
　吉野町では、町民のみなさんが生涯生きがいをもって健康でいきいきと安心して暮らすことがで
きるまちづくりを目指しています。そこで『いつでも・どこでも・誰とでも』健康づくりや介護予防に
取り組めるよう、健康づくり・介護予防サポーター養成講座を実施します。健康づくり・介護予防の
輪を個人から地域へと広げ、笑顔あふれる元気な吉野町を一緒につくりませんか？
　対 象 者：吉野町に在住で、全６回の講座に参加できる方（第１回サポーター養成講座受講生を除く。）
　講座内容：ボランティア活動や認知症についての講座、終活について（終末期にむけた講座）、救
　　　　　　命講習会、栄養教室など
　定　　員：20名
　開催時期：７月～12月までの期間に６回実施予定。詳しくは広報よしのでお知らせします。

吉野町地域包括支援センター

 

 

 
 

 

2017年４月１日～2018年３月31日までの保健事業は、このカレンダーに基づいて実施します。
１年間大切に、保管してください。

なお、やむを得ず日程などの変更があった場合は、広報よしの、町ホームページ等でお知らせします。

保健センター
NTT：0746（32）0521   IP：0746（39）9079 
地域包括支援センター（よしのスマイルセンター）
NTT：0746（32）8856   IP：0746（39）9078

保健センターのホーム
ページにつながります。
バーコード読み取り機
能でＱＲコードを読み
取ってください。

子どもの保健事業子どもの保健事業子どもの保健事業 成人の保健事業成人の保健事業 202017年度 年度 2017年度 
保存版

長 寿 福 祉 課長 寿 福 祉 課長 寿 福 祉 課

高齢者と子どもの予防接種高齢者と子どもの予防接種
の助成と健康増進事業の助成と健康増進事業
高齢者と子どもの予防接種
の助成と健康増進事業成人の保健事業

（2017年4月1日～2018年3月31日）

長寿福祉課は赤ちゃん～高齢者
までみなさんの健康や福祉、
生活に関することなど様々な
相談を受け付けています。

長寿福祉課は赤ちゃん～高齢者
までみなさんの健康や福祉、
生活に関することなど様々な
相談を受け付けています。

第２回 健康づくり・介護予防サポーター養成講座の実施について第２回 健康づくり・介護予防サポーター養成講座の実施について
～健康長寿日本一のまちを目指して～健康長寿日本一のまちを目指して～

第２回 健康づくり・介護予防サポーター養成講座の実施について
～健康長寿日本一のまちを目指して～

いつまでもいきいきと
自立した毎日を送ろう！
いつまでもいきいきと
自立した毎日を送ろう！

吉野町大字丹治130番地の 1　健やか一番館3階



　一般不妊治療を受けている夫婦に対して助成を開始した月
から５年間（３年目以降は医師の診断があり、2年を超えて
治療された方が対象）、対象者1人につき年間50,000円まで
不妊治療に要する費用の一部を助成します。対象となるのは、
不妊検査・不妊治療（保険適応外も適用）です。

妊娠判定のための受診料の補助を行います。
＊対象：市町村民税非課税世帯　生活保護世帯の方
＊補助額：１回あたり7,000円以内（年度２回まで）

会場：健やか一番館４階

　一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く体験と一緒に絵本を手渡す活動です。木の子文庫・社会福祉協議会・保健セ
ンターが協力して実施しています。赤ちゃんと楽しいひとときをもたれることを願っています。

※乳幼児健診の持ち物：事前に配布している問診票、母子健康手帳

各種手続き、届出につきましては、保健センター（健やか一番館3階）までお問い合わせください。

妊娠および出産後の保健サービス妊娠および出産後の保健サービス妊娠および出産後の保健サービス

（実施日の３日前までに保健センターへお申し込みください。）

一般一般不妊治療費の助成不妊治療費の助成

妊娠判定受診料補助妊娠判定受診料補助

一般不妊治療費の助成

妊娠判定受診料補助

※1 ブックスタート事業とは…

　林業や製材業の歴史がある吉野町で生まれた赤ちゃんに、吉野町の木工職人の方が吉野材で制作した木のおもちゃを贈る取り組
みです。木のおもちゃに触れてもらうことにより、親子で身近にある木の持つ優しさや個性を感じてもらいたいと願っています。

