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【 外･内 】
田原坂クリニック
植木町平原 ☎（272）5487

【 耳鼻咽喉 】
ほんだ耳鼻咽喉科医院
新南部3丁目 ☎（213）1008

休日在宅医
12月12日［日］

【 婦 】
ソフィアレディースクリニック水道町
水道町 ☎（322）2996

【 内 】
西村内科脳神経外科病院
南熊本2丁目 ☎（363）5111

【 内 】
平成とうや病院
出仲間8丁目 ☎（379）0108

【 内 】
内尾土井クリニック
山崎町 ☎（352）3031

【 内･小 】
夢眠クリニック熊本西
城山下代3丁目 ☎（329）8818

【 内･外 】
小林病院
城南町隈庄

☎0964
（28）2025

【 整 】
井上整形外科クリニック
琴平本町 ☎（364）5510

【 歯（昼間） 】
ＴＭデンタルクリニック
西原1丁目 ☎（387）1557

【 歯（夜間） 】
川口歯科医院
長嶺南1丁目 ☎（383）8118

【 眼 】
まわたり眼科形成外科クリニック
水道町 ☎（273）7571

【 小 】
駒木小児科クリニック
上水前寺2丁目 ☎（383）8711

【 泌 】
川野病院
大江6丁目 ☎（366）3275

★受診する前に、必ず医療機関へ電話で確認の上お出かけ下さい。
他、注意事項詳細は26Pへ

福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも13歳と11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。11月の放送
分から、気になる情報をレポートします。

妊娠に気づく最もわかりやすいサインは、月経の遅れです。毎月、規則正しく月経がある場合は
1週間以上遅れたら、妊娠の可能性が高いでしょう

妊娠は病気ではありませんが、妊婦さんの体にはさまざまな変化が起こるため、定期的に妊
婦健診を受診することが大切です。きちんと健診を受けることで、トラブルなどに早く気づき、
早く対応することができます

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

妊娠したと思ったら 妊婦健診の大切さ

Point
Point

妊娠は病気ではないため診察は自費となり、料金は病院によって違います。もし検査で異常
が見つかった場合は保険が適用されますので、保険証を持参するようにしましょう

もし妊婦健診を受けないまま出産となると、病院ではこれまでの妊娠経過が分からないた
め、非常に危険な出産となります。さらに、このような妊婦さんを受け入れられる病院も限ら
れてしまいますので、妊婦健診は必ず受けるようにしましょう

Teacher: 新堀 曜子さん

11/9
OA

11/23
OA

妊婦健診の目的

妊婦健診の一般的なスケジュール

妊娠のサイン

妊娠検査薬

◆月経以外の少量の出血　　◆おりものの量が増える　　◆熱っぽさ・微熱
◆胸の張り・痛み　　◆吐き気　　◆眠気　など ◆母子の健康状態を把握。病気などについて調べる

◆妊娠期間を健やかに過ごすための食事や生活に関するアドバイスを行う
◆妊婦さんが抱える妊娠・出産・育児についての疑問や不安を解消すること

◆妊娠12週～23週…4週間に1回
◆妊娠24週～35週…2週間に1回
◆妊娠35週～出産…1週間に1回

《妊婦健診の受診料》
　地方自治体による助成制度があり母子手帳
　の取得時に最大14回分の公費補助券が交付

《妊婦健診で毎回行う検査》
　◎尿検査　　◎血圧測定　　◎体重測定　　◎超音波検査　　◎問診

《妊娠時期や必要に応じて行う検査》
　◎血液検査　　◎膣分泌検査　　◎内診　　◎ノンストレステスト

受診回数は
合計14回程度

月経の遅れに気づくのと同じ頃にさまざまな「妊娠のサイン」が出る

月経予定日の約1週間後から使える
月経不順・月経周期がわからない場合は、性交渉があった3週間後を目安に検査する
現在市販されている妊娠検査薬はかなり精度が高くなっている
　⇒陽性反応が出たならば、ほぼ間違いなく妊娠している　

早めに受診すればトラブルがあった場合も対処しやすい
妊娠したと思ったら、速やかに産婦人科を受診しましょう！

⇒兆候や症状には個人差があるためあくまでも目安のひとつ
月経の遅れとともにいつもと違う体調の変化を感じた場合は市販の妊娠検査薬で調べてみましょう

〈早めの受診が大切〉 妊娠検査薬では妊娠の有無は分かっても、正常な妊娠かどうかの判断まではできない
　 子宮内膜以外の場所で着床してしまう「異所性妊娠」などの異常妊娠の可能性もある

異所性妊娠　 早期発見が不可欠。放置しておくと着床した部分で破裂・大量出血を起こし母体も危険に

　好 評　毎週火曜 21:54 ～ 22:00 に OA 中
妊娠・出産のギモンや不安をお寄せください

特
設
ペ
ー
ジ

家庭的・経済的な問題があり個別の支援を必要とする場合には、
適切な保健・福祉サービスが提供されるよう、市町村と協力

陽性反応が出た場合は、早めに産婦人科を受診しましょう


