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介護者の会
新米パパママ学級④
胃・大腸・肺・子宮・乳がん
検診（市民情報センター）

幼児教室発達相談Ａ 発達相談B ひまわり教室
リハビリ教室

骨粗しょう症予防教室

新米パパママ学級③
胃・大腸・肺・子宮・乳がん
検診（菊沢東小学校）

骨粗しょう症予防教室
３歳児健診

発達相談Ａ
４か月児健診

発達相談Ｂ
２歳児教室①
４か月児健診

胃・大腸・肺・子宮・乳がん
検診（市民情報センター）

幼児健康相談
発達相談Ａ

発達相談Ｂ リハビリ教室
発達相談Ａ

発達相談Ａ
乳児健康相談

発達相談Ｂ
離乳食教室

発達相談Ａ
ポリオ予防接種

ポリオ予防接種 すこやか健診
胃・大腸・子宮・乳がん検診
(板荷9区生活向上センター
･板荷コミュニティセンター)

 

 

※毎月21日は「健康活跳日21」の日です。健康づくりに取り組みましょう！

１歳６か月児健診 １０か月児健診 楽しく学ぶ親子
むし歯予防教室
胃・大腸・肺がん検診
(南押原コミュニティセンター)

発達相談Ａ
１歳６か月児健診

 
健康活跳日21の日

対　　象
胃・大腸・肺… 40歳以上
子　宮… 20歳以上の女性で20年度に偶数の年齢になる人
乳（マンモグラフィＸ線検査と超音波検査）… 40歳以上
の女性で20年度に偶数の年齢になる人
乳（超音波検査のみ）… 30歳以上40歳未満の女性で20年度
に偶数の年齢になる人
受診方法
がん検診は予約制です。お早めにお申し込みください。申
込者には検診日の1週間くらい前に受診票および検査用容
器などを送付します。
申　込　健康増進係までお申し込みください。
《胃がん検診を希望する人へ》
・バリウムによるアレルギー症状、腸管憩室のある人、
腸の手術・腸閉塞にかかったことのある人は、受診でき
ません。
・検診日前日の夜９時以降は、一切の飲食（たばこ含む）
をしないでください。（医師から処方されている血圧の薬
は、コップ約半分の水で服用すれば問題ありません）

《大腸がん検診について》
・検診日の前に２日分の便を採り、検診会場に持参するだ
けの検診です。胃がん・肺がん検診同様、年に1度の受
診をお勧めします。

自己負担金
胃・大腸・子宮がん検診　無料 肺がん検診　2,000円
乳がん検診（40歳以上） 1,000円（マンモグラフィＸ線検査と超音波検査）
乳がん検診（30歳台） 500円（超音波検査のみ）
受付時間
●胃・大腸－午前７時30分～８時15分
○胃・大腸－午前８時30分～11時
◇胃・大腸－午前９時15分～11時
□　 肺 －午前８時30分～11時
◆子宮・乳－午前８時30分～11時
■子宮・乳－午後１時30分～２時30分

胃・大腸・肺・子宮・乳がん検診日程

がん検診 健康課健康増進係　☎☎（63）8311

6月06日(金)

8日(日)

12日(木)

21日(土)

26日(木）

板荷9区生活向上センター

板荷コミュニティセンター

市民情報センター

菊 沢 東 小 学 校

南押原コミュニティセンター

市民情報センター
※6月8日・26日の乳がん検診の申込は、満員のため締め切りました。

●

◇

○

○

○

○

□

□

□

□

■

◆※

■

◆※

と　　き と　こ　ろ 胃・大腸 肺 子宮・乳 委託検診機関
（胃・大腸）
宇都宮健康クリニック
（子宮・乳）
保健衛生事業団

保健衛生事業団

保健衛生事業団

宇都宮健康クリニック
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予 防 接 種
健康課健康増進係　☎☎（63）8311

乳幼児の健診・教室
健康課保健指導係　☎☎（63）8312

「まちの保健室」へ、ようこそ
健康課保健指導係　☎（63）8312

6月の予防接種対象児には、集団接種は接種日の5日前
に、個別接種は5月末に個人通知します。個人通知が届
いたら、できるだけ早めに受けるようにしましょう。
予防接種対象月齢
BCGの予防接種は、生後6か月未満までです。

