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福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも10歳と8歳
の2児の子育てに奮闘中。

産婦人科のプロが、知っているよう
で知らない女性のカラダや病気に関
するテーマをレクチャーしてくれる
ＴＫＵの番組。7月の放送分から、
気になる情報をレポートします。

里帰り出産は、妊婦さんが実家の近くの病院などで出産をすることです。不安の多い出産前後に
経験者であるお母さんがサポートしてくれる環境は、とても心強いものです

近年、帝王切開は増加傾向にあり、5人に1人が帝王切開で出産しています。妊婦さんであれ
ば誰もが、帝王切開となる可能性がありますので、いざというときのためにも、予備知識を
持っておくと安心です

里帰り出産のメリット・デメリット

里帰り出産には2種類ある

里帰り出産の時期

　好 評　毎週土曜 11:30 ～ 11:33OA

里帰り出産 帝王切開について

Point Point
福田病院では里帰り出産をご希望の場合、予約制ではなく分娩予定日の１ケ月前までに受診し
ていただきます。それ以前でも帰省されるときに一度、受診していただくことをお勧めしています

福田病院では、通院中の妊婦さんに向けて、『帝王切開の学級』を開催しています。帝王切開
の手術や入院中の過ごし方について、担当の看護師が分かりやすく説明します

Teacher: 新堀 曜子さん

7/21
OA

7/28
OA

【メリット】　　◎実家でゆっくり休んで、育児に専念できる
【デメリット】　◎夫婦が長期間、離れて暮らすこと　◎病院を途中で変えること

【予定帝王切開】　妊娠の経過において経腟分娩が難しいと予測され、
　　　　　　　　あらかじめ分娩の日時を決めて行うもの

〈おもなケース〉　・逆子　・巨大児　・多胎妊娠　・前置胎盤
　　　　　　　　・前回の分娩が帝王切開だった場合など

【緊急帝王切開】　緊急事態により、急きょ帝王切開になるもの
〈おもなケース〉　・胎児機能不全（胎児の心拍数が低下するなど）
　　　　　　　　・常位胎盤早期剥離（出産前に胎盤がはがれてしまう）など

病院によっては…　◎里帰り出産を受け入れていない　◎分娩予約が必要

里帰りの前に　◎里帰りの2～3日前に健診を受け、体調をチェック
　　　　　　　◎転院先の病院宛にこれまでの妊娠経過を記した紹介状を書いてもらう

さまざまな条件について考えたうえで、夫婦でよく話し合っておくことが大切里帰り出産は

「早い時期の来院」「予約金が必要な場合」もなかには…

早めに転院先の病院を受診しましょう里帰りをしたら

まずは転院先の病院を探す

帝王切開とは
母体や胎児に何らかの問題が生じて『通常のお産（経腟分娩）が難しい』と医師が判断した場合に
麻酔をしてお腹と子宮を切開して出産する方法

妊娠9ケ月末の妊娠34～35週までには済ませる

病院選びは早めに行いましょう！

里帰り出産を決めたら

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


