9）
　体幹深部の筋群は、すべてが協調し

て重要な機能を果たしている（8）。骨盤
底を強化することにより、分娩の活動
期の時間が 60 分以下に抑えられる可
能性が増すことが知られている（16）。
第 3 期（ 27 週～）で論じるように、筋群
を弛緩させることも分娩に備えるため
に重要な役割を果たす。
　運動とエクササイズを通して体幹
深部筋を強化することは、総合的な筋
力と活力の向上をもたらし、疼痛を軽
減し、自信を高め、腹直筋離開を最小
限に留める。さらに、潜在的により楽
で早い分娩と回復の準備を整え、帝
王切開による緊急出産の可能性を減
少させる上でも重要な役割を果たす

（1,4,16,18,20）。

体幹深部の連動を指導する
・最初に息を吸って（骨盤底を含む）体

幹深部の筋群を緩める。
・息を吐き出して骨盤底筋を軽く収縮

させる（恥骨から尾骨に、また座骨か
ら座骨へ）。エクササイズを行なう際
は、この呼吸のあと、動作を始める。

・骨盤底から頭頂部まで「軽くジッパー
を閉める」、あるいは「濡れたタオル
を持ち上げる」などの指示を与える。

・体幹深部筋の活性化と適切な呼吸が
制限されるため、脊椎に向かって腹
部を引き込んではならない（9）。

写真 1　腹部を楽にした姿勢と深呼吸。この姿勢と深呼吸を取り入れることは、腰痛の緩
和に役立ち、酸素供給と呼吸が改善され、体幹深部の筋群の緊張を緩められる。この姿勢
は第 3 期に特に重要である。
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・姿勢と体幹深部の筋力に良好な影響
を及ぼすために、体幹から頭頂部ま
で背筋を真っ直ぐに伸ばす。

・横隔膜呼吸（胸郭の側方と後方を膨ら
ませる意識で息を吸う）をするよう
に促す。胸郭下部を「下方に丸く」包
み込むような動きを加えながら、前
述のように背筋が伸びているのを感
じながら息を吐く。骨盤底に不要な
力が加わらないように、息を止める
エクササイズは避ける（9）

　骨盤底筋と殿筋を軽く連動させる
が、力を込めないように指導すること
が重要である。EPはクライアントの
呼吸と骨盤の位置によりある程度それ
を判別できる。呼吸を止めたり、骨盤
を押し込んたりしているのに気付いた
ら、体幹深部の筋群を連動させようと
して筋群が過剰に活動している可能性
が高い。多くの人にとって、この呼吸
法は最初は違和感があるが、練習と時
間を重ねることで上達する。スクワッ
トやその他の全身運動は体幹深部筋を
鍛えるのに適しているが、運動を通し
て背筋を伸ばすことは、クライアント
が筋や筋膜の活動に気付き、保持する
ために重要な役割を果たす。

腰痛の軽減
　妊婦の 60％以上が、妊娠中に何らか
の腰痛を経験する（1）。しかし、痛みを
軽減し、妊娠が進むにつれて悪化する
ことを防ぐことは可能であり、体幹深
部筋の強化を指導することが主要な役
割を担う。例えば、可動域の急激な減
少を抑えるのに役立つ、脊椎関節の動
きを促進するエクササイズを取り入れ
ることができる。スタビリティボール
エクササイズを取り入れることによ
り、妊娠中の腰痛が軽減され、日常生
活の機能がより容易に果たせるように
なる可能性がある（20）。日常的な運動

を奨励するとともに、キャットカウ、
アーチ＆ラウンド、フォワードロール
などの簡単なエクササイズを 1、2 種
目クライアントに提示する。それら
はすべて体幹深部の活性化を伴う脊
椎の関節運動に焦点を合わせている

（写真 2、3、4 ）。フォームローラーリ

リースのエクササイズ（写真 6 ）と並ん
で、スクワットwithローテーション（写
真 5 ）のような全身エクササイズを行
なうこと、そして 1 日中良い姿勢を保
持することは、妊娠中の腰痛を軽減す
ることに役立つ。

