健診で前置胎盤の疑いがあると言われ、とても不安です。
長期間入院したり、帝王切開での出産になるのでしょうか？
初めての妊娠で、もうすぐ 週目に入ります。前回の健診で「前置胎盤の疑いあり」と診断されました。
まったく自覚症状がないのですが、注意するべきことは？ やはり帝王切開での出産になりますか？

妊娠初期・中期に前置胎盤が疑われても確定ではありません。
しかし、妊娠末期まで前置胎盤の場合は、帝王切開での出産となります

れません。また、子宮収
縮などお産の兆候が見ら

った二酸化炭素や老廃物
でなくなるケースも多く

め、最終的には前置胎盤

が徐々に上にあがり、位

れると、胎盤の一部がは

子宮が大きくなると胎盤

を渡すなど、赤ちゃんの
あります。

いたときはすぐに受診し

娠

週～

週頃に入院

出血がない場合でも妊

険です。

れがあり、母子ともに危

がれて大出血を起こす恐

置が変わることも多いた

妊娠中期以降、生理的

中期以降、大量出血を起こすことも。
お腹の張り・出血があればすぐに受診を

成長に欠かせない役割を
担っています。
この胎盤が、正常より
低い位置（膣に近い側）に
付着し、子宮の出口を覆
ってしまう状態を「前置

だちに入院し早産の予防

し、出血がある場合はた

前置胎盤は、出産時の

に努めます。いずれの場

てください。

健診の超音波検査で発 と 子 宮 壁 に ず れ が 生 じ、

赤ちゃんの出口である子

合も

に子宮が収縮すると胎盤

見されることがほとんど 大量の出血を起こすこと

宮口が胎盤で塞がれた状

週末を目安に、予

で、無症状です。妊娠の があります。そのためお

胎盤」と言います。
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胎盤は、お母さんの血

ゃんに届け、赤ちゃんか

断されても、妊娠が進み け安静にし、出血に気づ

早い時期に前置胎盤と診 腹が張ったら、できるだ

赤ちゃんは外に出てこら

態なので、そのままでは

なります。

定帝王切開でのご出産と

気爆発したＢＢＱセット
が復活。すぐなくなるの

せっかくの休みも遠出

なりお得。焼くだけでパ

肉をたくさん買ってもか

力的なお肉がずらり…。

からの半額コーナーも魅

で早めの来店が◎。開店

はできないし、ご飯作る

ーティー気分です。
みはオオツカグループの

では、３月の肉の日で人

午後４時からの夕方市

産だから。ぜひ堪能あれ。

提供できるのは自社牧場

良質なお肉を低価格で
のも面倒～…。そんな悩

連休中は豪快にお肉・お肉・お肉！
「オオツカグループ頑張ります！」

らお母さんへいらなくな

GW初日、4月29日（祝・木）は恒例「肉の日」

液中の酸素や栄養を赤ち

通常は子宮の上部か横にある胎盤が
子宮口を塞ぐ位置に形成された状態
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「肉の日」で解決！ 高級

