
 

 

 

 

※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（　 382-2252　月～金曜日　

受付時間8時30分～17時15分）へ。 

 

肺がん
対象／40歳以上の方　とき／3月1
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／3月9
日㈭、4月14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／3月9日分
は受付中、4月14日分は2月24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（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／4月
21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／2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／3月
6日㈪、4月21日㈮13時～14時30分

ところ／保健センター　定員／各
100人　費用／900円　申込み／3月
6日分は受付中、4月21日分は2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
■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10月から12月生ま
れの乳児をもつ方で初参加の方　

とき／3月10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／2月27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3月から6月生まれ
の子とその保護者で初参加の方　

とき／3月10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／2月28日㈫から（電話

予約制） 

 

 

■麻しん・風しん予防接種
　麻しん・風しんの予防接種は、平成

18年4月1日付けでＭＲワクチン（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

での間にあるもの（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1日からの開始予定）。 

　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。 

 

■ＢＣＧ予防接種
　ＢＣＧ予防接種は、対象月齢が

生後6カ月未満となっています。生

後6カ月以上1歳未満の方のＢＣＧ

予防接種については、接種費用の

一部助成を行っていますが、平成

18年3月31日接種分をもちまして制

度が終了します。助成による接種

を受けられた方で、助成申請書の

提出がまだの方は、3月31日までに

健康づくり課へ提出してください。 

 

■日本脳炎
　日本脳炎予防接種については、

厚生労働省勧告（平成17年5月30日

付）に沿って、引き続き積極的な

接種勧奨を控えています。 

 

■ＤＴ2期
　学童期に接種するＤＴ2期ワクチ

ン（ジフテリア・破傷風2種混合ワ

クチン）の予防接種はお済みですか。

一年を通して接種できますので、

母子健康手帳を確認の上、まだの

方は早めに接種しましょう。 

対象年齢／11～13歳未満　ところ
／実施医療機関（必ず保護者が同

伴してください）　回数／対象年
齢内で1回　持ち物／母子健康手帳・
健康保険証・予診票（予診票は市

内実施医療機関にあります） 

 

　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 
3月9日（木） 

13時30分～15時 
医師による
市民健康相談

2月20日（月）～3月3日（金）
※定員になり次第締切り 

4人程度 真鈴川　聡医師（神経内科） 

3月24日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

3月24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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 　　家の中を見回すと、

ストーブなど酸素を使って燃えるものがいろ

いろあります。燃えれば当然室内の空気は悪

くなっていきます。一酸化炭素中毒にならな

いよう、換気を十分に行い、健康に気を付け

ましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 
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　ヒジキは、子どもの成長期に必要

な骨や血液の大切な源であるカル

シウムと鉄を同時にとることができま

す。カルシウムは海藻中トップで、

乾燥ヒジキ10ｇに140mgと、カップ1

杯の牛乳に匹敵するほど含まれて

います。乳製品ほど吸収率は高く

ありませんが、わずか小鉢一杯ほど

の量で確保できるので、骨粗鬆症

の予防に効果的です。ヒジキには

鉄も多く含まれ、不足しがちなミネ

ラルがとれるので、鉄欠乏症貧血

の改善にも有効です。また、脂質代

謝を促す微量成分のクロムがインス

リンの作用を助けて血糖値を改善し、

さらに、食物繊維はゴボウの5倍も

含んでいますので、水に溶けないと

いう食物繊維の作用によって便秘

改善に即効性を発揮し、肥満の原

因となる食べすぎを抑制する効果

も生まれます。少量でも毎日接種す

るよう工夫しましょう。 
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　　予防接種 　　健康診査 
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出産前後小児保健指導
（ペリネイタル・ビジット）事業 
　近年、子どもの数が減少して

きていると言われます。平成17

年には、出生数より死亡数の方

が多くなり、少子化がますます

進んでいることが裏付けられて

います。その理由としてはいろ

いろな原因が考えられますが、

最近の社会環境の変化に伴い、

ゆとりのある妊娠・出産に望め

ない、落ち着いて育児ができな

いなどの要因が挙げられます。 

　こうした状況を受け、子育て

支援の一環として出産前小児保

健指導（プレネイタル・ビジッ

ト）事業が始まりました。この

事業は、妊娠中から妊婦やその

家族に対して、産婦人科医と小

児科医が連携して、小児科医が

育児指導や相談を行うことにより、

育児不安を解消し、さらには良

好な親子関係の育成を図ること

を目的としています。医師会では、

この事業を少子化対策の重要施

策の一つとして全国各地域で普

及に努めています。しかし、妊

娠中（出生前）から、育児に関

する相談をすることには違和感

があるためか、広く普及するま

でには至っていません。 

　本市では、この事業を拡大し

て平成17年9月から、出産前後

小児保健指導（ペリネイタル・

ビジット）を妊娠8カ月（28週）

から出産後56日までの期間に設

定して事業を始めています。 

　妊娠後期から出産後にかけて

の期間について、生まれてくる

赤ちゃんや出産、実際に育児を

始めてからの不安などについて、

かかりつけの産婦人科や小児科

に相談、指導を受けて解消して

います。子どもの心身の健全な

育成と虐待の防止につながる事

業であり、市内の産婦人科医・

小児科医が全面協力しています。

　この事業には本市の補助があ

り、すべて無料で行っています

ので、ぜひ多くの妊産婦の方に

ご利用いただきたいと思います。

詳しくは、かかりつけの産婦人

科、または健康づくり課までお

問い合わせください。 

ま　すず　がわ 