※2 ウッドスタート事業とは…

子どもの保健事業子どもの保健事業子どもの保健事業

　安心して定期健診を受け、無事に出産の日を迎えられ
るよう妊婦健康診査費用の助成の上限額を県内トップ
の115,000円としています。妊娠が分かったら保健
センターの窓口へお越しください。母子健康手帳と妊
婦健康診査補助券綴り（14回分）の交付を行います。

母子健康手帳の交付と母子健康手帳の交付と
妊婦健康診査費用の助成妊婦健康診査費用の助成
母子健康手帳の交付と
妊婦健康診査費用の助成

集 団 接 種集 団 接 種

個 別 接 種個 別 接 種

集 団 接 種

個 別 接 種
BCGを除く、以下の定期予防接種ワクチンについては、医療機関での個別接種となります。
◯ヒブ　◯小児用肺炎球菌　○B型肝炎　◯四種混合　◯不活化ポリオ　◯水痘
◯麻しん・風しん1期（1歳以上2歳未満）◯日本脳炎１期接種（初回1回目・2回目接種、追加接種）
 個別定期予防接種の接種方法
①保健センターより、対象となる方に予防接種予診票を送付します。
②下記表より医療機関を選び、予約のうえ、接種してください。

上記以外の県内医療機関や県外の医療機関での予防接種をご希望の場合は、保健センターにご連絡ください。

南奈良総合医療センター
（大淀町）

0747-54-5000

かわはらこどもクリニック
（橿原市）

0744-24-2270

たに小児科医院
（橿原市）

0744-25-5335

岡本内科こどもクリニック
（桜井市）

0744-42-4152

桜井病院
（桜井市）

0744-43-3541

すずきこどもクリニック
（桜井市）

0744-48-6700

※予防接種を受ける際の持ち物：予防接種予診票、母子健康手帳

未熟児養育医療給付制度、低出生体重児の届出は保健センターへお願いします。
未熟児養育医療給付制度・低出生体重児の届出未熟児養育医療給付制度・低出生体重児の届出未熟児養育医療給付制度・低出生体重児の届出

　身体の発育が未熟で生まれ、入院を必要とする乳児が入院治療を受ける場合にその治療に必要となる医療費を満１歳
になるまで、町が負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

＊未熟児養育医療

　2500g未満の体重で生まれたお子様につきましては、母子保健法に基づき保健センターへ届出をお願いします。
＊低出生体重児の届出

  