写真 2　キャットカウ。股関節、下背部、骨盤周辺の疼痛緩和にキャットカウを取り入れ
る。背を伸ばしながら息を吸い、丸めながら息を吐く。この運動は、全妊娠期間を通じて、
体幹深部の筋群を鍛え、股関節、腹部、下背部の緊張を和らげるのに適している。

写真 3　アーチ＆ラウンド。このアーチ＆ラウンドエクササイズを取り入れて、下背部と骨
盤の疼痛緩和に役立てる。この運動は、全妊娠期間を通じて股関節、腹部周辺の緊張を和ら
げるとともに、体幹深部の筋群を意識し、強化する方法を妊婦に指導するのに適している。
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ストレスのない状態を保つ
　妊娠中の不安は、従来より、胎児の
発育（17）、仮死、早産、低体重出生（6）
や小児期の問題（13）などに関連がある
とされる。そのため妊娠中のクライア
ントのワークアウトは、ストレスのな
い状態で行なうことがきわめて重要で
ある。クライアントには、ワークアウ
トに来たときよりもさらにエネルギー
やパワーがあると感じながら帰宅して
もらうことが理想である。これはクラ
イアントによって異なり、ストレスを
軽減するためにより高強度のワークア
ウトを必要とするクライアントもい
ると思われる。しかし、特に妊娠終盤
に近づくにつれて、多くの妊婦は、気
分が良くなるエクササイズを選択し、
ゆっくり呼吸することに重点を置いて
レップを行なうことがストレス発散に
なることに気付くだろう。

運動の利益について教育する
　適切な自覚と教育は、多くの妊娠中
の母親が直面する一般的な障壁であ
る。多くの女性は妊娠中に身体活動が
減少するが、それは妊婦の半数以上が、
活動により実際に活力が低下すると考
えていることによる（10）。多くの妊婦
は、妊娠中に活動的な状態を保つこと
により妊娠糖尿病のリスクを減らせる
ことに気付いていないし、また、妊婦
が過体重になるとその子どもも過体重
になる可能性が高いことを認識してい
ない（10）。
　EPは、ワークアウトにより活力が
増すことを現場で実際に見て知ってい
るからこそ、クライアントとのコミュ
ニケーションの道を常に開けておき、
ワークアウトを妊婦の状態に応じて調
節することが推奨される。EPは、クラ
イアントがより高強度で運動できると
わかっていても、妊婦がその妊娠段階

写真 4　フォワードロール。フォワ－ドロールは背部痛と頸痛を緩和し、コアの強化と脊
椎の伸展に役立つ。背骨の一つひとつに意識を向けながら運動するが、腹腔内圧を高める
ことのないよう、股関節を膝の真上か後ろに留めておくことが重要である。

写真 5　スクワットwithローテーション。スクワットwithローテーションは、体幹深部の
筋力を強化し、痛みを緩和しながら、全身の筋力を鍛え、筋膜を刺激する重要な全身エク
ササイズである。
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で強度を高めることを快適に感じない
可能性もある。したがってクライアン
トの意向に従いつつも活動的な状態を
保ち、頻繁に身体を動かし続けるよう
に励ますことが重要である。

各妊娠期間に特異的な調整
　表 2 は、各妊娠期間のエクササイズ
処方に必要な調整のまとめと助言を
示している。以下の節では、各期間の
調整に関するより詳細な情報を提供す
る。

第 1 期（妊娠 1 ～ 12 週）の調整
・仰臥位での前屈を避ける：腹部の外見

から、妊娠が明らかにわかるように
なったあと、腹部が円錐状に突き出
している場合、ニュートラルな脊椎
姿勢で体幹深部筋の連動を維持する
ことができなくなった場合、または
妊娠 12 週に達した場合。

