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【 内･外 】
大塚病院
植木町豊田 ☎（272）0159

【 耳鼻咽喉 】
宇野耳鼻咽喉科･アレルギー科
医院

秋津新町

☎（368）2628

休日在宅医
7月10日［日］

【 産･婦 】
すえなが婦人科・産科
クリニック

二本木2丁目

☎（352）7280

【 内 】
よしむた総合診療所
小山6丁目 ☎（380）5442

【 整 】
城間整形外科
出町 ☎（311）2800

【 歯（昼間） 】
渡辺歯科医院
若葉１丁目 ☎（365）0300

【 歯（夜間） 】
おひさま歯科クリニック
帯山4丁目 ☎（213）8020

【 眼 】
くまがい眼科
水前寺公園 ☎（383）0555

【 小 】
はらぐちこどもクリニック
麻生田2丁目 ☎（386）3211

★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。 　診療時間・注意事項の詳細は28Pへ

新外3丁目

【 内･循 】
赤坂クリニック

☎（367）6980

【 内･糖内 】
陣内病院
九品寺6丁目 ☎（363）0011

八王寺町

【 内 】
片瀬内科医院

☎（379）3111

田崎町【 胃･内 】
イオンタウン田崎 総合診療
クリニック ☎（353）2200

北千反畑町

【 内 】
表参道吉田病院

☎（343）6161
良町1丁目【 泌･内 】

あいこう泌尿器科･内科
クリニック ☎（334）2700

福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも15歳と13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。6月の放送
分から、気になる情報をレポートします。

妊娠初期の出血は問題ない場合がほとんどですが、どんな出血でも自己判断は禁物です妊娠を希望している人は、月経前の体調の変化が気になると思いますが、妊娠したサインに
は個人差があり、ほとんど気づかない人もいます

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

妊娠初期の症状 妊娠初期の出血

Point
月経より出血量が多い場合や鮮血が出ている、腹痛を伴う場合は、緊急性が高いケースも多
いです。夜間や時間外でもすぐに病院に連絡し、医師の指示に従いましょう

Teacher: 新堀 曜子さん

６/７
OA

６/14
OA

妊娠初期の出血
妊娠1ケ月から妊娠4ケ月末までのこと

Point
妊娠初期は、お母さんにもお腹の赤ちゃんにも大切な時期です。もし、妊娠の可能性を感じ
たら、心身ともに負担の少ない健康的な生活にシフトしましょう

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

【月経周期が28日周期の人の場合】
妊娠0週0日 ⇒ 最終月経の初日
妊娠3週　  ⇒ 受精卵が着床して妊娠が成立
妊娠4週　  ⇒ 次の月経予定日 → 早ければこの頃から妊娠による体の変化を感じる人もいる
　　　　　　　　　　　　　　＊個人差が大きいため、まったく気づかない人もいる

【妊娠の兆候となる主な症状】　
◇月経の遅れ　◇着床出血（受精卵が子宮内膜に着床するときに起こる、少量の出血）
◇つわり（胃のむかつき・吐き気など）　◇胸の張り・痛み　◇眠気・だるさ　◇微熱・熱っぽさ
◇臭覚・味覚の変化　◇腹痛　◇腰痛　◇頻尿　◇便秘　◇頭痛　◇肌荒れ　◇おりものの量が増える など

妊娠している可能性がある場合…　
焦らずに月経予定日を1週間ほど過ぎるまで待って、市販の妊娠検査薬で調べてみましょう

⇒ 陽性反応が出たら妊娠の可能性が高い。すみやかに病院を受診しましょう

妊娠検査薬では妊娠の有無はわかるが、正常な妊娠かどうかの判断はできない
→ 異常妊娠の可能性もあるため、病院できちんと診断を受けることが大切

妊娠の兆候となる症状は、月経前の症状ともよく似ている
一般的には、月経が10日ほど遅れ、妊娠5週～妊娠7週頃に気づくケースがほとんど

妊娠初期の出血は、赤ちゃんへの影響が少ないものが多い傾向にある

妊娠初期 妊娠初期の出血は、妊婦さんの約30％が経験する。中には重大なトラブルに繋がるケースもある
少量でも出血がみられたら…自己判断せずに通院中の病院に連絡し、医師に診断してもらうのが原則

【病院に連絡するときには】　
　母子手帳を手元に置いて　・妊娠週数　・出血の色や量　・お腹の痛み　
　　　　　　　　　　　　　・そのほかの症状があるか など、できるだけ詳しく伝えましょう

《着床出血》　妊娠初期に起こる出血の中で一番多い
　・受精卵が着床するときに起こる出血　　・全妊娠の8％～25％に起こる
　・月経予定日あたりに少量の出血があり、2～3日でおさまる

妊娠初期の出血は、切迫流産や流産の可能性もある
《切迫流産》　流産へ進行する可能性のある、出血などの症状を伴う状態

　・少量の出血が断続的にみられる
《流産》　妊娠22週未満に妊娠が継続できなくなること。全妊娠の約15％に起こる

妊娠12週未満に起こる「早期流産」は、流産の約80％を占め、
そのほとんどが受精卵の染色体異常によるもの

⇒ 下腹部痛を伴うことが多いといわれているが、出血量・下腹部痛ともに個人差がある