知通別個月３月２月１月２１月１１月０１月９月８月７月６月５月４間時付受

７か月児
BCG予防接種

00:41 有17日（水）

15日（金）13日（金）10日（金）15日（金）

13:20～
13:30

23日（金）16日（金） 2歳児までの乳幼児と保護者 無

ぴよぴよ広場（育児サークル） 10:00～

14:00～
14:30

14日（金）12日（金）16日（金）

25日（金）29日（金）27日（金）24日（金）22日（金）26日（金）

19日（金）16日（金） 5日（月） 5歳児までの乳幼児と保護者
※申込みが必要です。 無5 日（水） 2 日（水）

歯科健診・むし歯予防のための
フッ素塗布、身体測定、おはなし
らんどカンブリアのお話し会

個別健診もあります。
相
談 育児相談

訪
問 こんにちは赤ちゃん訪問 生後４か月までの乳児がいるご家庭に、主任児童委員と民生・児童委員、　　保健師が訪問します。

10:00～
11:00 28日（金） 26日（金）30日（金）28日（金）

妊婦歯科健診

H26年 8月～
H27年 1月生

幼児歯科健診

8日（火） 5日（金）

有H26年 8月～　　　　　　　
H27年 1月生

15日（水）17日（水）

H26年 2月～
H26年 7月生

H27年 2月～
H27年 7月生

H28年 4月～
H28年 6月生１歳６か月児 13:30～

14:00
H27年7月～
H27年9月生

H27年10月～
H27年12月生

H25年11月～
H26年1月生

H26年 2月～
H26年 4月生

H26年 5月～
H26年 7月生

内科健診、歯科健診、身体測定、
発達・栄養・歯科・生活に関する
相談等
（3歳6か月児は希望者にフッ素塗布）

有

３歳６か月児 13:00～
13:30

H25年 8月～
H25年 10月生

）火（日61）火（日01）火（日81）（火日81診健児幼
H28年 1月～
H28年 3月生

H28. 9. 8～
H28.10.23生

H28.10.24～
H28.12. 8生

H28.12. 9～
H29. 1.22生

H29. 1.23～
H29. 3.8生

H29. 3.23～
H29. 5.8生

内科健診、身体測定、発達・栄養・
歯科・生活に関する相談等

H28.11. 8～
H28.12.23生

H28.12.24～
H29. 2. 8生

H29. 2. 9～
H29. 3.22生

１２か月児 H28. 3.10～
H28. 4.24生

H28. 4.25～
H28. 6. 8生

H28. 6.9～
H28. 7.24生

H28. 7.25～
H28. 9. 7生

H28. 9.25～
H28.11. 7生１０か月児 14:00～

14:30

H28. 5.10～
H28. 6.24生

H28. 6. 25～
H28. 8. 8生

H28. 8.9～
H28. 9.24生

無
4か月児健診対象児に
ブックスタート事業（※1）と
ウッドスタート事業（※2）を実施

４か月児 13:30～
14:00

H28.11.10～
H28.12.24生

H28.12.25～
H29. 2. 8生

23日（月） 8日（金） 22日（月） 8日（木）

13:15～
13:30

H28. 8.10～
H28. 9.24生

H28.9.25～
H28.11. 8生

H28.11.9～
H28.12.24生

H28.12.25～
H29. 2. 7生

H29. 2.9～
H29. 3.24生

事業名 内容・対象者等

健
康
診
査

乳児健診 24日（月） 8日（木） 24日（月） 7日（木）

H29. 3.25～
H29. 5. 7生

H29. 2. 8～
H29. 3.23生

H29. 3.24～
H29. 5. 8生

H29. 5. 9～
H29. 6.22生

H29. 6.23～
H29. 8.8生

H29. 8. 9～
H29. 9.22生

H29. 9.23～
H29.11.8生

H29. 5. 8～
H29. 6.23生

H29. 6.24～
H29. 8. 8生

15日（水）

11:00
サ
ー
ク
ル

子どもの保健事業子どもの保健事業子どもの保健事業

予防接種事業予防接種事業予防接種事業

29日（火）28日（金）

7月～8月に実施。日時は学校を通じて通知します。

７月 １月８月予防接種の種類
麻しん・風しん２期

日本脳炎２期
ジフテリア・破傷風混合ト
キソイド（DT２期）

５歳児（H23.4.2～H24.4.1生）

９歳以上の日本脳炎追加接種（３回目）
完了者

小学６年生（H17.4.2～H18.4.1生）

受付時間 対象者



   

短時間！ミニドックコース（胃・肺（結核）・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者・特定・長寿健診、歯科健診） 

健診結果説明会

《各健(検)診の対象者・内容・料金》

ご自身の健診結果と生活習慣を照らし合わせた振り返りが重要です。健診を受けた後は、結果説明会にお越しください。

女性のがん検診

月１月21月９間時付受

6日（水）
7日（木）吉野運動公園

結果説明会実施日 10月5日（木） 10月7日（土） 11日9日（木） 11月18日（土） 11月24日（金） 1月5日（金） 2月25日（日）
実施会場 保健センター 保健センター南国栖自治会館 宮滝河川交流センター