市民みなさんの健康づくりを応援
できるよう、出前健康相談「まちの
保健室」を開設します。からだやこ
ころの相談ができますので、お気軽
にお立ち寄りください。

開設日 ｢健康活跳日21の日｣(毎月21日)
※土・日・祝日を除く

ところ
・市　役　所　午前９時～正午
・市民情報センター 午後１時～３時

6月の乳幼児健診対象児には、個別検診は5月末に、集
団健診は健診日の2週間前に個人通知します。

6月休日・夜間救急医療

◇個別検診（委託医療機関）

◇集団健診（市民情報センター）

◇教室（市民情報センター）

個 別 接 種 対 象 児

股関節脱きゅう検診 平成20年3月生
対　　象

4か月児健診

10か月児健診

1歳6か月児健診

3歳児健診

と　き

6／16（月）

6／17（火）

6／20（金）

6／18（水）

6／19（木）

6／13（金）

対　　象

平成20年１月１日～１月20日生

平成20年１月21日～２月10日生

平成19年8月生

平成18年11月１日～11月20日生

平成18年11月21日～12月10日生

平成17年5月 1日～ 5 月20日生

受付時間

午後1時
～
2時

※休日に発病したらまずは“かかりつけの医師”に連
絡してください。“かかりつけの医師”が不在の時は
上記のところへお電話を。また、医療機関を利用す
る人は、必ず電話で連絡してください。

休 日 ・ 夜 間 急 患 診 療 所

市民文化センター内（坂田山2－170）☎（65）2101

内科・小児科・歯科
日曜日・祝日等
午前10時～正午
（受付は11時30分まで）
午後1時～5時
（受付は４時30分まで）

内科・小児科
日曜日・祝日等および
平日（月・水・金曜日）
午後7時～10時
（受付は午後9時30分まで）

昼
　
間

夜
　
間

在 宅 当 番 医

外　科
（昼間）
（午前9時～
午後5時）

０1日（日）
０8日（日）
15日（日）
22日（日）
29日（日）

上都賀総合病院
御殿山病院
荒木医院
西方病院
高橋外科胃腸科

☎（64）2161
☎（64）2131
☎（64）2775

☎0282（92）2323
☎（62）9700

☎（64）2161
☎（64）2131
☎（64）2161

☎0282（92）2323
☎（64）2161

上都賀総合病院
御殿山病院
上都賀総合病院
西方病院
上都賀総合病院

０1日（日）
０8日（日）
15日（日）
22日（日）
29日（日）

外　科
（夜間）

三種混合
１ 期

麻しん・風しん

追
加
7歳6か月未満で平成19年5月に初
回が済んでいる児

平成19年5月生

平成14年10月生～12月生

平成2年10月生～12月生

BCG 平成20年3月生

第
１
期
第
２
期
第
４
期

と　き

離乳食の話と実習

絵本の紹介と読みきかせ
絵本の配布
問い合わせ：図書館本館

☎（６４）９５２３

10か月児健診
対象児
（平成19年8月生）

平成19年
10月生

6／3（火）
午後1時30分
～3時30分

6／20（金）
（１０か月児
健診時）

離乳食教室

ブックスタート

歯科検診
ブラッシング指導
身体測定

平成18年
6・7月生
定員30組
（定員次第締切）
申込期限
６月16日（月）

6／17（火）
午前10時
～11時30分

2歳児教室

体と心の成長・栄養の話
クッキング体験

7／8（火）
午前10時
～11時30分

内　　容 対　　象

市民情報センターでの予防接種

ポ リ オ
6／4（水）

6／5（木）

と　き 対　　象

平成19年12月生
平成20年1月生

平成19年
8月生・9月生

受付時間

午後1時15分
～

2時15分

の
ぼ
り
旗
が
目
印

▲
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生涯にわたり、自分の歯を20本以上保ち、自分の口か
ら食べ元気な体を保つため、8020運動（80歳で自分の
歯を20本以上保つこと）を推進しています。
むし歯予防、歯周疾患予防のため、以下を実践しまし
ょう。
○歯磨きを行いましょう。
○定期的な検診を受けましょう。
○40歳を過ぎたら「歯周疾患検診」（節目検診）を受け
ましょう。

