
 

 

 

 

※いずれも市内に住民登録・外国人登

録をしている方が対象です。 

※年度内に同じ検診を重複して受ける

ことはできません。 

※70歳以上の方、老人保健医療対象者で

65歳以上70歳未満の障害認定を受け

ている方、生活保護世帯の方、市民税非

課税世帯の方は無料です。市民税非課

税世帯の方は本人確認できるものを持

参し、当日受付をする前に事務所窓口ま

でお越しください（乳がん検診・肺がん

検診のたんの検査は除く）。 

※40歳以上で健康手帳をお持ちの方は、

持ってきてください。 

※検診結果は約1カ月後に郵送します。 

※いずれも申込みは、電話で健康づくり課

（　 82-2252　受付時間8時30分～17時）へ。 

 

肺がん
対象／40歳以上の方　とき／12月
13日㈫9時～11時　ところ／保健セ
ンター　定員／120人　費用／レン
トゲン撮影200円、たんの検査600

円　申込み／10月25日㈫から 
 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／12月9
日㈮9時～11時　ところ／保健セン
ター　定員／各40人　費用／1,000
円　申込み／10月25日㈫から 
※妊娠中の方、または妊娠の可能性のあ

る方は受診できません。前日の21時以

降は飲食、喫煙はしないでください。 

 

乳がん（超音波による）
対象／20歳以上の女性　とき／12
月2日㈮9時30分～11時、13時～15

時　ところ／保健センター　定員
／午前50人、午後50人　費 用／
1,800円　持ち物／バスタオル　申
込み／10月25日㈫から 
 

乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／12
月16日㈮9時30分～11時、13時30分

～15時　ところ／白子コミュニテ
ィセンター　定員／午前50人、午

後50人　費用／2,800円　持ち物／バ
スタオル　申込み／10月25日㈫から 
※マンモグラフィは乳房専用のレント

ゲン撮影です。撮影の範囲は乳房か

らわきの下を含めた部分になります

ので、撮影の際は、制汗剤やパウダ

ーなどは使用しないでください。 

※妊娠中の方、または妊娠の可能性の

ある方は受診できません。 

※ペースメーカーなど、胸壁や乳房内に

人工物が入っている方は受診できません。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフ

ィ検診を重複して受けることはできません。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／11
月11日㈮、12月2日㈮13時～14時30

分　11月25日㈮、12月16日㈮13時

30分～14時30分　ところ／11月11日、
12月2日分は保健センター、11月25

日分は旭が丘公民館、12月16日分

は白子コミュニティセンター　定
員／各100人（11月25日、12月16日
分は50人）　費用／900円　申込み
／11月11日、25日分は受付中、12

月2日、16日分は10月25日㈫から 

※生理日の方は受診できません。検診

前日の接触と洗浄は避けてください。 

 

医療機関でがん検診を実施しています。
胃・大腸・子宮がん検診　10月31日㈪まで 

※詳しくは、8月5日号の広報すずかを

ご覧ください。 

 

 

●教室

すくすくファミリー教室
■子育てコース
　親子の触れ合い遊びを通じて、

仲間づくりをしましょう。 

対象／平成16年11月から平成17年2
月生まれの子とその保護者で初参

加の方　とき／11月8日㈫13時30分

～15時　ところ／保健センター　
内容／親子の触れ合い遊びなど　
定員／30組　申込み／10月26日㈬

から（電話予約制） 

 

■離乳食コース
　離乳食に関する知識を深め、育

児について話し合える仲間をつく

りましょう。 

対象／平成17年6月から8月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方　と
き／11月8日㈫ 10時～11時30分　と
ころ／保健センター　内容／講話「離
乳食について」～離乳初期から中

期を中心に～離乳食の調理説明、

栄養相談　定員／30組　費用／無
料　申込み／10月25日㈫から（電

話予約制） 

 

 