実施時間 13:30 ～15:00 10:00～11:30 13:30～15:00

南国栖自治会館

宮滝河川交流センター

特定健診（吉野町国民健康保険加入の方）、
長寿健診（後期高齢者医療制度加入の方）、
胃・肺・大腸がん検診、歯科健診

上記の健（検）診に加え、肝炎ウイルス検診

歯科健診実施日

象 他のそ・対月０１

保健センター 8:30～
11:00 28日（土）21日（土）

22日（日）
2日（土）
3日（日）

9日（土）
10日（日）

27日（土）
28日（日）

昭和63年3月31日以前に生まれた方

受付時間 ７月 ９月 １０月 １２月 ２月
乳がん・大腸がん検診

子宮がん・乳がん・
大腸がんセット検診

（保健センター）

（保健センター）

13:30～
16:00

9:30～
11:30

（主に中荘・国栖地区
在住の方が対象）

（主に吉野地区
在住の方対象）

対象・その他
●子宮がん検診
平成10年3月31日以前に生まれた方
●大腸がん検診
昭和63年3月31日以前に生まれた方
●乳がん検診
昭和53年3月31日以前に生まれた方
＊子宮・乳がん検診は２年に１回の
　検診になります。

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

個別健（検）診は指定医療機関で受診いただけます。

集団

受診間隔 料金

ABC

健（検）診項目

女
性
の
が
ん
検
診

健（検）診内容・特記事項

  胸部直接X線撮影、喀痰検査（必要な方）

無料

無料

胃部Ｘ線（バリウム）間接撮影
（胃を切除されている方、飲食の際むせたり気管に
入る可能性のある方は胃検診をご遠慮ください）

無料
血液検査（ピロリ菌検査、ペプシノゲン検査）

肺がん（結核）
検診 500円 無料

大腸がん
検診

集団

個別

集団

集団

集団

集団

1年に１回

1年に１回

生涯に１回

生涯に１回

料無円005
便潜血検査（検便）

料無円000,1別個

200円

400円

乳がん
検診

胃がん
検診

集団 1,800円 600円 無料
  マンモグラフィ（X線撮影）

料無円000,1円000,2円005,2別個

1,300円

子宮がん
検診

集団

２年に１回

1,000円

肝炎ウィルス
検診 B型肝炎：100円、C型肝炎600円、B型肝炎・C型肝炎700円 血液検査

30歳以上全年齢無料

子宮の頸部（入り口付近）を軽くこすって
細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査料無円004,1円000,2別個

無料

歯周疾患検診
＊個別健診は妊娠されている方、および
　無料クーポン対象者に限ります。

今までにピロリ菌検査や除去治療を受けて
いない方に限ります。

今までに肝炎ウイルス検診を受けていない方に限ります。

（集団胃（バリウム）検診を受診し、今年度30歳、35歳、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方）

特定健診
若年者健診

長寿健診

集団 血液検査、検尿、心電図検査、計測、診察他

＊個別健診は40歳以上の方に限ります。

若年者・特定健診：吉野町国民健康保険加入の方
長　寿　健　診：後期高齢者医療制度加入の方（腹囲測定はありません）個別

歯科健診
個別

13日（木）

17日（火）
（主に中竜門・竜門・
上市地区在住の方
が対象）

14日（木）

★

★

16日（土） 25日（日）

12日（木）

定期的に健（検）診受診し、生活習慣の改善に
繋げましょう！

　子育て世代の方も安心して健（検）診を受けられるよう、子育
てサポーターによる無料託児サービスを実施しています。託児
サービスは健（検）診日に★印が付いている日に実施しています。
※託児サービスには、申し込みが必要です。ご注意ください。

健（検（検）診中の無料託児サービスを診中の無料託児サービスを
実施しています。実施しています。
健（検）診中の無料託児サービスを
実施しています。

健（検）診無料クーポン券をプレゼント健（検）診無料クーポン券をプレゼント
～お得に健（検）診を受けましょう～～お得に健（検）診を受けましょう～
健（検）診無料クーポン券をプレゼント
～お得に健（検）診を受けましょう～

