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福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも16歳と14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。2月の放送
分から、気になる情報をレポートします。

ブライダルチェックは、将来、妊娠を希望している方はもちろん、まだ結婚や妊娠を考えてい
ない方にも、ぜひ受けてほしい検査です

女性には、妊娠して赤ちゃんを産むという生殖機能が備わっています。しかし、妊娠・出産がで
きる期間には限りがあり、思った通りのタイミングで必ず妊娠できるというわけではありません

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

女性の体と妊娠 ブライダルチェック

Point
最近は晩婚化の影響もあり、妊娠について考える時期も遅い傾向にあります。35歳を過ぎると
男女ともに妊娠しにくい状態になりますので、早めのブライダルチェックをおすすめします

Point
卵子の状態や女性ホルモンの分泌などから、妊娠に最も適している年齢は、20代前半から30
代前半くらいだといわれています。加齢とともに不妊や不育、流産などのリスクは高くなってい
きます

Teacher: 福田 曜子さん

２/７
OA

２/14
OA

ブライダルチェック

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

結婚を控えた男女を対象にした検診。妊娠・出産に影響を与える疾患がないか確認する

【 女性の場合 】 婦人科・産婦人科・不妊治療を扱う病院
【 男性の場合 】 泌尿器科・一部の産婦人科・性病科・不妊専門のクリニック

女性の主な検査
◎血液検査（梅毒・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・風疹・HIVなどのウイルス検査・血糖）　
◎甲状腺ホルモン検査　　◎内診による子宮頸がん検査　　
◎淋菌・クラミジアなど性感染症のＰＣＲ検査　　◎子宮・卵巣をみる超音波検査
◎腎臓病や糖尿病を調べる尿検査

男性の主な検査
◎血液検査や尿検査による感染症の検査
◎精子の数・運動率・奇形率を調べる精液検査　　　　
◎男性ホルモンの数値測定

⇒ 万が一、疾患が見つかった場合は早期治療につながる

＊ブライダルチェックの費用は、保険適用外。基本的に全額自己負担

妊娠の仕組み

◎妊娠の準備　　◎女性らしい体づくり　　◎肌のツヤ・ハリ　　◎骨量の保持
◎血管の健康　　◎血中コレステロールの調節　　◎脳の活性化 など

はじめて妊娠が成立する

【エストロゲンの働き】

思春期　初潮を迎え、分泌が増加　　　　性成熟期　分泌が安定
更年期　分泌が急激に減少。不調が起こりやすくなる。閉経する
老年期　分泌がわずかとなり、生活習慣病などのリスクが高まる

【エストロゲン分泌の変化】

女性の体は女性ホルモンの分泌と深い関りがある

年齢によって分泌量が変化するため、女性のライフステージや健康に大きな影響を与える

精子

卵巣
①排卵

②

子宮

卵管 卵子

受精卵

③受精
④着床

①月に1回、成熟した卵子が卵巣から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＝受精卵となる
④受精卵は細胞分裂をしながら移動。子宮内に着床

※局の都合により、番組内容、放送日時などが変更になる場合があります。

●待　　遇／特別契約社員（半年更新）　
●勤務時間／月曜～金曜　
　　　　　 9:30～18:30（フルタイム）
●時　 給／1100円～　※経験により決定
●勤 務 地／本社（中央区新市街）
●年次有給／ 初年度10日（入社半年以降）
●待　 遇／ 社会保険等完備
●応募要項／ ①履歴書
　　　　　 ②作文「私のお気に入りのお店」
　　　　　 　（800字以内）を郵送
　　　　　　 ※書類選考後、随時面接を行います

編集スタッフ募集
広告主と読者の橋渡し役として、毎号くらし
に役立つ情報を発信しています。自分が携
わった記事・広告で、人が動く・ものが売れ
る・笑顔になる…、その達成感は格別です。
地域に貢献しながら、熊本を元気にする

“きっかけづくり”を一緒に行う仲間を募集
中。未経験の方も大歓迎です！

特別契約社員 ライター担当・製作担当

あて先・問い合わせ

〒860-8511
熊本市中央区新市街7-20 ヴィレラ辛島2階

熊本リビング新聞社 総務部

営業／9:30～18:30（土曜は～12:00）、日祝休み

20代～50代の
男女スタッフが
活躍中です。

マニュアルをもとに
丁寧に指導。

ぜひチャレンジを

☎096（359）3311
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