写真 6　フォームローリングリリース。フォームローリングリリースは、下背部、股関節
および坐骨周辺の痛みの緩和に役立つ。

表 2　各妊娠期間の調整の概要

第 1 期 第 2 期 第 3 期

「トークテスト」を用いて強度を決める。 ✓ ✓ ✓
必要に応じて強度を下げる。 ✓ ✓ ✓
すべての伏臥位のエクササイズを避ける。 ✓ ✓ ✓
仰臥位の前屈を避ける（あらゆる体位で行なう伝統的なクランチを含む）。 ✓ ✓ ✓
過度なストレッチングを避け、心地よく痛みのないところまでストレッチする。 ✓ ✓ ✓
恥骨結合部と骨盤周辺を過度にストレッチする運動を制限する。 ✓ ✓ ✓
急激に姿勢を変えない。 ✓ ✓ ✓
体幹深部の筋群を強化するエクササイズを取り入れる。 ✓ ✓ ✓
活力を高めるエクササイズを取り入れる。 ✓ ✓ ✓
仰臥位をとるときは、まず横向きに寝てから背中を下にして寝る。起き上がるときは、まず
横向きに回転してから身体を起こし、ベッドから出るように指導する。

✓ ✓

深い腹式呼吸をするように促し、毎日練習する。 ✓ ✓
円靭帯に痛みがある場合は、ランジ、ランニング、ウォーキングなどの運動は最小限にする。 ✓ ✓
恥骨結合部の機能不全がある場合は、スクワット、ランジ、ランニング、場合によってはウォー
キングなどの運動を最小限にする。

✓ ✓

2 分以上長く仰臥位をとらない。気分が悪い場合や医師から指示がある場合は、仰臥位を完
全に避ける。

✓ ✓

情緒の安定を図り、1 日を通じて全身を動かすように促す。 ✓
妊娠中のクライアントの漸進的エクササイズプログラムを作成する際に役立つ、各期に特異的な調整のリストを簡略にまとめた。
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・リラキシンホルモンのため、過度のス
トレッチングは避ける（2）。心地良く
感じるが決して痛みを感じることの
ない範囲でストレッチングをするこ
とを促す。恥骨結合部と周囲の骨盤
周辺を過度にストレッチする運動を
制限する。妊婦は、妊娠が進むにつ
れて、骨盤内や骨盤周辺の不快感に
気付く可能性も高いと思われる。筋
長と筋力を促進するエクササイズに
よるストレッチングは、妊娠が進む
につれて最大の利益をもたらすだろ
う（写真 2、3、4、5 ）。

・転倒の可能性を高める姿勢は避ける。
副腎皮質ホルモンの変化が血管拡張
と血液量の増加をもたらすため、妊
婦はふらつきや目まいを感じやすい

（4）。
・エクササイズの総量の調整は必要で

はないと思われる。Dr. James Clapp 
Ⅱは、身体コンディションの整った
妊娠中のアスリートは、運動後に過
度な疲労を感じなければ、通常の強
度の 65 ～ 90％で週 5 回以上安全に
運動できることを明らかにした（4）。

・トークテストを用い、中強度である
ことを確認する。妊婦は運動中、軽
い会話を続けられることが必要であ
る。相当息切れしている場合は、強
度を下げるべきである（1）。妊娠中の
クライアントは常に運動を軽度に留
めること、無理は禁物である。

・不快感のあるエクササイズ、素早い方
向転換が必要な運動、スキーの滑降、
コンタクトスポーツおよびスキュー
バダイビングなどの運動は避ける

（2）。
・妊娠前、定期的にランニングを行なっ

ていた妊婦にとっては、ランニング
は良い選択肢かもしれないが、ラン
ニングにより気分が悪くなったり痛
みを感じるようになった場合は、ラ

ンニングの量を減らすか、ウォーキ
ング、水泳、エリプティカルバイク
やステーショナリーバイクなど、他
の心臓血管系エクササイズに置き換
えるとよい（2）。

・ワークアウトを行なっている際は、
特に暖かい気温では、十分に水分を
補給することが重要である。しかし、
妊娠により皮膚と肺から熱を発散す
る能力が向上するため、実際は、体
温が高くなりすぎるという心配はあ
まりない（4）。とはいえ安全を重視し
て、慎重に、また過度に高い気温を
避けることが得策である。気温が高
めのときは調節の効くように重ね着
をし、たくさん水を飲むよう促す必
要がある。