6月4日～10日は歯の衛生週間
健康課健康増進係　☎（63）8311
健康課保健指導係　☎（63）8312

◎歯を失う前に歯周疾患検診を受けよう
歯周疾患とは、歯肉が腫れる「歯肉炎」と、歯と歯ぐ
きをつなぐ歯根膜や、歯を支えている歯槽骨まで炎症が
およぶ「歯周炎」を合わせた歯ぐきの病気の総称で、予
防と早期の発見が大切です。
対 　 象 市内に住所を有する下記の生年月日の人

40歳（昭和43年4月2日～44年4月1日生まれ）
50歳（昭和33年4月2日～34年4月1日生まれ）
60歳（昭和23年4月2日～24年4月1日生まれ）
70歳（昭和13年4月2日～14年4月1日生まれ）

内　　容　問診・口腔内診査
期　　間　5月1日（木）～12月25日（木）（休診日を除く）
受診方法　対象者には受診券をお送りしました。

歯周疾患検診が受診できる医療機関に電話予
約のうえ、受診券を持って受診してください。
総入れ歯の人は、ご遠慮ください。

料　　金　無料（ただし、治療が必要な場合は有料です）
持参するもの 受診券・保険証
検診機関　歯周疾患検診が受診できる市内の歯科医院は、

受診票の裏面に掲載してあります。

◎歯周疾患検診ってどんなこと
あなたのお口の健康状況がわかります。
◆検診の診査内容◆
問 　 診　歯科医師などがあなたの相談や日頃の歯の健

康について自己記入法や聞き取り法によって
把握します。

口腔内診査 歯科医師があたなの歯や歯肉の状況をチェッ
クし、治療・予防を指導するための基準とし
ます。

事後指導　歯の健康状態のチェックの結果
①異常なし ②要指導 ③要精密検査 などと
分類され、適切な指導を受けることができます。

５月から歯周疾患検診が
始まりました！！

あなたは、対象になっていませんか？

健康課健康増進係　☎（63）8311

市では、通院が困難な寝たきりの人の口腔状態改善を
図るため「在宅寝たきり老人歯科保健推進事業」を実施
しています。寝たきりなどの理由で、歯の治療が受けら
れず困っている人は、ぜひご利用ください。
対　象　65歳以上で、寝たきりなどの理由で歯の治療を

受けたいが通院できず困っている人
内　容　歯科医師などが訪問して、口腔清掃、義歯の作

成・調整・使用方法の指導、歯周疾患･う歯等に
対する応急処置、そのほか必要と認められるこ
とについて診察します。

費　用　診察費用（保険適応）と歯科医師の交通費
申　込　電話で保健指導係へお申し込みください。

在宅寝たきり老人歯科保健推進事業
家庭で歯の治療が受けられます

健康課保健指導係　☎（63）8312

むし歯予防の一環として、むし歯予防に効果のある
「フッ素イオン導入法」と、歯科医師、歯科衛生士による
相談などを実施します。ぜひ参加してください。
「フッ素イオン導入法」とは、フッ素が自然のままで
は浸透しにくい性質を持っているので、人体には感じな
い程度の弱い電流を流すことで、フッ素イオンとして積
極的に浸透させる方法です。
と　　き　6月21日（土）

受付時間
年長児……………午後1時30分～2時15分　　　
小学校1・2年生…午後2時15分～3時15分

と こ ろ　市民情報センター1・2階
対 　 象 市内在住の小学校1・2年生

市内在住の保育園、児童館、幼稚園の年長児
料　　金　500円（薬品代）
持参するもの 歯ブラシ・ビニール袋（歯ブラシ入れ）
申　　込　小学校、保育園、児童館 、幼稚園から申込用紙

を配布しますので、希望者は、申込用紙に記
入し、それぞれ申し込んでください。

共　　催　上都賀歯科医師会

“楽しく学ぶ
「親子むし歯予防教室」”

