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　229－3310　　229－3346

予防接種は
お済みですか？

問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

離乳食教室(初期)
　栄養士が離乳食の作り方の工夫やポイント、とり
わけ食などについて紹介します。
と　き　２月13日(月)10時～11時
ところ　芸濃保健センター
対　象　妊婦、離乳食開始前または開始したばかり
の乳児を持つ保護者

定　員　先着15人程度　※初めての人優先
持ち物　母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み　１月23日(月)から同保健センターへ

健康相談、栄養相談
　保健師、栄養士が健康や栄養に関する相談などに
お答えします。
と　き　２月27日(月)９時30分～11時
ところ　白山保健センター
対　象　18歳以上
定　員　先着３人
申し込み　１月23日(月)から同保健センターへ
※上記以外の保健センターでは、予約による健康相
談を随時実施しています。希望する人は最寄りの
保健センターへお問い合わせください。

●麻しん(はしか)…感染力が強く、かかると高熱・
発疹などがみられます。肺炎・中耳炎を合併しや
すく、患者の約1,000人に１～２人の割合で脳炎
を発症するといわれています。
●風しん…発疹・発熱が主症状で妊娠初期の女性が
かかると、お腹の中の赤ちゃんに心臓の病気や
目・耳の障がいなどが生じる可能性があります。
●ジフテリア…高熱・喉の痛みなどの症状があり、
喉に偽膜と呼ばれる膜ができ、窒息することがあ
ります。
●破傷風…土の中にいる菌が傷口から体内に入るこ
とで感染します。菌の出す毒素により、全身のけ
いれんを起こします。

対象者は県内の協力医療機関で受けましょう。
予診票がない人は母子健康手帳で予防接種歴を確
認の上、各保健センターへお問い合わせください。

ＭＲ第１期　公費負担の対象年齢は、１歳以上
２歳未満
ＭＲ第２期　令和４年度の対象者は、平成28
年４月２日～平成29年４月１日生まれの人
(保育園や幼稚園などの年長児に相当する年
齢)で、公費負担の接種期間は令和５年3月
31日(金)まで
ＤＴ第２期　公費負担の対象年齢は、11歳以
上13歳未満

がんは日本人の２人に１人がかかる可能性のあ
る身近な病気です。「生活習慣に気を付けてい
る」「健康だから大丈夫」というあなたもがん検
診の対象です。
「がん検診で、もしがんが見つかったら怖い」
という不安もあるかもしれません。しかし、がん
検診の目的は早期にがんを発見し、早すぎる死を
防ぐことです。早期発見できると治療方法の選択
肢が増え、治る可能性が高まります。
がん検診を受けるための約１時間が、あなたの
未来の健康と安心につながります。また、がん検

診をきっかけに自身の生活習慣を見直し、これか
らも健康に過ごせるように、がん予防を考えてみ
ましょう。

精密検査を受けるまでが、がん検診です
　がん検診の結果、要精密検査と
なった場合は精密検査が必要です。
　せっかく受けたがん検診を無駄に
しないために、必ず医療機関で詳し
い検査などを受けましょう。 津市のがん検診

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)
の感染が原因と考えられています。感染を予防
するために、ワクチン接種をご検討ください。
令和４年度 公費(無料)接種対象者
平成９年４月２日～平成23年４月１日生ま
れの女子
公費接種対象ワクチン
２価ワクチン(サーバリックス)
または４価ワクチン(ガーダシル)

マタニティ倶楽部
と　き　２月８日(水)10時～11時45分
ところ　中央保健センター
内　容　助産師による妊娠中から心がけること、出
産についての話
対　象　妊婦とその夫(パートナー)
定　員　先着15組程度
申し込み　１月20日(金)から同保健センターへ

けい

桜橋三丁目61ー 4大橋クリニック内科・外科 t246ー1000

８時50分～11時30分、13時～14時30分
※発熱外来(風邪症状や咳などの症状があ
る人も含む)は電話予約要
※臨時休診する場合があり「医療ネット
みえ」で診療しているかをお確かめく
ださい

羽所町339東海眼科眼　科

ここあ歯科

t228ー8111

0120ー558ー340高茶屋小森町145
(イオンモール津南２階)

８時～12時
(救急対応は、24時間随時受け付け可)

10時～12時30分、14時30分～20時
※事前予約制

内科・皮膚科・
整形外科・形成外科 ゆり形成内科整形 柳山津興3306 ９時～12時、15時～17時30分 t221ー 0500

◆受診可能な医療機関を知りたいときは

歯科・小児歯科・
口腔外科

内科・循環器内科 津さくらばしクリニック t271ー 9271桜橋三丁目446ー20
８時55分～11時45分
※予約状況により初診対応不可の場合あり
※受診時は電話連絡が必要

