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　3年程前のことです。1～2年に1回程受けていた乳
がん検診（マンモグラフィー）で、要精密検査の結果が
出ました。「前と同じ石灰化（病気ではない）だろうな。
忙しい時に面倒だな～」としばらく再検査を先延ばし
にしていましたが、放置してはダメと思い直し、病院
に行きました。
　再検査後、「気になるところがあるので、細胞を取っ
て調べたい」と、医師からいわれました。細胞採取の
ときには、女性の検査技師さんが対応してくださり、
ありがたかったです。再検査が続くと嫌な予感もよぎ
りましたが、「見つかる事より、がんを見逃す方が怖い
事」と、プラス思考で受け止めることにしました。
　細胞検査の結果、主治医から「乳がん（悪性）です。
すでに乳腺の外にがんが広がっているので、手術後に
抗がん剤治療をしましょう。」と提案されました。「がん
が広がっている所を中心に乳房の一部を切除する予定
ですが、もし、がんが思っている以上に広範囲に広がっ
ていたら、左側の乳房を全部摘出することになります。」
ともいわれました。
　不思議と心は落ち着い
ていましたが、片方とは
いえ『胸を失うか、ゆがん
だバストになる』なんて絶
対に嫌でした。がんで死
ぬことよりも耐え難く、
手術する前にまずは抗が
ん剤治療で、がんを小さ
くすることにしました。

（40才代／女性）

FAX40・7390

◎申し込み・問い合わせ
本庁　保険年金課　給付係
☎40・7271

■体験談を募集中です。（400字以内）

私が健康を意識する
ようになったきっかけ

乳がんになって（前編）
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乳幼児の健診や教室等

日 曜日 行　　　　事 問合せ

4 火 母子

母子

5 水

富士

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：①13：00～13：10
②13：25～13：35③13：50～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成25年3月生まれ
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

乳幼児健康相談
受付時間：10：00～12：00
場所：富士支所

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：東与賀保健センター

ぴよぴよルーム（諸富町・川副町・
東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～13：30
場所：南川副公民館
対象児：平成25年9月～11月生まれ

1歳6か月児健康診査
（諸富町・川副町対象）
受付時間：13：00～13：30
場所：川副保健センター
対象児：平成24年5月～6月生まれ

3歳6か月児健康診査
（諸富町・川副町対象）
受付時間：13：00～13：30
場所：川副保健センター
対象児：平成22年6月～7月生まれ

妊婦歯科健診
受付時間：①13：00～13：15
　　　　  ②13：45～14：00
場所：ほほえみ館
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館（部屋変更の場合あり）

6 木 川副

17 月 東与賀

母子

13 木

14 金

川副

川副

日 曜日 行　　　　事 問合せ

18 火

26 水

27 木

28 金

母子

母子

グリンピース（多胎児サークル）
受付時間：10：15～11：30
場所：ほほえみ館

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：川副保健センター

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：ほほえみ館

赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館（部屋変更の場合あり）

ぴよぴよルーム
（旧佐賀市対象）
受付時間：①9：45～10：00
　　　　  ②13：15～13：30
場所：ほほえみ館
対象児：平成25年10月～11月生まれ

1歳6か月児健康診査（旧佐賀市対象）
受付時間：12：45～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成24年6月生まれ

母子

18
・
19

火
・
水

母子

3歳6か月児健康診査（旧佐賀市対象）
受付時間：12：45～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成22年7月生まれ

20
・
21

木
・
金

母子

母子

母子

大和

川副

【注意点】■妊婦歯科健診：健診前1時間の飲食、歯みがき等は控えてください。
※ぴよぴよルーム、歯ゃか歯ゃか教室の対象児は月齢が多少前後してもかまいません（ぴよぴよルームは生後9か月児まで）。
　都合のつく時間・場所を選んでご参加ください。
※出生届出後2か月を過ぎても健康づくり課から予防接種等のご案内が郵送されない場合はお問い合わせください。

予約制

予約制

ぴよぴよルーム
（旧佐賀市対象）
受付時間：9：45～10：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成25年10月～11月生まれ

3歳6か月児健康診査（大和町対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：大和健康管理センター
対象児：平成22年6月～7月生まれ

予約制

予約制

◎申し込み・問い合わせ

健康づくり課（ほほえみ館）
●健康について　保健予防係（予防）☎40・7281  FAX30・0115　
●乳幼児・妊婦・予防接種について   母子保健係（母子）☎40・7282　

●富 士 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎58・2114
●三 瀬 支 所　保健福祉課　保健センター  ☎56・2200
●川 副 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・8924
●東与賀支所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・1603
●久保田支所　保健福祉課　保健センター  ☎68・3144

●諸 富 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎47・4891
●大 和 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎51・2420

※予約電話の受付時間は8：30～17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

毎日健診・支所健診

〔毎日健診〕
会場：成人病予防センター　予約☎31・8835
（予約受付  8：30～17：30  日・祝日・年末年始を除く）

問合せ日 曜日

成人病
予防セ
ンター

月
〜
金

行　　　　事

問合せ日 曜日

予防

5 水

諸富
市民健康相談
受付時間：９：3０～１１：００
場所：諸富保健センター

川副

3 月

行　　　　事

こころの相談 
時間：１３：３０～１５：００
場所：川副保健センター

予約制

予約不要

市民健康相談
受付時間：9：00～11：00
場所：ほほえみ館

予約不要

●成人を対象とした健（検）診（特定健診のほか、各
種がん検診など）です。詳しくは「平成２５年度保
存版佐賀市健康カレンダー」、「市ホームページ」
をご覧ください。
※協会けんぽ、共済、組合健保などの「特定健診」
については、加入している各健康保険にお問い合
わせください。

●今年度の支所健診は終了しました。

毎日健診（平日）予約制

毎日健診（土・日）予約制

成人の相談等

※大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田支所では、随時健康
相談を受け付けています。

◎休日に急な歯痛で困った時は！
佐賀市休日歯科診療所（ほほえみ館1階）　☎36・9164
診療日時　日曜・祝日・8月15日・12月31日～1月3日
　　　　　9：30～16：00（受付時間は15：30まで）

※「歯周疾患検診」を〔毎日健診〕では 5日（水）、15日
（土）、16日（日）、19日（水）、22日（土）に実施。
※耳が不自由で、通訳者（要約筆記者・手話通訳者）が
必要な人は、健康づくり課へご連絡ください。
　FAX30・0115

〔支所健診〕

○2月の健診日程

土
・
日
・
土

15
・
16
・
22

◎問い合わせ　NPO法人　リンパ浮腫を学ぶ会　事務局
　　　　　　　☎050・3671・8201

　リンパ浮腫の正しい知識を学び、リンパ浮腫治療、先端医療の
理解を深めませんか。参加無料、申込不要です。

■日　時　2月9日（日）10時30分～13時（開場10時）
■場　所　佐賀大学医学部　臨床講堂2階　臨床大講堂
　　　　　（鍋島キャンパス）
■対　象　がん患者、一般市民、医療・介護従事者　250人

■講　師
・一般講演：佐賀大学医学部付属病院　看護師・リンパ浮腫指導

技能者　渡部　直子さん
・特別講演：東京大学大学院医学系研究科　形成外科学
　　　　　　教授　光嶋　勲さん（座長：佐賀大学医学部
　　　　　　形成外科　診療教授　上村　哲司さん）

第4回 リンパ浮腫を学ぶ会
～世界の先端医療を学ぼう！～