短
時
間
！
ミ
ニ
ド
ッ
ク
コ
ー
ス

検診項目

会　　場

健（検）診を申し込まれる方へ
～健（検）診の申し込みおよびお知らせについて～
　希望日および希望の健（検）診項目をお申し込みください。
希望する日に健（検）診が受けられない方には、その旨を連絡
します。連絡のない方には、健（検）診日の7～10日前に案内
文・受診票等をお送りします。案内文等が届かない場合は、
保健センターにご連絡ください。
　健（検）診申し込み日は下記の健（検）診メモに記入し、保管
いただきますようお願いします。

（申し込み日時および健（検）診内容を記録しましょう！）
☆女性のがん検診
●　  月 　日（子宮、乳、大腸）　●　  月　 日（子宮、乳、大腸）

☆短時間！ミニドックコース
●　  月　 日（胃・（ABC）、肺、大腸、肝炎、特定・長寿、歯科）
●　  月　 日（胃・（ABC）、肺、大腸、肝炎、特定・長寿、歯科）

成人の保健事業成人の保健事業成人の保健事業

●

●
昭和53年3月31日以前に生まれた方

500円900円

4,000円

500円

500円

700円

9:00～11:00

9:00～11:00

9:00～11:00

（30～40歳未満は集団健診のみの実施となります。）

健（検（検）診メモ診メモ健（検）診メモ

吉野町大字
（　　　　　）

希望日（　　　月　　　日）

特定健診・胃・ABC・肺・大腸・
肝炎・歯科

特定健診・胃・ABC・肺・大腸・
肝炎・歯科

特定健診・胃・ABC・肺・大腸・
肝炎・歯科

短時間！ミニドックコース

女性のがん検診：子子宮・乳乳・大大腸

短時間！ミニドックコース

女性のがん検診：子子宮・乳乳・大腸

希望日（　　　月　　　日）

希望日（　　　月　　　日）

希望日（　　　月　　　日）

希望日（　　　月　　　日）

希望日（　　　月　　　日）

申し込み内容
短時間！ミニドックコース

女性のがん検診：子子宮・乳乳・大大腸

申し込み者

氏
名

氏
名

生

年

月

日

S

・

H 年 月 日

月 日

氏
名

生

年

月

日

S

・

H 年 月

生

年

月

日

S

・

H 年

各種健(検）診申込書

※ABC検診は胃がん検診を受けられる方で今年度に30歳、
35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、
80歳となる方が対象です。

　氏名・生年月日・希望の健（検）診項目に○を付け、希望の
受診日を予定表から選びご記入ください。
※特定健診・長寿健診は吉野町国民健康保険または後期高
齢者医療制度加入の方が対象です。

託児

希望

【住　  　所】
【電話番号】

日

円005,3

成人集団健（検）診成人集団健（検）診成人集団健（検）診

次のいずれかの方法でお申し込みください。

方法① インターネットで申し込む
吉野町ホームページの    　　　　　　　 マークをクリック

し、登録や入力を行ってください。

方法② 電話で申し込む
           (TEL：0746-32-0521)

方法③ ハガキ（各種健（検）診申込書）
で申し込む
　申込書の説明を読み、ご家族分をご記入ください。個人
情報保護のため、各種健(検）診申込書が内側になるよう
に折り、のりしろを貼り合わせ、切手を貼らず5月20日ま
でにポストに投函してください。

《ご注意》
　胃がん検診は前日夜から絶食などの準備が必要です。
　健（検）診の申し込みに関しては左記の「健（検）診を申し
込まれる方へ」をよく読み、受診日および健（検）診項目を
「健（検）診メモ」への記入をお願いします。