・自体重、フリーウェイト、エクササ
イズバンドなどを用いて、大筋群を
トレーニングすることが重要であ
る（15）。スクワット、ランジ、シー
ティッドロウまたはスタンディン
グロウ、トライセップスプルダウン
またはキックバック、バイセップス
カールなどのエクササイズを取り入
れて、妊娠の進行に伴い順次調整を
行なう。

・負荷を減少させる。
・可動域を減少させる。
・引く運動の方向を変える。（例えば、

特に妊娠中期によく行なわれるよう
に、腹腔内圧を低下させるために、
シーティッド・ラットプルダウンを
ニーリング・ラットプルダウンに調
整することが必要な場合がある。）

第 2 期（妊娠 13 ～ 26 週）
　多くの妊婦は第 1 期には疲労感が増
したり、吐き気があるために運動をす
る気にならない可能性がある。あるい
は医師からの第 1 期の運動を避けるか
制限するべき理由を告げられている可

能性もある。しかし第 2 期に入ると、
医師が身体活動を開始または再開する
ことを許可するので、そのときに定期
的な出産前のワークアウトルーティン
を始めることは安全であり奨励され
る。EPは、その時点のクライアントの
体力レベルに応じてエクササイズの漸
進と調整を行なう。
　レジスタンストレーニングと有酸
素性エクササイズの両方を含むワー
クアウトを作成する。妊娠中の女性が
第 2 期に運動を始めた場合でも、運動
と胎児の酸素供給量には正の相関関
係がある（14）。胎児への酸素供給量の
改善は、血管内皮の機能障害に関連す
る妊娠合併症のリスクを低下させる

（14）。

第 2 期の調整（第 1 期の調整に加えて）
・第 2 期には仰臥位での前屈は避ける。
・腹部の円錐状の突出をもたらすエク

ササイズは避ける。それは妊婦が体
幹深部の筋群を適切に活性化できて
いないこと、そして腹腔内圧が高く
なりすぎることを示唆する。

・仰臥位で 2 分以上長く横になる回数
をできるだけ減らす。クライアント
が仰臥位で横になると気分が悪い場
合や仰臥位をとらないように医師か
ら指示されている場合は、仰臥位は
完全に避ける。仰臥位で横たわるこ
とを避けるべき徴候：
・目まい
・吐き気
・陣痛
・ただ単に「気分が悪い」

・深い腹式呼吸（腹部と全身の力を抜
き、胸郭の側方と後方および腹部へ
と深呼吸しながら、同時に骨盤底も
リラックスさせる）を毎日少しずつ
行なうように促す。これは体幹深部
の筋群を緩め、腹筋、筋膜および皮
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膚のストレッチを促し、腹直筋離開
の重症化を抑えることに役立つ（写
真 1、2、3、4 ）。

・スクワットwithローテーション（写
真 5 ）、軽いウェイトを使って可動
域全体で行なうランジ、または以前
にバランストレーニングやBOSUト
レーニングの経験のあるクライアン
トには、BOSU上でのスクワットな
ど、体幹深部の活性化を促すエクサ
サイズに挑戦させる。BOSU上での
スクワットは監督下で行なうべき
で、クライアントがバランスを失っ
た場合の転倒を防止するために、EP
は近くに留まって見守らねばならな
い。BOSU上では自体重だけでエク
ササイズを行なうことが奨励され
る。そうすればバランスに集中でき、
またバランスが崩れそうになった場
合でも自分で容易に姿勢を立て直す
ことができる。