健康課保健指導係　☎（63）8312
学校教育課学校教育係　☎（63）2239
児童福祉課児童育成係　☎（63）2174
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脳卒中等後遺症でからだが不自由になった人や、言葉
がうまく話せない人たちが集まり、家庭生活や社会生活
の回復を目指して、元気に楽しくリハビリ教室を開催し
ています。
この教室に参加するようになってから、「外出に自信が
ついた」「元気になった」などの声も聞かれます。
たくさんの仲間と、教室を一緒に盛り上げてくださる

「サポーターさん」とともに、リハビリ教室で元気になり
ませんか！！
対　象　脳卒中後遺症などでからだが不自由な人

おおむね40歳から64歳までの人
会　場　市民情報センター１階

マルチメディアヘルスケアルーム
開催日　毎月2回　

水曜日午後1時30分～3時30分
※詳しい日程などは保健指導係へお問い合わせください。

～みんなで元気になろう～
リハビリ教室のご案内

健康課保健指導係　☎（63）8312

「離乳食はこれでいいの？」
「うちの子アレルギーがあるんだけど？」
「メタボリックから脱出したいんだけど？」
など食や栄養に関すること、健康についての悩みなど、
栄養士や保健師に相談ができます。
気軽にお電話ください。
と　き　月～金（土・日・祝日を除く）

午前8時30分～午後5時30分
ところ　市民情報センター３階　健康課

栄養相談・健康相談
健康課保健指導係　☎（63）8312

肝炎は、肝臓の病気です。肝臓は「沈黙の臓器」と呼
ばれており、Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルスに感染した場
合でも、自覚症状が現れない場合が多く、肝硬変や肝が
んへと進行することもあり注意が必要です。
県西健康福祉センターでは、過去に肝炎ウイルス検査
を実施したことがない人、感染の心配がある人などを対
象に、下記のとおり肝炎ウイルス検査を実施しています。

検査内容 Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎
検査料金 無料
検査日時 毎週水曜日（祝日を除く）

午前10時30分～11時30分
検査会場 県西健康福祉センター　２階

（上都賀庁舎内：今宮町1664-1）
検査結果 原則として、翌週の木曜日以降
そ の 他 予約不要・匿名での受診も可能

※医療機関においても上記検査が受診できるようになり
ました。希望する人は、県西健康福祉センターにお申
し込みください。
※インターフェロン治療に係る医療費助成制度について
は、県西健康福祉センターにお問い合わせください。

肝炎ウイルス検査を受けましょう
県西健康福祉センター健康対策課　☎（64）3125

5月31日は世界保健機関（WHO）が定める「世界禁煙
デー」です。また、この日から始まる１週間は、厚生労
働省が定める「禁煙週間」です。
たばこの煙には、ニコチン、タール、一酸化炭素など
数多くの有害物質が含まれており、喫煙はがん、心臓病、
脳血管疾患、呼吸器疾患などの発症や死亡に深く関係し
ています。また、歯周病や低体重児の出生、流・早産の
危険因子でもあります。さらに、周囲でそのたばこの煙
を吸わされる人にも同様の健康への害があります。
この機会に、たばこを吸う人はたばこを控えるととも
に、みなさんで喫煙による健康への害や未成年者の喫煙
防止、受動喫煙の防止について考えてみましょう。

5月31日は『世界禁煙デー』
5月31日から6月6日は『禁煙週間』

健康課健康増進係　☎（63）8311

生活機能評価の実施方法が変わります 高齢福祉課地域包括支援センター　☎（63）2175

65歳以上の人の、日常生活を送る機能低下をチェック
する「生活機能評価」が次のように変わります。
対　象 65歳以上の人（要支援、要介護認定者を除く）
方　法 地域包括支援センターが郵送した「基本チェック

リスト｣に記入し、返送してください。その内容
を確認し、生活機能の低下がみられた人に「受診
券」を送りますので、指定医療機関で｢生活機能
検査｣を受けてください。

時　期 ６月以降実施予定

生活機能検査
（診察・血液検査等）

平成20年度 (変更後 )

生活機能評価
基本チェックリスト
の実施

指定医療機関生活機能低下が
見られた人へ
受診券を郵送