谷 折 り

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の り し ろ
の り し ろ

集団健（検）診の申し込み方法はこちら！集団健（検）診の申し込み方法はこちら！

キ
リ
ト
リ

検索 

無料となる対象年齢健（検）診名

子宮がん検診
　

子宮・乳がん検診

　乳がん検診

大腸・胃・肺のがん検診、
歯科健診、肝炎ウイルス検診

歯 科 健 診

（21歳）平成8年4月2日～平成9年4月 1日生
（26歳）平成3年4月2日～平成4年4月 1日生  
（31歳）昭和61年4月2日～昭和62年4月 1日生
（36歳）昭和56年4月2日～昭和57年4月 1日生
（41歳）昭和51年4月2日～昭和52年4月 1日生
（46歳）昭和46年4月2日～昭和47年4月 1日生  
（51歳）昭和41年4月2日～昭和42年4月 1日生  
（56歳）昭和36年4月2日～昭和37年4月 1日生
（61歳）昭和31年4月2日～昭和32年4月 1日生

（40歳）昭和52年4月1日～昭和53年3月31日生

（30歳）昭和62年4月1日～昭和63年3月31日生
（50歳）昭和42年4月1日～昭和43年3月31日生
（60歳）昭和32年4月1日～昭和33年3月31日生
（70歳）昭和22年4月1日～昭和23年3月31日生

今年度の対象は以下のとおりです。
6月頃に個別通知します。



個人情報保護のため、申し込

みハガキはこちらの面が外側

になるように折り、のりしろ

を貼り合わせてください。 

●高齢者肺炎球菌ワクチンの助成について
◆対象者：吉野町に住民票があり、以下の年齢・条件に該
当する方（今年度対象となる65歳以上の方には案内文で
個別通知します。）

　・60歳以上64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能
　またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害
　を有する方

　・2017年4月2日～2018年4月1日までの期間に65歳、
　　70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
　となる方

◆接種者負担金：3,000円（生活保護世帯は無料）
◆接種期限：2018年3月31日まで
※過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種されている方は、
今回の対象となりません。

●高齢者インフルエンザワクチンの助成については広報
10月号でお知らせします。

～保護者の方の判断で
　　　接種するかしないかを決めていただく予防接種～
　吉野町では、任意予防接種にかかる費用の一部または全額を助
成しています♪
　助成しているワクチンおよび助成金額は以下のとおりです。

【助成締切】今年度中に接種された方は2018年3月30日（金）締切

【注意事項】費用助成は対象者を扶養する保護者の方が吉野町に住所   
　　　　　　を有する場合のみ適用となります。

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成30年
3月31日まで

切手は貼らずに
お出し下さい。

吉
野
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治
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下 市 局
承　認
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６３８８７９０

予防接種の種類

季節性
インフルエンザ

水ぼうそう

対 象 者 助成回数 １回あたりの助成金

接種日において満１歳以上
13歳未満の小児
接種日において満13歳以上
の中学生

接種日において３歳以上
７歳未満の小児

中学3年生に相当する年齢

1,000円

1,000円

年度ごとに
２回

おたふくかぜ、
ロタ、その他の
ワクチン

接種日において７歳未満の
小児(健康保険適応外のみ)

接種費用が
10，000円未満：3，000円
10，000円以上：7，000円

必要な
接種回数

※おたふく
　かぜは１回

２回 全　額

１回 全　額

年度ごとに
１回

【申請に必要なもの】
・印鑑、吉野町任意予防接種助成申請
書(吉野町ホームページからダウン
ロードできます。）

＊〈方法１〉の場合に必要なもの
・印鑑、領収書、母子健康手帳または
予防接種済証、保護者名義の預金通
帳(口座番号が確認できるもの。)

