
みんなすこやか 各種健（検）診等の年間日程は「朝霞市保健
センターガイド」に掲載しています。

申・問／健康づくり課
　　　　☎︎465-8611  Ｆ466-7522

内　容 日　時 会　場 対　象 そ　の　他
離乳食ステップ
アップ教室

12月15日㈭
午前10時～11時45分

保健センター

令和４年１月～５月生まれの第１子
の保護者

申／11月４日㈮から電話で
　　（先着20組）

マタニティ教室

令和５年１月14日㈯
午後１時30分～３時30分
令和５年１月22日㈰
午前10時～正午
または午後１時30分～３時30分

令和５年４月～６月出産予定の初妊
婦・パパになる方

内容／歯っぴい講座、家族で育む食
生活講座、もく浴・妊婦体験、Ｄ
ＶＤ上映
申／11月４日㈮から電話で
　　（各回先着12組）

乳幼児健康診査 ※詳しい日程は、市ホームページまたは保健センターガイドをご確認ください。

乳幼児と保護者の方へ ※費用・無料

11月８日はいい歯の日
毎日の歯みがき習慣を見直そう！

内　容 日　時 会　場 対　象 そ　の　他

こころの健康相談 11月28日㈪
午後２時～３時

保健センター

精神面の健康に心配のある方や、認
知症や精神障害のある方とその家族 申／相談日の３日前までに電話で

献血
11月28日㈪
午前10時～11時45分、
午後１時～４時

16～69歳の方
※65～69歳の方は、60～64歳の
間に献血をされた方に限ります。

採血者／埼玉県赤十字血液センター
★骨髄ドナー登録会も同時開催しま
す。

集団健（検）診
（30代 の ヘ ル ス
チェック・乳がん
検診・子宮頸がん
検診）

令和５年１月15日㈰・１月16
日㈪
午前８時30分～11時、
午後１時～３時

申／11月11日㈮～11月17日㈭に市ホームページの申込
フォーム・はがき・窓口で（電話での受付は行っていません）
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。

成人の方へ

可能性を広げる赤ちゃんの発達講座
日時／11月29日㈫　午前10時～11時
45分　会場／産業文化センター　対象
／子育て中の親、支援者　申込方法／法
人ホームページ予約サイトまたはメール
で　その他／育児の不安を解消しよう！
オンラインで自宅からも参加できます。　
主催／ＮＰＯ法人美えな塾　申・問／高

たか

村
むら

Ｍ info@vienna-juku.com
フォークダンス初心者講習会
日時／11月4日～25日のうち毎週金曜
日　午後6時15分～8時30分　会場／
朝霞第八小学校体育館　費用／1,000
円　対象／大人　その他／室内用運動
靴、タオル、水筒を持参　主催／あさか
霞フォークダンス　申・問／大

おお

石
いし

　☎
474-2771
平家琵琶＆卓仁淑・作「遠い道のり」
朗読の会
日時／11月27日㈰　午後1時～（午後
0時30分開場）　会場／中央公民館・コ
ミュニティセンター　申込方法／電話
で　その他／祇園精舎、ロンドンデリー
の歌他、松宗会による茶会予定（定員15
人）　主催／平家琵琶友の会　申・問／
石
いし

丸
まる

　☎090-6346-3542
根津美術館鑑賞とランチ
日時／11月13日㈰　午前９時（集合）　
会場／和光市駅～現地　費用／300円　
対象／50歳以上の単身者　申込方法／
電話で　その他／履き慣れた靴・服装で
帽子・飲み物・健康保険証の写しを持参　
主催／ＮＰＯ法人ポレポレ　申・問／山
上　☎080-6565-0681

上手に聴いて寄り添うための
「傾聴講座」
日時／11月10日㈭　午前10時～正午　
会場／産業文化センター　費用／100円　
対象／介護者に関心・傾聴に興味のある
方　申込方法／電話で　その他／傾聴理
論とロールプレイによる演習　主催／あ
さか介護者サロン「ほっとの会」　申・
問／森

