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福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも12歳と10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。

女性の体は、妊娠・出産という大切な役割を担います。将来、妊娠を望むのであれば日頃から自
分の体と向き合うことが大切です

不妊症とは、妊娠を望む健康な男女が避妊せずに性交していても1年以上妊娠しないものを
いいます

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

女性の体と妊娠 不妊治療について

Point Point
不妊はほとんどの方にとって考えてもみなかった事態です。一人ひとり状況も違いますの
で、まずは受診されることをおすすめします

月経は女性の健康を知るバロメーターでもあります。もし月経不順やひどい月経痛などがあ
れば、放置しないで早めに病院を受診しましょう

Teacher: 新堀 曜子さん
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不妊治療
妊娠に適しているのは、『性成熟期』といわれる20歳～40歳すぎ
　　最も妊娠に適した時期 = 20歳代前半～30歳代前半
　　　⇒女性ホルモンの分泌が順調になり月経周期が安定するため
　　　　（妊娠中や分娩時の合併症のリスクなどが少ない時期）

不妊・不育・流産・胎児の先天異常・異常妊娠・妊娠合併症などのリスクも高くなる

〈妊娠の仕組み〉

⇒ 閉経とともに生殖能力を失う 不妊の原因は何か把握することから始まる

女性ホルモンの分泌バランスで調整 【約4週間1サイクル】

精子

卵巣

受精卵

①排卵
③受精

④着床

②

子宮

卵管 卵子 ①卵巣から成熟した卵子が1つ排卵される
②卵管が卵子を吸い込む
③卵管までたどり着いた精子が卵子と受精
④受精卵は細胞分裂をしながら移動。
　子宮内に着床
＊妊娠が成立しなかった場合は月経が起こる

月経周期

妊娠のタイムリミット

最近は晩婚化の傾向 ⇒ 妊娠年齢が上がる

【女性】 ◇内診　◇経腟超音波検査　◇子宮卵管造影検査　◇血液検査 など
【男性】 ＊精液を採取　◇精液量　◇精子濃度　◇精子の運動率・運動の質　

　　　 ◇精子の形態　◇感染症の有無 など

一般不妊治療
　【タイミング法】 最初に試される一般的な方法　排卵日に合わせて性交する
　【排卵誘発法】 タイミング法に排卵誘発剤を併用する　
　【人工授精】 排卵に合わせて精子を子宮内に注入する

生殖補助医療　一定期間治療しても妊娠が難しい場合
　採取した卵子と精子を受精させ、受精卵を子宮内に移植する
　【体外受精】 卵子と精子を自然と受精させる
　【顕微授精】 顕微鏡で観察しながら、人為的に受精させる

検査をしても不妊の原因が見つからないことも多く、不妊症の3分の1は『原因不明不妊』

不妊症の原因が検査で分かった場合は、結果に基づき治療する
　⇒同時に排卵と受精をサポートする治療を行う

　好 評　毎週火曜 21:54 ～ 22:00 に OA 中

● 未経験でも丁寧に指導します ●
時間/（正）シフト制
　　 （パ）7:00～12:00　13:00～18:00
　　  上記より短時間になる場合あり
給与/（正）当社規定による　（パ）時給850円

熊本空港カントリークラブ
菊池郡菊陽町曲手 838

☎096-232-0123 担当：今村

フロント受付事務パ正

◆学研が運営する高齢者向け住宅◆
給与/①1勤務  1万9196円～
②18:00～翌8:00 時給1278円～
　8:00～18:00　 時給1048円～
①②処遇改善加算含む
資格／介護福祉士
　　　初任者研修（ヘルパー2級）以上
時間／①17：00～翌9：00
　　　※月2回・週1回～
②7：00～16：00　　8：30～17：30
　10：00～19：00　  12：00～21：00
休日／シフト休　　待遇／社保完備
待遇／昇給、社割、有給、健康診断
 　　　予防接種、車通勤可、交通費
資格を活かして
キャリアアップしませんか？
まずは気軽にお電話下さい

フルタイム・扶養内など
働き方をご相談下さい
ＷワークもＯＫ♪
職場見学受付中！

①夜勤介護スタッフ　②介護スタッフ

☎096-381-7161

㈱学研ココファンにしばる
東区西原 2-7-1

アパ

熊本市内の売場（応相談）
時給/860円（土日祝100円UP）+交通費
①9:40～18:50　②13:30～18:50　週4程度
早遅シフト制　お気軽にお電話下さい

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681
受付/平日17:00まで

宝くじ販売 各売場パ

仕込み・盛付・洗浄など
時間/9：00～14：00内3～5h程度
土日・祝できる方歓迎　週1日～
Wワークで働く方にもお勧め
時給/790円　経験不問　シニアも活躍中

峰寿司　本店
東区昭和町 8-22　受付／9：30～17：00

☎096-367-7777 担当：ミヤザキ

調理補助パート
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☎090-7167-9774
エフ・ツー   担当：藤本

FAX050-1351-3763

TKUヒューマン  担当：森本

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

次回掲載は
9月5日号です パ …パート

正 …正社員 契 …契約社員

ア …アルバイト

派 …派遣社員

①出前の配達と容器の回収など
《要普通免許 マニュアル車》  時給/900円

時間/9：00～20：00内3～5h程度
※土のみ　※日のみ　※祝のみ でもOK
●パート週10hで4週働いた例●　月収3万6000円
②土日・祝　予約日限定《24名乗り》送迎

《中型免許８ｔ限定解除以上保持者》

詳細はお電話でもお伝えします　お気軽に!!