整形外科・
リウマチ科 三重つくし診療所 高茶屋小森町1812ー2 ９時～13時、14時～17時

※事前に電話連絡が必要 t235ー 2068

健康づくりだより健康づくりだより

健康づくりだより
折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

令和５年１月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3346

予防接種は
お済みですか？

問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

離乳食教室(初期)
　栄養士が離乳食の作り方の工夫やポイント、とり
わけ食などについて紹介します。
と　き　２月13日(月)10時～11時
ところ　芸濃保健センター
対　象　妊婦、離乳食開始前または開始したばかり
の乳児を持つ保護者

定　員　先着15人程度　※初めての人優先
持ち物　母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み　１月23日(月)から同保健センターへ

健康相談、栄養相談
　保健師、栄養士が健康や栄養に関する相談などに
お答えします。
と　き　２月27日(月)９時30分～11時
ところ　白山保健センター
対　象　18歳以上
定　員　先着３人
申し込み　１月23日(月)から同保健センターへ
※上記以外の保健センターでは、予約による健康相
談を随時実施しています。希望する人は最寄りの
保健センターへお問い合わせください。

●麻しん(はしか)…感染力が強く、かかると高熱・
発疹などがみられます。肺炎・中耳炎を合併しや
すく、患者の約1,000人に１～２人の割合で脳炎
を発症するといわれています。
●風しん…発疹・発熱が主症状で妊娠初期の女性が
かかると、お腹の中の赤ちゃんに心臓の病気や
目・耳の障がいなどが生じる可能性があります。
●ジフテリア…高熱・喉の痛みなどの症状があり、
喉に偽膜と呼ばれる膜ができ、窒息することがあ
ります。
●破傷風…土の中にいる菌が傷口から体内に入るこ
とで感染します。菌の出す毒素により、全身のけ
いれんを起こします。

対象者は県内の協力医療機関で受けましょう。
予診票がない人は母子健康手帳で予防接種歴を確
認の上、各保健センターへお問い合わせください。

ＭＲ第１期　公費負担の対象年齢は、１歳以上
２歳未満
ＭＲ第２期　令和４年度の対象者は、平成28
年４月２日～平成29年４月１日生まれの人
(保育園や幼稚園などの年長児に相当する年
齢)で、公費負担の接種期間は令和５年3月
31日(金)まで
ＤＴ第２期　公費負担の対象年齢は、11歳以
上13歳未満

がんは日本人の２人に１人がかかる可能性のあ
る身近な病気です。「生活習慣に気を付けてい
る」「健康だから大丈夫」というあなたもがん検
診の対象です。
「がん検診で、もしがんが見つかったら怖い」
という不安もあるかもしれません。しかし、がん
検診の目的は早期にがんを発見し、早すぎる死を
防ぐことです。早期発見できると治療方法の選択
肢が増え、治る可能性が高まります。
がん検診を受けるための約１時間が、あなたの
未来の健康と安心につながります。また、がん検

診をきっかけに自身の生活習慣を見直し、これか
らも健康に過ごせるように、がん予防を考えてみ
ましょう。

精密検査を受けるまでが、がん検診です
　がん検診の結果、要精密検査と
なった場合は精密検査が必要です。
　せっかく受けたがん検診を無駄に
しないために、必ず医療機関で詳し
い検査などを受けましょう。 津市のがん検診

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)
の感染が原因と考えられています。感染を予防
するために、ワクチン接種をご検討ください。
令和４年度 公費(無料)接種対象者
平成９年４月２日～平成23年４月１日生ま
れの女子
公費接種対象ワクチン
２価ワクチン(サーバリックス)
または４価ワクチン(ガーダシル)

マタニティ倶楽部
と　き　２月８日(水)10時～11時45分
ところ　中央保健センター
内　容　助産師による妊娠中から心がけること、出
産についての話
対　象　妊婦とその夫(パートナー)
定　員　先着15組程度
申し込み　１月20日(金)から同保健センターへ

けい

桜橋三丁目61ー 4大橋クリニック内科・外科 t246ー1000

８時50分～11時30分、13時～14時30分
※発熱外来(風邪症状や咳などの症状があ
る人も含む)は電話予約要
※臨時休診する場合があり「医療ネット
みえ」で診療しているかをお確かめく
ださい

羽所町339東海眼科眼　科

ここあ歯科

t228ー8111

0120ー558ー340高茶屋小森町145
(イオンモール津南２階)

８時～12時
(救急対応は、24時間随時受け付け可)

10時～12時30分、14時30分～20時
※事前予約制

内科・皮膚科・
整形外科・形成外科 ゆり形成内科整形 柳山津興3306 ９時～12時、15時～17時30分 t221ー 0500

◆受診可能な医療機関を知りたいときは

歯科・小児歯科・
口腔外科

内科・循環器内科 津さくらばしクリニック t271ー 9271桜橋三丁目446ー20
８時55分～11時45分
※予約状況により初診対応不可の場合あり
※受診時は電話連絡が必要

整形外科・
リウマチ科 三重つくし診療所 高茶屋小森町1812ー2 ９時～13時、14時～17時

※事前に電話連絡が必要 t235ー 2068