もり

田
た

　☎080-3176-4938
第30回朝霞市美術協会展
日時／11月8日㈫～13日㈰　午前10時（初
日は正午）～午後5時（最終日は午後4時）　
会場／中央公民館・コミュニティセンター　
その他／油絵、日本画、水彩画等、小品も
含め多様な絵画を展示　主催／朝霞市美術
協会　問／竹

たけ

内
うち

　☎463-7703　

事案内行

朝霞リトルリーグ野球体験会
日時／11月13日㈰　午前9時30分～正
午　会場／上の荒川運動公園野球場　対
象／年中～小学生　申込方法／電話また
はホームページで　その他／バット・グ
ローブの貸出可。動きやすい服装で帽
子・水筒持参。お土産あり。　主催／
朝霞リトルリーグ　申・問／石

いし

田
だ
主催
だ
主催
　☎

090-5561-1050
「遺言・相続・成年後見」無料相談会
日時／11月27日㈰　午後1時～4時30
分　会場／産業文化センター　対象／遺
言・相続・成年後見でお困りの方　申込
方法／電話または直接会場へ　その他／
毎週日曜日、同会場で開催中！　主催／
士業による遺言・相続・成年後見無料相
談会　問／藤

ふじ

田
た

　☎469-2850

員募集会
空手道一武会朝霞道場
日時／毎週木曜日　午後5時20分～9
時、毎週土曜日　午前9時10分～午後
0時30分　会場／膝折市民センター　　
費用／月3,600円　対象／年少～大人　　
問／寺

てら
／月3,600円　
てら
／月3,600円　
田
だ

／月3,600円　
だ

／月3,600円　
　☎050-5879-3065

モダンバレエ　ソレイユ
日時／毎週日曜日　午後5時～　会場／①第
1・3・5日曜日　南朝霞公民館、②第2・
4日曜日　西朝霞公民館　入会金／2,500
円　費用／月4,000円　対象／年少～　そ
の他／新設クラス（年少～）・大人クラスとも
に無料体験受付中‼「アラベスク朝霞」で検索　
問／問／問 牟

む

田
た

Ｍ a.r.b.s.q.123@gmail.com
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　　☎︎　　☎︎　　☎︎　　☎︎　　☎︎　　☎︎463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059463-3059

記載のないものは、費用／無料　対象／
どなたでも　申込方法／当日直接会場へ
※市外局番のない電話番号等の市外局番は（048）です。

市民伝言板に掲載したお知らせは、新型
コロナウイルスの影響で、中止や延期と
なる場合があります。詳しくは各問い合
わせ先にご確認ください。
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膀胱は下腹部に位置し、腎臓で作られた尿をためる
臓器です。膀胱の内側にある、尿路上皮と呼ばれる粘
膜から発生した悪性腫瘍のことを、膀胱がんといいま
す。年間、人口10万人あたり約15人が膀胱がんと診
断され、50歳以上の男性に多く発生すると言われて
います。自覚症状としては、肉眼的血尿でみつかるこ
とが最も多いため、血尿をみとめた際は、膀胱がんの
鑑別が必要となります。
膀胱がんは、尿検査、尿細胞診、腹部超音波検査、
CT検査、MRI 検査、膀胱鏡検査などを行い診断しま
す。
膀胱がんの大部分は膀胱の内面をおおっている尿路
上皮という粘膜から発生する尿路上皮がんです。でき
たばかりの早期には粘膜内にとどまっていますが、進
行するとともに粘膜下層、筋層、外膜、膀胱外（周囲
組織、前立腺、子宮など）へと浸潤していき、さらに
リンパ節、肺、肝などへ遠隔転移を起こしていきます。
癌の浸達度（深さ）は画像所見では確実ではありま
せん。膀胱腫瘍と診断された場合、腫瘍の深達度診断
（膀胱がんが表在性なのか、筋層まで浸潤しているの
か）、組織型の確認、悪性度（Grade）を確認するた
めに腫瘍を切除、採取し病理組織学的に診断するため
経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）を行います。
表在性の膀胱がんであれば、TUR-BT で腫瘍を完
全に切除することで完治を期待できます。比較的短期
間の入院で、さして苦痛もなくこの手術を受けられま
すが、再発を起こしやすいのが膀胱がんの特徴です。
TUR-BT で腫瘍を削り取ったとしても、表在性膀胱が
んのうち50％前後は2年以内に再発し、また再発を
繰り返す間に20％は浸潤性がんへ移行してしまうこ
とがわかっています。その対策として、TUR-BT 直後
に抗がん剤の膀胱内注入を行うことで再発を減らすこ
とが期待できます。

