保健だより
♥

問合せ 健康推進課 (保健センター内)
☎34-7000、 FAX34-9470

母子保健 （７月）

子宮頸がん予防接種

■乳幼児健診 （３～４か月児健診、 １歳６か月児健診、 ２歳児
歯科健診、 ２歳６か月児歯科健診、 ３歳児健診） について
新型コロナウイルス感染症対策として３密を避けるた
めに、 健診の人数や受付時間などを制限したうえで、
実施しています。 対象の人には、 日程や受付時間に
ついて個別に案内を送付します。
■教室 ・ 相談 （要予約、 先着順）
教室 ・ 相談
パパママセミナー
（１０・１１月出産予定の人） 第２回
※６月２７日受付開始
離乳食講習会
※３～４か月健診
受診後受付開始

ステップ１

期日

時間

１１日 (月)

９:15 ～１０: ３０
１０: ４５～１２: ００

５日 (火)
１０:00 ～１１: ００

ステップ２ ２６日 (火)

赤ちゃん相談
（対象児 ： １歳６か月まで）
※７月５日受付開始

１９日 (火) ９:00 ～１２: ００

発達相談

希望者は、保健センター （保
健師） まで問い合わせてくだ
さい。日程をお知らせします。

マタニティ ・ おっぱい相談

毎週金曜日 13:00 ～ 16:00

( 希望者は、 事前に問い合わせてください。 )

※パパママセミナー第２回は感染予防対策のため初産の人と配偶
者に参加を限定させていただきます。 時間帯を分け、 少人数で
実施します。 詳細は申し込み時に確認してください。
※赤ちゃん相談は感染予防対策のため時間帯を分け、 少人数で
実施します。 詳しい時間帯は申し込み時に確認してください。
※保健センターで実施する健診 ・ 教室は新型コロナウイルス感染
症の感染状況によって急きょ中止 ・ 延期する場合があります。
ホームページや母子健康手帳アプリにてお知らせします。
■母子健康手帳アプリ
新規登録後、 自治体選択画面で
「常滑市」 を選択してください。

令和４年４月から子宮頸がん予防接種の積極的勧奨
を再開しています。 対象の人は公費で受けられます。
■対象者 （対象者には案内文を配布しています）
①定期接種対象者
小学６年生～高校１年生に相当する女子
②特例措置対象者
平成９年度生まれ～平成１７年度生まれの女子で、
定期対象期間から外れた人
※実施期間 ４月１日～令和７年３月３１日
■接種回数 全３回接種 （無料）
②の人は、 全３回接種のうち未接種分
■ワクチンの種類 サーバリックスまたはガーダシル
※全３回を同じワクチンで接種してください。
（過去の接種歴のある人は、 同じワクチンで残りの回
数を接種してください）
■接種方法 ・ 接種時の注意事項
母子健康手帳で接種歴を確認し、 指定医療機関に直
接申し込んでください。 予診票は医療機関で配布しま
す。 １６歳未満の人は原則保護者の同伴自署が必要
です。 新型コロナワクチンとの接種間隔は前後２週間
以上あけ、 同時接種は避けてください。
■持ち物
母子健康手帳、 接種当日朝の体温値、 市民であるこ
とを確認できるもの （健康保険証など）
≪子宮頸がん予防ワクチン自費接種費用の一部助成≫
平成９年度生まれ～平成１６年度生まれの女性で、 定
期接種の対象年齢を過ぎてサーバリックスまたはガー
ダシルを国内で自費接種をした人は、 接種費用の一
部を公費負担できる場合があります。
詳しくは市ホームページを
ご確認ください。

休日診療当番医（７月）
受診前に体温を測定し、発熱のある場合、または風邪症状のある
場合は必ず電話をしてください。 診療時間 9:00 ～ 12:00

当番日

当番医

３日 (日) 伊藤クリニック（市場町）

- 献血ありがとうございました （５月） -

電話
35-2133

１０日 (日) 稲葉診療所（多屋町）

35-3862

市内１カ所 合計３回開催 １３１人

１７日 (日) いのう皮フ科形成外科 （錦町）

89-2215

- 献血にご協力を （７月） -

１８日 (祝) 内田眼科（飛香台）

36-1400

２５日 （月） 市役所 １０:00 ～１１:30
１３:00 ～１６:00
※献血の日程などの詳細は愛知県赤十字
血液センターのホームページでご確認
ください。

２４日 (日) おおしまハートクリニック （虹の丘） 47-8109
３１日 (日) 加藤耳鼻咽喉科 （大野町）

４２- ０００７

※都合により変更になる場合があります。 また、 悪天候などに
より、やむを得ずに休診になることがあります。ご了承ください。

広報とこなめ７月号 （２０２２）
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第2期 健康日本21
とこなめ計画
共に支え合い
健「
幸」
に暮らせるまち とこなめ
定期的にがん検診を受けよう！
市のがん検診実施期間 ～令和５年２月末
がんは死因の第１位となっています。がん予防には食
生活や喫煙などの生活習慣の改善とがん検診を受診し
早期発見することが大切です。
がんは何も症状がないうちに定期的に検査を受けるこ
とが大切で、早期発見・早期治療により、からだのダメー
ジだけでなく、治療費の負担を軽減することもできます。

自覚症状
■胃がん
胃痛、胸やけなど
■肺がん
咳が続く、息切れ、痰が出る、胸痛など
■ 大腸がん
便に血が混じる、便秘や下痢を繰り返すなど
■前立腺がん
尿が出にくい、排尿時に痛みを伴うなど
■ 乳がん
乳房や脇の下にしこりがある、乳頭の異常など
■子宮頸がん
月経以外の出血、下腹部痛など
過 去 のがん検 診 の結 果 で精 密 検 査 を受 けたことがあ
る方は、主治医に相談しましょう。

21 広報とこなめ７月号 （２０２２）

Ｑ.がん検診を受けるにはどうしたら良いの？
Ａ.市のがん検診は、種類によって受けられる年齢や実
施場所が異なります。また、
事前に申込が必要です。
※がん検診の申込み詳細はホームページをご覧ください。

広告

Ｑ.新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出を
控えているのですが、がん検診は受けた方が良いの？
Ａ.がん検診は 「
不要不急の外出」ではなく 「
必要な
外出」です。検診会場では、さまざまな感染防止
策をとっています。がん治療は早期発見がとても
重要ですので、コロナ禍であってもがん検診は定期
的に受診しましょう。

がん検診に
ついてはこちら

Ｑ.どのがん検診を受けたら良いの？
Ａ.対象のがん検診全てを受診することをお勧めしま
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す。もし、自覚症状がある場合は、がん検診を受け
るのではなく、速やかに医療機関へ受診しましょう。

Ｑ.がん検診を受けた後はどうしたら良いの？
Ａ.検診結果は受診後、約１カ月程度でご自宅に郵送で
届きます。届いたら速やかに結果を確認しましょう。
結果が 「
異常なし」の場合は来年度にまた検診を
受けましょう。
「
要精密検査」であったときは、自覚症状がなくて
も必ず速やかに医療機関に受診し、
精密検査を受けましょう！

問合せ 健康推進課成人チーム ｟
保健センター内｠
☎ —７０００、ＦＡＸ —９４７０
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