●予防接種
　麻しん・風しんの予防接種は、平

成18年4月1日付けでＭＲ（麻しん・

風しん混合）ワクチンとなり、接種

回数が2回となります。対象年齢は、

第1期：生後12～24カ月未満、第2期：

5歳以上7歳未満の者であって、小学

校就学の始期に達する日の1年前の

日から当該始期に達する日の前日ま

での間にある者に変更されます。 

　平成18年4月1日で満2歳に達する

者で、まだ麻しん・風しん予防接種

が完了していない方は、平成18年3

月31日までに接種が完了できるよう

かかりつけの医師にご相談ください。 

 

 

●健康診査
　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を

行います。対象の方に個別に通知

します。受診日の変更は健康づく

り課へ。 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
11月10日（木） 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

10月24日（月）～11月4日(金)
※定員になり次第締切り 

4人程度 坂倉康夫　医師（耳鼻咽喉科） 

11月25日(金) 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

11月25日(金) 
受付10時～11時 

すくすく広場
（育児相談）

ー ー 母子健康手帳 
（育児相談希望者）持参 
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　　　　今年も恒例の健康

展を11月13日（日）に保健センターで開催します。

当日は血圧測定や体力測定を行ったり、各種の健

康相談コーナーを設けたりする予定です。自分の健

康について見つめ直す良い機会になりますので、

家族皆さんで、ぜひお越しください。 
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　ゴボウならではの植物繊維が豊富

に含まれます。食物繊維は種類によ

って性質が異なりますが、ゴボウは水

溶性、不溶性の食物繊維を約半々

の割合で含みます。リグニンという水

溶性の食物繊維には抗菌作用があり、

がん細胞に対してもその発生を抑制

することで注目されています。さらに

は便秘を改善するとともに、大腸がん

の予防にも大きな威力を発揮します。

また、コレステロールを排泄させるので、

動脈硬化の予防に高い効果が期待

できます。ゴボウの炭水化物は、主と

してイヌリンです。イヌリンは体内で

糖に変わりにくいため、血糖値の上

昇を緩やかにして、糖尿病を予防し

ます。ゴボウは加熱しても繊維質が

残り、食べごたえがあるため、かむ回

数も自然に増え、少量でも満腹感が

得られ、食べ過ぎによる肥満を防ぐ

効果が期待できます。ほかの根菜類

と炊き合わせればさらに効果的です。 　　教　室 

　　予防接種 

　　健康診査 

上原 有紗ちゃん・由加里さん

あり さ
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インフルエンザの予防 
インフルエンザについて

　インフルエンザは通常、初冬か

ら春先にかけて流行します。現在、

Ａソ連型（Ｈ１Ｎ１）、Ａ香港型（Ｈ３

Ｎ２）、Ｂ型の3種類が同時に、ある

いは混在して、それぞれが毎年少

しずつ変異しながら流行を続けて

います。インフルエンザに罹患する

と、肺炎、気管支炎のほか、脳症、

ライ症候群、心筋炎、中耳炎など

の合併症もあって、大きな被害や生

命の危険がありますので決して軽

い病気ではありません。「健康は大

切な財産」。ワクチンの予防接種に

よって、インフルエンザに罹患しに

くくなったり、たとえ罹患しても症状

の重症化を抑えたりすることができ

ます。合併症や死亡する危険性を

抑えられるため、特に高齢者に対し

て接種をすることが勧められています。 

　　 

予防接種の接種率 
　65歳以上の高齢者に対するインフ

ルエンザ予防接種は、平成13年度

から一部公費負担となりました。本

市における接種対象者数と接種者数、

接種率はグラフのとおりとなっています。

基礎疾患があり、インフルエンザに

よって重症化しやすい人、またそれ

らの人の医療や介護に携わっている

人にも予防接種は勧められます。 

 

インフルエンザ予防接種 
　本市では、予防接種を10月15日㈯

から平成18年1月31日㈫の期間に、

一部公費負担で実施しています。

詳しくは、10月5日号の広報すずか

をご覧ください。 
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