
 
 
 
 
※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／5月12
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／3月24日㈮から 
 
胃がん
対象／40歳以上の方　とき／4月14
日㈮、5月19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／4月14日分は
受付中、5月19日分は3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（超音波による）
対象／20歳以上の女性　とき／5月
30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／3月24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／5月22
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／3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／4月
21日㈮、5月22日㈪、30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
／4月21日分は受付中、5月22日、30
日分は3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（2回シリーズ）
／○4月7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」
○5月14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」ところ／保
健センター　定員／30人　申込み／
3月28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／4月24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／3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11月から平成18年1月
生まれの乳児をもつ方で初参加の方　
とき／4月11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／3月29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、Ｍ
Ｒ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）。 
　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。 
 
■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 
4月13日（木） 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

3月27日（月）～4月7日（金）
※定員になり次第締切り 

4人程度 堀澤　信喜医師（眼科）  

4月28日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

4月28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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 　 今年の春の花粉総飛

散量は昨年の春の10～40％になると予測され

ています。しかし、昨年の春に花粉を多量に取り

込んだため、わずかな花粉で発症する事例も

予想されます。発症、重症化の予防として、洗顔や

うがい、マスクやメガネの着用が効果的です。 
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　体内で消化されない食物繊維
の一種であるグルコマンナンが
腸の働きを活発にし、便をやわ
らげて排便を促し、脂肪がつい
た腸や血管の壁を掃除します。
グルコマンナンは、老廃物やが
ん細胞などをつくり出す毒素を
吸着しながら腸内を移動し、そ

のまま体外に排泄してくれるので、
大腸がんなどの予防にも有効です。
昔からコンニャクが「腸の砂払
い」といわれるのはこのためです。
また、腸からのコレステロール
と糖質の吸収を抑えるため、コ
レステロール値や、血糖値の急
激な上昇を防ぎ、腸内でゆっく
り膨張して移動するので、早く
満腹感を得ることができ、肥満
の予防にもなります。さらに、
カリウムが体内の余分なナトリ

ウムを排泄するため、血圧を正
常にし、利尿効果も充分です。
刺身コンニャク以外は、下ゆで
してから食してください。 
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　　予防接種 

　　健康診査 
赤須美月ちゃん・千絵さん

みづき
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基本健康診査
　昨年の秋、医療機関で実施した
基本健康診査の結果、異常なしの
方は受診者数16,399人の内1割
程度で、ほとんどの方は医師から
何らかの指導を受けたり、治療が
必要という判定になっています。 
 
 
 
 
 

◎異常の内訳 
　健診の所見別では、高血圧で
指導や治療を必要とする方が最
も多く、ついで高脂血症・糖尿
病と続いています。ここ数年の

結果を見ても、これらの疾患で
指導や治療を必要とする方は年々
増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 

◎増えている肥満
 （ＢＭＩ25以上の方の割合）
　身長と体重から計算する体格指
数（ＢＭＩ）を見てみると、特に40代
男性の肥満が多く見られます。肥
満は生活習慣病の温床と言われる
ように、さまざまな病気の引き金に
なります。日ごろからの生活習慣の
改善が必要です。 

BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　健康づくり課では、生活習慣病
予防教室を開催しています。肥満
予防のためのさわやかスリム教室
では、7回シリーズの中で運動や
調理実習を通して、仲間と楽しく
参加できます。18年度は6月から
実施予定です。詳しくは広報すずか
4月20日号をご覧ください。 
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健診判定別結果
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