TUR-BT およびMRI などの画像検査で浸潤性膀胱
がんと診断された場合、膀胱全摘除術＋骨盤内リンパ
節郭清術が標準治療になります。
手術方法は開腹での膀胱全摘術が一般的ですが、最

近は腹腔鏡を用いた腹腔鏡下膀胱全摘除術あるいはロ
ボット支援下膀胱全摘除術も保険診療で可能になり、
行っている施設も増えています。ロボットを使用した
膀胱全摘除術のメリットは、腹腔鏡下手術同様に開腹
手術と比較して傷が小さく、出血量が少なく、患者さ
んへの負担が少ない点で、腹腔鏡下手術と比較し、さ
らに繊細な手術が可能です。
膀胱全摘除術で膀胱を摘出するときには、尿の出し

方を変えることが必要になります（尿路変更術）。
小腸や大腸を使って手術前と同じように自然に排尿

する方法（自然排尿型代用膀胱）および尿管を小腸へ
付けてお腹に出して（ストーマ）袋に尿を集める方法
（回腸導管）が標準的な方法です。
どちらの尿路変更術が適しているかは、患者さんの

年齢や性格、患者さんの全身状態や併存症の有無（腎
不全や糖尿病など）、膀胱がんの存在部位（尿道にが
んがあり、多発する上皮内がんなどは自然排尿型代用
膀胱の適応外）などで判断する必要があります。
残念ながら、膀胱全摘除術をうけた浸潤性膀胱がん

患者さんのうち、50％は再発、転移をきたすことが
わかっています。また、最初の診断時にすでにがんが
転移を起こしている場合は、基本的に根治（完全にが
んを治すこと）は不可能です。転移をおこしてしまっ
た膀胱がんに対する治療はシスプラチンという抗がん
剤を含んだ、多剤化学療法が標準治療になります。進
行あるいは転移をおこした膀胱がんに対し抗がん剤が
効かない場合は、免疫療法が次の治療として有効な可
能性があります。

日曜・休日に実施している医療機関
月日 場所 施 設 名 科 目 電話（048） 場所 施 設 名 科 目 電話（048）

11

3 新座 田中内科医院 内、外、循内、
消内 477-3536 和光 田中医院 内 461-2060

6 新座 平山クリニック 内、小、アレ 480-0248 志木 西川医院 内 471-0074

13 朝霞 鈴木内科 内、小 473-6611 和光 村山皮膚科
クリニック 皮、アレ 464-5333

20 志木 幸町クリニック 内、外、肛 485-5600 朝霞 朝霞台駅前
みなみ耳鼻咽喉科 耳、アレ 474-8733

23 朝霞 富岡医院 内、循内、小 461-7581 朝霞 まつおか眼科
クリニック 眼 450-2030

27 朝霞 塩味クリニック 内、小 461-6100 新座 永弘クリニック 泌、内、外 474-3708

日曜日、祝日に
開局している
薬局
下のコードから
確認できます。

わたくしたちの健康 ぼう こう

膀胱がん
はま の きみなり

朝霞地区医師会 濵野 公成
�464-4666

午前10時～午後4時

※当番医は変更になる場合があります。確認してからお出かけください。

救急医療のお問い合わせ
●埼玉県南西部消防局 �460-0123
●埼玉県救急電話相談 ♯7119（全国共通ダイヤル）または�824-4199（ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳ）
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