東区昭和町 8-22
☎096-367-7777

受付／9：30～17：00　担当：ミヤザキ

①出前配達　②マイクロバス運転手
②9：00～20：00送迎1件に付
5000円/往復　3000円/片道
空き時間で収入を得られます

峰寿司　本店

パート

①《栄養士免許　年齢は問いません》
時間/8:00～15:30 実働6.5h パート応相談
休み/土・日・祝・週休2日ほか　夏季冬季
給与/16万円　時給/1200円　いずれも手当あり
②《調理全般・食器洗浄・清掃》年齢経験不問
時間/8：30～応相談　週5日/1日3h程度
休み/面談にて　時給/850円～＋手当
◎優しく丁寧に教えます　《最寄駅徒歩3分》

中央区本荘町 684-1
ハウベスト本荘202（熊銀寮そば）

☎090-8916-2332 担当：後藤

中央区の幼稚園  給食  ①栄養士  ②「お昼まで」調理補助
●食事つき ●年間休日130日
車通勤ができ 時間の融通が効く!
集団給食経験者 大歓迎です

美妓（ミキ）フーズ 有限会社

正 パ

《宝くじ販売》  2交替シフト　週休2日
時間/①9：45～13：45　実働4h
　　  ②13：30～19：00　実働5.5h
ゆめタウンはません店　時給/800円+交通費
経験は問いません　しっかりとフォロー

熊本たばこ販売協同組合
中央区練兵町 61-1

☎096-352-6429 担当：上杉

販売・窓口パート
「安定の収入」「時短でＷワーク」

ⓐ(正)14万7500円+手当1万2000円+賞与
ⓑ(パ) 《午後のみ》 15：15～19：15
　時給／950円+手当　詳細面談
ⓐ時間・休日シフト　ⓑ休日応相談

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎096-343-5819 担当：下田

ⓐ調理全般 ⓑ調理補助正 パ
●定員40名特定施設での介護・看護業務
●週3日～の出勤でOK　《ブランクも可》
時間/8：30～翌9：00内5シフトでの選択
介護時給/850円～1000円＋諸手当
看護時給/950円～1000円＋諸手当
ご安心して長く働ける環境づくり
資格取得支援や研修支援の制度あり

《見学可》 勤務開始日は調整いたします
東区秋津 1-1-8 （ジョイフル東野店そば）

☎096-368-5447

賞与年2回あり　介護士・看護師
夜勤手当1万800円～1万8000円
交通費、各種保険、別途手当あり
質問は電話でも受付けします

ユートピア熊本
特定施設入居者生活介護

パート

《院内に学童育スペースあり》 無料です
夜勤スタートは希望に応じて
相談できる!!　「勤務体系です」
給与/15万500円～17万5000円　資格手当込
時給/880円～1000円
夜勤手当/回に応じて6500円
時間/8：30～17：30　休日/土日ほか

「全世代が生き生きと働いています」
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

「入社お祝い金10万円支給」　デイケア及び病棟  介護
賞与、交通費、各種保険、皆勤手当
●育休・介護休など取得
●年間休日108日 ●残業ほぼなし

北部病院
医療法人社団 原武会

正 パ

①常時9名体制　年齢不問　施設経験者
時間／6：00～11：00（12：00） 残業なし
休／応相談　勤務／週2日～ 1日5～6h
時給／1100円　　時給960円未経験

②《入社6カ月後賞与》　4シフト勤務
a.介護福祉士　b.資格不問経験者　残業なし
時間／《日勤のみ》7：00～19：45内8h

①②《入社お祝い金支給》 提携保育園完備
北区楡木 1-3-70 （熊本北高そば）
☎096-337-2700

①午前中 調理業務　②早出遅出・日祝 介護
現25名在籍 年間休日118日
a.15万8000円～ b.15万5400円～
資格取得支援　手当や待遇充実

ぎんなんの里
介護老人保健施設

正 パ

日誌・記録などの書類なし　土日祝休み
残業、ピアノ、持ち帰り仕事もありません
◆ 勤務時間もご相談ください ◆
皆さまの再出発をしっかりサポート
①8：00～17：00他　保育士
②9：00～15：00　　保育士or幼稚園教諭
時給／①②1010円～　別途手当あり
お子様の発熱など急な休みも対応

