大阪がん循環器病予防センターでは、

みんなで楽しく「いきいき体操」

最大5つのがん検診を同日に受診できます
受診場所

て、健康運動指導士が簡単な運動を交えてお話しします。

大阪がん循環器病予防センター
（大阪市城東区森之宮 1-6-107）

日時

検診項目

胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮がん

検診日時

①月～金曜 午前：胃・大腸・肺・乳・子宮
②火・木曜 午後：乳・子宮
③土曜 午前（不定期）：大腸・乳・子宮
※②③は女性のみ

申し込み
の流れ

注意事項

要介護状態になることを予防する取り組みなどについ

申込・問合先

けんこう
ガイド

で実施します。
※場所の記載が無い場合は、保健センター
（小山9 ー 4 ー 33）
※
「令和２年度 藤井寺市保健事業だより」
を4月号と同時配布しています。また、市
ホームページや、
市役所1階情報交流ひろば
「ふらっと」
にも設置しています。

※けんこうガイドに記載の講座・ 検診などはすべて、藤井寺市に住民票のある方
が対象です。

5月22日（金）

①10時～11時30分、②14時～15時30分

※申し込みは①②のいずれか

対象 65歳以上で、医師から運動制限の指示のない方
定員

各12人
（定員を超えた場合は、前年度の参加回数

が少ない方を優先）

①健康課へ電話をする
②健康課から受診券を郵送
③大阪がん循環器病予防センターへ電話で検診
日時を予約する。
・同年度内に市のがん検診を受診された場合は
受診できません。
・対象者や一部負担金などは、広報ふじいでら4
月号と同時配布の
「令和2年度藤井寺市保健事
業だより」
や市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間中
には、健康診査の実施はありません。
詳しくは、お問い合わせください。

申込方法

5月8日（金）から13日（水）までに電話で

※当日の血圧が180／110㎜ Hg以上の方や体調の悪い
方は、運動を見合わせていただきます。

400ml献血にご協力を
対象 18歳から69歳までの体重が50㎏以上の方
（男 性 は17歳 から可 能 ） ※65歳 以 上 の 方 は、
60歳から64歳の間に献血経験がある方に限る。
場所

日時

イオン藤井寺
ショッピングセンター
1階屋外イベント広場

5月5日
（火 ・ 祝）
・20日
（水）
10:00～12:00
13:00～16:30

健康相談
保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助産師などが、
相談をお受けします。
・ 乳幼児

お子さんの発達や発育、授乳や食事
（離乳

食・偏食・食物アレルギーなど）
、歯
（むし歯予防など）
に関する内容をはじめ、育児全般
・成人

生活習慣病などの予防や改善に関すること

○電話相談

☎939・1112

受付 月～金曜日
（祝日を除く） 9時～17時30分
※ほかの方が相談中の場合は、すぐに相談できない場合
があります。
○個別来所相談
（予約制）
日程 5月7日・14日・21日・28日 すべて木曜日
※助産師への相談は、14日・28日
場所

健康課
（2階番窓口）

赤ちゃんが生まれたら出生連絡票の提出を
健康課では、お子さんの健やかな成長をサポートする
事業に活用するため、出生連絡票の提出をお願いしてい
ます。
「藤井寺市 母子健康手帳別冊」に添付の出生連絡

健康診査のご案内

票を健康課
（2階番窓口）までお持ちいただくか、郵送
してください。

ご自分の健康管理のため、年に1回は必ず受けましょう
受診期間

令和3年3月31日まで

①特定健康診査
対象

4月1日現在、市国民健康保険に加入し、受診

日当日も引き続き加入している40歳から75歳未満
の方

費用

無料

問合先

75歳以上の方及び一定の障害があると認定さ

費用

無料

大阪府後期高齢者医療広域連合給付課

☎06・4790・2031

☎939・1112

⑥重度障害者の健康診査
対象

15歳以上40歳未満の在宅重度障害者

受診方法

対象者には郵便でお知らせします。郵便

が届いた方は、福祉総務課で受診票・受診券を受

け取ってください。

福祉総務課障害者福祉担当
（1階⑥番窓口）

☎939・1106

広報ふじいでら ２０20 年 5 月号

予

事業だより」
又は、市ホームページをご覧ください。

問合先
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HIV ・ 梅毒即日検査［梅毒検査のみは不可]
[匿名可]第1～4水曜日 9:30〜10:30 予約不要
※夜間、 土 ・ 日曜日の検査は、chot CAST
（チョットキャス
ト）
で実施。詳しくはお問い合わせください。

こころの健康相談 予
精神科医、精神保健福祉相談員が相談に応じます（こころ
の病気、アルコール依存症など）。

健康課成人保健担当
（2階番窓口）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４

月までの次の各乳幼児健康診査を中止しています。
・4か月児健康診査

・1歳6か月児健康診査

・2歳6か月児歯科健康診査
・3歳6か月児健康診査

各乳幼児健康診査再開の際は、対象者に個別通
知でお知らせします。必ずご覧ください。
「令和 2 年度藤井寺市保健事業だより」
などでお
知らせしている対象月は変更となります。
お子さんのことなど、何かご相談がありましたら、
お気軽に健康課までお電話ください。なお診察をご
希望の場合やお急ぎの際は、医療機関をご受診くだ
さい。
※BCG の予防接種は、令和2年度からすべて個別
接種となりました。
※乳児後期健康診査
（場所：医療機関）

4か月児健康診査で受診券をお渡ししていますが、
お持ちでない方は健康課までお問い合わせくださ

藤井寺保健所（藤井寺1-8-36）
☎955・4181
939・6479
http://www.pref.osaka.lg.jp/fujiiderahoken/

肝炎ウイルス検査

詳しくは広報ふじいでら 4 月号と同時配布の
「保健

乳幼児健康診査

い。

⑤肝炎ウイルス検査

問合先

対象

問合先

③住民健康診査
（特定健康診査などの補助健診）

④特定健康診査等の対象とならない方の健康診査

より」
➡
「おとなの健康診査」

☎939･1353

れた65歳以上から74歳以下の方

HP

「くらし」
➡
「保健・ 健康」
➡
「令和2年度保健事業だ

保険年金課保健事業担当
（1階②番窓口）

②後期高齢者健康診査

健康課（2階番窓口） ☎939 ・ 1112

第2・4水曜日

13:30～14:30

医療機関に関する相談
毎週月〜金曜日 9:15〜12:15、13:00〜16:00

※風しん抗体検査については、お問い合わせください。
藤井寺保健所

生活衛生室

☎952・6165

水質検査（飲用水・井戸水・遊泳場水・浴槽水）有
※依頼の際はお問い合わせください。

予

母子健康手帳及び妊産婦健康診査受診券は健康課
（2階番窓口）で交付しています

妊娠中の方へのマスクの配布
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、洗濯す
ることで再利用可能な布製マスクが、厚生労働省から
妊娠中の方に無料で配布されることになりました。市
に到着次第郵送しますので、日頃の健康管理にご利用
ください。

腸内細菌検査
（赤痢菌、チフス菌、パラチフス A菌、サルモ
ネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157）有
毎週月〜水曜日 9:30〜12:00

5月の
赤ちゃんルーム・赤ちゃんクッキングは中止

ぎょう虫卵検査 有 予
毎週月〜木曜日 9:30〜12:00

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月の開
催は中止します。お子さんのことなど、何かご相談が
ありましたら、健康課までお気軽にお電話ください。

※いずれも土・日曜日、祝日は除く。 予 : 要予約

有

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

: 有料

広報ふじいでら ２０20 年 5 月号
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