本館6階

「くまのアーネスト」 子ども用メラ
ミンボウル ２６４０円 ※税込

陶器のような高品質メ

ラミン食器の「プチジュ

ールパリ」が、期間限定

特殊な樹脂トライタン

で登場。

でコーティングされた食

器は、色柄やツヤ感が長

く続き、食洗機にも対応。

丈 夫 で 傷 が つ き に く く、

子どもも安全に使用でき

ます。スプーンやプレー

トなど、子ども用食器や

マグカップがラインアッ
プ。プレゼントにも。

スシロー

ポプラ

☎096
（339）
1670

くまも と
成仁病院

九州自動車道

ファミリー
マート

平成大通り

国道３号線

☎096
（388）
4129

住／北区武蔵ケ丘2-26-1

●

車道
九州自動

ゆめタウン
光の森

【ゴールデンウィーク
（4月29日～ 5月5日）
は休まず営業！】

問合せ／本館6階 ベビー用品
☎096（327）3248

住／南区流通団地2-6

住／東区戸島2-2-1

9:30～18:30、月曜休

気楽に話せる初心者
さん向けパーティー
４月オープンの地産地
消カフェ「カフェザッカ
ｂｂセカンド（道の駅泗
水養生市場内）」で婚活パ

【朝からおトク】和牛・国産牛
「半額コーナー」

営業／10:00 ～19:00 ※金・土は ～19:30まで

9:30 ～19:00、火曜休

☎096
（377）
2941

ーティーを開催。新鮮食

大反響につき、今回もあのてんこ盛りBBQセットが“超”特価です！

鶴屋
◦セール品はすべて売り切れ次第終了です。早めに来店を！

※すべてが採用されるわけではありません。 応募者の個人
情報は紙面製作でのみ使用されます。

※仕入れによって写真と異なる部位になる可能性があります

場所／本館6階 ベビー用品

ラインガルテン
9:00 ～19:00、
木曜休

肉のドッキン市 武蔵ヶ丘店

肉のドッキン市 流通団地店

材の美味しいオードブル

2139円（税込）

●各店アルコール消毒液を設置
●密を避けるため、入場制限を
行う場合があります
●マスク着用・手指消毒・係員
誘導に協力ください

武蔵塚駅

東バイパス

付き、和やかな雰囲気で
気さくに話せます。３分
間の１対１トークとフリ
ータイム後、カップリン
グを発表。１人参加は不

他にも目玉商品あり！
＊限定各店100セット
（1人1セットまで）、

22

教えてくれたのは
福田病院 理事長 福田稠さん
安な人も、スタッフが丁

通常2808円（税込）⇒

4月28日（水）～5月5日（祝・水）期間限定
ポップアップショップ「プチジュールパリ」

●

（菊池市泗水町豊水3393）
参加費:男性4400円、女性3300円

期間限定「プチジュールパリ」
毎月第2土曜日は
「ポイント10倍デー」
ステーキ、焼肉用の肉、すき焼き用の肉、しゃぶしゃぶ用
の肉など食べたいお肉がぜ～んぶ半額！
※半額コーナー商品は夕方市にはありません

ママの「？」を募集
【16:00～の夕方市】
「牛・豚・鶏・ウィンナー焼肉セット」

同社の 新・生活様式対応

57

●

済生会
病院●
スズキ
●

● 日赤病院

ライン
ガルテン

●
しゃぶ葉

●

ファミリーマート
●
228

●

〒

●
セブン
57 イレブン

肉のドッキン市
武蔵ケ丘店

みねとま
クリニック ● ●
武蔵中央通り
きずな ● ●
整骨院

OTETE結婚相談所 熊本サロン

寧にサポートします。

夕方市＆半額セール！ 4月29日（祝・木）は「肉の日」

毎月第2土曜日は掲載3店舗で
「ポイント10倍デー」。貯まっ
たポイントはグループ全店で利
用ＯＫ。会員登録は無料です

●
サンリブくまなん
平成けやき通り
肉のドッキン市
流通団地店

◦申込は左記QRから！（写真はカフェ店内の様子）
☎080（8720）4305

検索 ←
OTETE結婚相談所 熊本

妊娠・出産・赤ちゃんに関する質問を募集中。産婦
人科の医師に聞いてみたい内容、名前（匿名の場合は
ペンネームも）
、年齢、住所、電話番号を書いて、
〒860-8511熊本リビング新聞社「プレまま」係

2 ～ 3人前

検索 ←
オオツカグループ

オオツカグループ

（女性10人）
24歳～36歳
（男性10人）
28歳～40歳

※日本マーケティングリサー
チ機構調べ
（2020年９月）

5/15（土）18:00～（17:45受付）
【場所】cafezakkabb2nd

「当社は、登録会員数
および成婚数No.1の
日本結婚相談所連盟※
の加盟相談所です」

5月15日、婚活パーティー

前置胎盤
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