松 岡 医 院　島 田 医 院　潮 田 病 院　ますだクリニック北野

高齢者の予防接種について高齢者の予防接種について

子どもの任意予防接種の助成子どもの任意予防接種の助成

高齢者の予防接種について

子どもの任意予防接種の助成

個別健（検）診を実施しています！個別健（検）診を実施しています！個別健（検）診を実施しています！

指定医療機関について（乳がん検診・胃がん検診は５月からの受付になります。）

乳がん
検診

歯科
健診

特定・長寿健診

大腸がん
検診

胃がん
検診

（バリウム検診）

実 施 日
4月12日（水）
8月24日（木）

5月10日（水）
9月28日（木）

6月 7 日（水）
12月11日（月）

7月14日（金）
3月12日（月）

場　所：保健センター
時　間：13時30分～15時
持ち物：健診結果、筆記用具、眼鏡など

栄養教室

実 施日
10月24日（火） 1月29日（月）

調理実習を通して食生活の基礎を学びます。

場所・内容・時間・持ち物につきましては、毎月の広報よしのでお知らせします。

健診結果の説明や、日常生活の振り返りなど健康に関する個別相談会です。
保健師または栄養士が健康に関する個々の相談に応じます。

運動教室

実 施日
11月下旬 3月上旬

日常生活の中で気軽にできる運動を紹介します。

～減らそう食塩、たっぷり野菜と
　　脂肪控えめで健康的な食生活を～ ～からだを動かして こころもリフレッシュ～

健康相談健康相談

健康教室健康教室（栄養教室・運動教室・出前健康講座）（栄養教室・運動教室・出前健康講座）健康教室（栄養教室・運動教室・出前健康講座）

健康相談

子宮がん検診

高齢者と子どもの予防接種高齢者と子どもの予防接種
の助成と健康増進事業の助成と健康増進事業
高齢者と子どもの予防接種
の助成と健康増進事業

高齢者と子どもの予防接種について高齢者と子どもの予防接種について

出前健康講座
長寿福祉課職員が地域に伺い、よしのスマイル体操や健康に関する講座を無料で実施しています。

高齢者と子どもの予防接種について

　乳がん・子宮がん・胃がん・大腸がん検診、歯科健診、特定・長寿健診は指定医療機関に
て個別で健（検）診を受診できます。
　今年度より50歳以上の方を対象に胃内視鏡検診も実施予定です。開始時期・医療機関・料
金等詳しくは「広報よしの」でお知らせします。
＊乳がん検診・子宮がん検診・胃がん検診の受診方法
　①保健センター窓口または電話、インターネットにて個別検診を申し込む。
　②保健センターから受診票および、指定医療機関リストが届く。
　③指定医療機関を予約し、受診する。

＊大腸がん検診の受診方法
　指定医療機関に直接予約のうえ、受診する。

＊歯科健診の受診方法（妊娠されている方、無料クーポン券対象の方）
　①無料クーポン対象の方にハガキが届く。
　②指定歯科医院に直接予約のうえ、受診する。

＊特定健診・長寿健診の受診方法（国民健康保険加入の方、後期高齢者医療制度加入の方）
　①町民課から対象者に受診券が郵送される。
　②指定医療機関を予約し、受診する。

【助成の申請方法】
〈方法１〉
①各医療機関の定める料
金を窓口で支払う。
②保健センターに申請す
る。
③助成金が指定の口座に
振り込まれる。

〈方法２〉
①保健センターへ申請し、助成券を受け取る。
②医療機関(※)を予約し、接種日当日医療機関窓口にて助成券を渡す。
③一部助成の場合、(接種料金－助成金)の金額を医療機関窓口にて支払う。
※ただし〈方法２〉の助成券が使用できる医療機関は下記の通りですのでご注意ください。

山 折 り

済生会中和病院
平尾病院
平成記念病院
鎌田医院田園診療所
南奈良総合医療センター
島田医院
潮田病院
松岡医院
ますだクリニック北野

0744－43－5001
0744－24－4700
0744－29－3300
0747－26－1150
0747－54－5000
0746－32－2026
0746－32－3381
0746－36－6030
0746－32－8787

森口歯科医院
笹木歯科医院
木村歯科医院
辻井歯科医院
土居歯科医院
平尾病院
錦織病院
大和橿原病院

0746－32－2568
0746－32－5048
0746－36－6953
0746－32－8134
0746－32－2623
0744－24－4700
0744－29－5600
0744－27－1071

町民課にお問い合わせください。
保健センターにお問い合わせください。


