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※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。

リビング熊本では、新たに赤ちゃん写真コーナーをスタート。
笑顔いっぱいの表情やおでかけ写真、記念日のベストショット
など、リビングくまもとWebと紙面でご紹介しています

応募
フォームは
こちら

問合せ 熊本リビング新聞社　Tel.096（359）3311

赤ちゃんの写真を
大募集！

＊応募フォームの確認事項を必ず
チェックの上、ご応募ください

リビングくまもとWeb
でも写真を公開中です

＊すべての写真が紙面掲載されるわけで
はありません

●対象／ 生後 6 カ月～ 2 歳まで（応募時）

●応募方法／ 下記 QR から専用フォームにて
　　　　　　 応募ください
＊郵送での応募は受付けていません。ご了承ください

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。１月の放送
分から、気になる情報をレポートします。

定期的にがん検診を受けることは、がんの早期発見と適切な治療につながります女性には、女性特有の病気や症状、妊娠・出産、年齢による体の変化などがあり、人に相談し
づらい悩みもあるものです。女性が健やかに年齢を重ねていくために、女性のための「かかり
つけ医」がいます

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

女性のかかりつけ医 女性のがん検診

Point
乳がん、子宮頸がん検診は、市町村から無料クーポンが発行されています。対象の方は、使用
期限が２月末となっていますので、早めに受診してください

Point
今は、健康情報に関しても、本当に正しいものかどうか見分けるのは難しいものです。かかり
つけ医を持ち、自分のためだけのアドバイスを受けることができるのは、大きなメリットだと
思います

Teacher: 福田 曜子さん

１/３
OA

１/17
OA

がん検診の目的

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

がんを見つけるだけでなく、がんによる死亡率・罹患率を低下させること
肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がんの5つのがんは、検診で早期発見でき、
治療による死亡率の低下が科学的に証明
　⇒ 国ではこれらのがん検診を推奨

市町村が行う乳がん検診

市町村が行う子宮頸がん検診

◎問診・マンモグラフィ　◎対象者は40歳以上の女性 ◎2年に1回の受診を推奨
乳がんは日本人女性がかかるがんで最も多く、約9人に1人が発症する
　⇒ 無症状のうちに検診を受けることで早期発見・治療につながり、9割以上のケースで治療が期待できる

◎問診・視診・子宮頸部の細胞診・内診　◎対象者は20歳以上の女性 ◎2年に1回の受診を推奨
子宮頸がんは近年、若年層で増加傾向にあり、性交渉による「ヒトパピローマウイルス」への
感染が関係している
　⇒ ほとんどは自然消滅するが、感染が持続した場合、長い時間をかけてがんになる
　　進行すると治療が難しいため、早期発見が極めて重要な病気

全国の市町村が実施している5つのがん検診には、公費による補助があり
比較的少額の自己負担で受診できる

かかりつけ医とは…

妊娠・出産に関する診療だけでなく、思春期から高齢の方まで幅広い年代の女性を診察している

◎健康に関することを何でも相談できる　　◎最新の医療情報を熟知している
◎必要なときには専門医や医療機関を紹介してくれる　　◎身近で頼りになる

⇒ 女性のためのかかりつけ医が産婦人科　産婦人科は産科と婦人科の両方を兼ねている

◎8歳～19歳頃 〈思春期〉　月経異常・痩せすぎ・性感染症など
◎20歳～45歳頃 〈性成熟期〉　乳がん・子宮内膜症・子宮筋腫・子宮頸がんなど
◎46歳～55歳頃 〈更年期〉　更年期障害・生活習慣病・子宮体がんなど
◎56歳以降 〈老年期〉　骨粗しょう症・尿失禁・認知症など

症状が出るころには重症化しているケースもあり、将来妊娠を望んだときにトラブルが判明することも
　⇒ 早い時期から信頼のおける産婦人科医をかかりつけ医にもつことで、

病気やトラブルの早期発見・治療につなげることができる 

【女性特有の疾患は…】

【女性にはライフステージごとに起こりやすい健康トラブルがある】

「乳がん検診」「子宮頸がん検診」は、女性のみ受診対象

早期に治療すれば治る病気も多い。体に違和感があるときすぐ相談できる、かかりつけ医がいると安心


