
 

 

 

 

※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（免許証・保険証など）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／受付中 
 

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／受付中 
※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（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／平
成18年1月13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／2,800円　持ち物／バスタオ
ル　申込み／11月24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／12月
2日㈮、平成18年1月13日㈮13時～14

時30分　12月16日㈮13時30分～14

時30分　ところ／12月2日、1月13日
分は保健センター、12月16日分は白

子コミュニティセンター　定員／各100
人（12月16日分は50人）　費用／900
円　申込み／12月2日、16日分は受
付中、1月13日分は11月24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。 

 

　

 

すくすくファミリー教室
■プレパパ・ママコース
　妊娠・出産・子育てについて話し合

う仲間をつくりましょう。ぜひ、夫婦で

参加してください。 

対象／妊娠5カ月から7カ月の方とその
夫で初参加の方　※お一人での参加も

可能です。　とき・内容（3回シリーズ） 
○平成18年1月6日㈮10時～11時30

分「助産師による講話、軽い体操、お

しゃべり会」　○1月16日㈪9時30分

～11時30分または13時30分～15時30

分「助産師による沐浴指導と体験学習、

保健師による母子保健制度の紹介」　

○1月29日㈰10時～11時30分「パネ

ルシアターで子どもについて知ろう、

先輩パパ・ママ・子どもとの交流」　

ところ／保健センター　定員／30人　
申込み／11月30日㈬から（電話予約制） 
※1回目は動きやすい服装でお越しください。 

 

■マタニティクッキングコース 
　妊娠中の食生活について学び、妊

娠中の悩みや子育てについて話し合

える仲間をつくりましょう。 

対象／妊娠中の方で初参加の方　とき
／1月23日㈪9時30分～12時30分　

ところ／保健センター　内容／栄養
士による講話、調理実習　定員／20
人　費用／材料費実費負担　申込
み／11月30日㈬から（電話予約制） 
■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17年1月から4月生まれの
子とその保護者で初参加の方　とき
／12月6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／11月28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7月から9月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 とき／12
月6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／
11月24日㈭から（電話予約制） 

 

■おやつクッキングコース
　親子の触れ合いを通じて、手作りお

やつの大切さを学びましょう。 

対象／就学前（4歳以上）の幼児とそ
の保護者　とき／12月21日㈬9時45

分～12時　ところ／保健センター（調
理室）　内容／調理実習　定員／15
組　費用／実費負担（材料費）　申
込み／11月29日㈫から（電話予約制） 
 

　
　麻しん・風しんの予防接種は、平成

18年4月1日付けでＭＲワクチン（麻し

ん・風しん混合）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（ただし、ＭＲワクチン第1期接種済

者）に変更されます（第2期は平成23

年4月からの開始予定です）。 

　平成18年4月1日で満2歳に達する

方で、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。 

 

　 
 

　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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医師による
市民健康相談

11月21日（月）～12月2日(金)
※定員になり次第締切り 

4人程度 朝日国比古　医師（皮膚科） 

12月16日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

12月16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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　　　毎年冬になると流

行するインフルエンザ。予防の基本は流行前

にワクチン接種を受けることです。流行して

きたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、

疲れている人、睡眠不足の人は、人混みや繁

華街への外出を控えましょう。 
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　旬は秋から冬で、一般にサケと呼

ばれているのは、シロサケのことです。

良質のタンパク質がたっぷり含まれて

おり、特にビタミンＤが豊富です。シ

ロサケで100gあたり32μgもあり、ナイ

アシンなどのビタミンＢ群や葉酸など

も豊富です。また、さまざまな健康成

分が多く含まれており、コレステロー

ルや中性脂肪を減らすＥＰＡ、脳の

働きを活性化するＤＨＡ、強力な抗

酸化作用で目や肌の老化、動脈硬

化やがんを防ぐアスタキサンチンな

どがあります。このアスタキサンチン

はサケの身の赤い色素で、カニやエ

ビに多く含まれていますが、魚類で

身に含まれているのはサケだけで、

卵（イクラやすじこ）にも含まれてい

ます。頭の軟骨に含まれるムコ多糖

類には、関節の働きを滑らかにしたり、

肥満を予防する作用があり、皮には

コラーゲンが多く、美肌作りや老化

防止に力を発揮します。 
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　　予防接種 

　　健康診査 
根津 享央くん・根津 晃代さん

みちひさ

根津 享央くん・根津 晃代さん

みちひさ

 

あなたはかかりつけ医を持っていますか 
かかりつけ医とは

　体の具合が悪いときにいきなり大

病院へ行くことがもっとも良いことでし

ょうか。確かに大病院では最新の設

備と最高のスタッフによって、いつでも

その地域で最高の医療を提供してく

れます。では、かかりつけ医を持つこ

とには、どのようなメリットがあるのでし

ょう。いつも受診しているお近くのか

かりつけ医は、あなたやあなたのお子

さんの体調、薬の効き具合や好みもよ

くわかっています。時には「あなたの

お母さんも小さいころよく風邪をひい

たけど今は元気。あなたも大丈夫だよ」

などと話したりもします。そして治療の

難しい病気にかかったとき、どの病院

へ行ったらよいか助言し紹介状を書き

ます。紹介状には今の病気だけでなく、

これまでにかかった大きな病気がない

か、飲んではいけない薬はないか、と

きには家族に会って本人にも起きるか

もしれない病気についても書いてあり

ます。そして退院したときには、大病

院からの紹介状をもとに、その人の特

性や生活パターンを配慮した治療を

一緒に相談します。普段の健康管理

を任せるには、かかりつけ医が一番

良いのです。まだ決めていない方は

かかりつけ医を探してみましょう。 

 

応急診療所について
　応急診療所は、かかりつけ医と大

病院の中間に位置します（かかりつ

け医や応急診療所を一次救急といい

ます）。夜間・時間外に起きる急な病気

に対応します。受診された病気の方を、

重症・緊急の方は大病院へ紹介し（こ

れを二次救急といいます）、それ以外

の方に対しては、休日明けにかかりつ

け医を受診するときに、スムーズに治

療が始まるように配慮した処置をします。 

■応急診療所
●ところ 
西条五丁目118-3（総合保健センター内）  

●昼間の診療
診療日　日曜日、祝日、年末年始
（12月29日～1月3日）  

受付時間　9時30分～12時、13時
～16時30分  

診療科目　内科、小児科、歯科  
●夜間の診療  
診療日　毎日  
受付時間　19時30分～22時30分  
診療科目　小児科、内科（※土・
日曜日、祝日、年末年始は小児

科応急診療のみ） 