・ランジをサポートのしっかりした静
的な運動に修正するタイミングは、
個別に変える必要がある。これは主
に、重心の変化をもたらす、妊娠に
よる体重増加と腹部の成長の速さが
クライアントにより異なるためであ
る。エクササイズの要求が変わる場
合には、例えば、ウォールスクワッ
トや両脚にメディスンボ−ルを挟
んで行なうウォールスクワット、回
旋を伴うスクワット（写真 5 ）、ある
いはケーブルプーリーを用いたり、
BOSU上で行なったり、様々なスク
ワットを取り入れることができる。

・ランジ、ランニング、ウォーキング
など、円靭帯痛の原因となる可能性
のある運動は最小限にする。この痛
みは、通常、下腹部または股関節の
鋭く突き刺すような痛みである。胎
児が成長するにつれて、子宮から股
関節に付着する円靭帯が引き伸ばさ

れ、妊娠中のある時期または全期間
を通じて疼痛を起こすことがある。
両脚を股関節よりも広く開いたまま
行なう、ペルビックティルト・ヒップ
ロール（写真 7 ）のようなエクササイ
ズを取り入れる（3）。

・ワイドスタンスのディープスクワッ
トやランジ、ランニング、そして時
にはウォーキングでさえも、恥骨結
合炎（疼痛を起こす恥骨間の運動ま
たは拡大）を悪化させる可能性のあ
る運動は最小限にする（9）。骨盤の安
定に役立つと同時に筋力も鍛えられ
るエクササイズを選択する。例えば、
サイドライイング・レッグエクササ
イズ、可動域の狭いスクワット、四
つん這いでのエクササイズ（写真 2、
3 ）、ペルビックティルト・ヒップロー
ル（写真 7 ）および座位または立位で
行なう上半身のエクササイズなどで
ある。

・水泳は、妊娠の進行に適した身体活動
の選択肢であり、骨盤または腰部の
痛み、またはその両方の軽減に役立
つ（7）。

第 3 期の重点と調整（妊娠 27 ～ 40+週）
　第 3 期には、第 2 期にクライアント
が行なっていたことに準じて、また必
要であれば強度を下げて、妊娠中のト
レーニングを継続できる。EPはクラ
イアントが一層疲労しやすいことを認
識する必要がある。この時期に適さな
いエクササイズもあることを意識し、
それらの運動を除外する。クライアン
トがより気分が良いと感じられる運動
やエクササイズを取り入れ、体幹深部
の強化を継続するよう励ます。
　妊娠の最終段階に近づくにつれて、
リラクゼーションエクササイズをい
くつか奨励し取り入れる（写真 1 ）。リ
ラックスすること、特に骨盤底筋を緩
める方法をクライアントに指導する。
筋力のある女性は痛みを感じたとき
に、骨盤底筋に力をこめる傾向がある
と思われる。分娩に備えリラックスす
ることを意識するように奨励すること
が重要である。クライアントは出産直
前まで、レジスタンストレーニングと
有酸素性トレーニングを継続できる。
妊娠の最終時期のセッション中、たと

写真 7　ペルビックティルト・ヒップロール。下背部と股関節の痛みの緩和、特に円靭帯
に痛みがある人のために、また体幹深部の筋群の強化のために、ペルビックティルト・ヒッ
プロールを取り入れる。仰臥位でも気分が悪くならず、医師が完全に仰臥位を禁じない限
り、全妊娠期間を通して指導できる。
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えEP自身が同じエクササイズばかり
を指導しているように感じたとして
も、クライアントが最も気分が良いと
感じるエクササイズを継続することが
推奨される。

まとめ
　バランスがとれ、体幹深部に焦点を
当てた、定期的（できるだけ毎日）に行
なうワークアウトの処方には、有酸素
性トレーニングとレジスタンストレー
ニングの両方を取り入れる。そのよう
なワークアウトは、おそらく、妊娠中
のクライアントが身体的にも情緒的に
も心地よく感じる助けとなるだろう。
それはまた安産の可能性を高め、母子
の健康状態を向上させ、さらに分娩後
の回復と出産後の生活をより容易にす
ることにも役立つだろう。◆
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