中央区新市街 13-19 岡村ビル3F
☎096-355-5232 担当：内村

働きやすい保育補助　子育て世代も歓迎
●有給休暇・社保完備
●福利厚生サービス利用可能
①熊本市内　②中央区・西区

サマンサ ㈱パワーネット

派遣社員

期間限定！　9月からの短期のお仕事
簡単♪　郵便物の仕分けや受付業務
年齢不問　未経験者大歓迎　基本土日祝休
時給A1200円  B1000円  交通費規定支給
業務A／スタッフサポート（郵便物の仕分けや準備、質問対応）
　　　　①9/2～10/27　   ②9/2～10/23
業務B／郵便物の仕分けや受付・発送準備など
　　　　③9/16～11/6　④9/16～10/27　⑤10/1～11/19
　　　　⑥9/22～10/18（土日祝のみ9日間）
時間／A9：00～18：00（8h）　B9：30～17：30（7h）　
休日／基本、土日祝　※一部期間、土日祝勤務を含めたシフト制有
待遇／労災、雇用保険　資格／ABとも、未経験者大歓迎！

中央区大江 3-1-66

10120-773-505

選べる期間♪ 単純仕分け♪
交通費、社保完備、駐輪場あり
サーモグラフィー、消毒あり

「お急ぎください！！」

Ⓐスタッフサポート　Ⓑ郵便物の仕分け

二次元バーコード
からも応募可能です→
日本郵政スタッフ　 検索

期間選択可！

9月～最大11月までの期間限定

契

受付/9：00～18：00（平日）

短
期
ス
タ
ッ
フ

主なお仕事は接客や売場づくり・
品出し、レジやラッピングなど。
未経験の方も丁寧に
教えますのでご安心ください！
20～40代の女性スタッフ活躍中！
遅番＆長期勤務できる方歓迎！
時間／9：30～21：45　シフト交代制
　　　（契）実働1日8h
　　　（ア）実働1日7～8h
　　　※（ア）のみ1カ月170h迄
　　　※土日祝は原則出勤
給与／（契）月給16万5000円　
　　　（ア）時給950円
休日／（契）月8日　（ア）月8～9日程度
資格／高卒以上、未経験歓迎
待遇／交通費規程支給、社保完備
制服貸与、マイカー通勤可、社割有り

社会保険完備＆マイカー
通勤OK！　雑貨好きには
嬉しい社割もあります♪

雑貨屋さんで接客販売のお仕事

☎092-714-6485 採用担当
受付／平日9：30～18：30

コスタコート
ゆめタウンはません店

南区田井島 1-2-1
（ゆめタウンはません店内）

契約社員 アルバイト

異業種からの転職者大歓迎　多数活躍中
普通免許があれば応募可能です 
●週休2日制　●年間休日104日

「大型免許取得費全額当社負担」「支度金あり」
営業所や仲間が優しくサポートします
経験は問わず、不安なく教習できます

給与/17万～35万円　賞与、昇給、各種保険
試用期間/時給1000円　●実働7.5hシフト制

中央区黒髪 3-7-29
☎096-343-3023 

担当：森本・小西

公共性の高い仕事　路線バス運転士 《増員》
勤務：合志市辻久保営業所

《会社説明会》 随時開催中
是非お気軽にご参加ください

熊本電気鉄道株式会社

正社員

シフト又は週2、1日3h～　在籍者5h多数
調理、盛付け、配膳、片付け、洗浄
経験は必要ありません　《中高年歓迎》
ご家庭の延長で大丈夫です
時間／①6:00～10:00　②16:30～21:00
時給／830円～+規定交通費　※昇給あり
●食事付　●車通勤可　●休/日祝ほか学校休
働き方はお気軽にご相談ください

西区池田 4-18-3（崇城大駅徒歩3分）
☎096-323-7577

春夏冬休みあり　大学生寮での食事づくり
うれしい　賞与もあり
和気あいあいで　楽しく
専従やWワークなどもOK

(株)アメニティ
ホールディングス

パート

≪ 朝の時間帯急募！ ≫
時給1000円

資格・年齢・経験不問　WワークOK
●ベルエアMAX南高江店
　南区南高江 1-2-1

【仕事内容】
店内のフロア・トイレの清掃作業

（モップ掛け・拭き掃除・ごみ処理等）

時間／7：00～9：00　
時給／1000円
…………………………………………
休日／店休日、シフト制
待遇／交通費支給・車通勤ＯＫ
　　　研修制度あり、制服貸与

面接は現地にて行います
お気軽にお電話ください

遊技場での清掃作業スタッフ

☎0948-22-1718 人事課
福岡県飯塚市花瀬 32-1

㈱トキワビル商会

パート

研修制度あり　未経験でも
安心してご応募下さい

女性が活躍中の職場です


