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風しん対策事業 風しんの免疫を持たない妊婦（特に妊娠初期）が風しんに感染すると、胎児が先天性風しん症候群（白内障・心疾患・難聴など）
を発症する可能性が高くなります。これを予防するため、風しんの抗体検査を無料で行います（①）。検査の結果、抗体の数値
が基準よりも低い方には予防接種費用の一部を助成します（②）。

対象者 費用（自己負担金） 検査受診・接種方法 実施期間 持ち物 備　考

①抗体検査
19歳以上の妊娠を希望する女性で、風
しん含有ワクチンの予防接種を受けた
回数が1回以下、または接種歴が不明
な方

無料
10ページの医療機関
一覧表を参照の上、希
望する医療機関へ直接
連絡し検査・接種して
ください
※ 抗体検査の結果が出
るまで1週間程度か
かります。余裕を
持って抗体検査を受
けてください

平成28年4月1日
～29年3月31日

住所・生年月日の分かる身
分証明書

○ 検査日および接種日時点で本市に住民登録をして
いる必要があります

○ 10ページ一覧表掲載の医療機関以外での検査・接
種は助成対象外です

○ 風しん単独ワクチンは供給量が少なく、希望して
も接種できない場合があります。事前に医療機関
へご確認ください

○19歳で未婚の方は保護者の同意が必要です
○予防接種後2か月間は妊娠を避ける必要があります
○ 生活保護受給世帯・中国残留邦人生活支援世帯の
自己負担はありません。生活保護受給証明書等を
医療機関へお持ちになり、接種を受けてください

②予防接種
①に該当し、当事業または妊婦健診や
他医療機関での検査で抗体の数値が基
準よりも低い方（HI法で32倍未満、
EIA法で8未満）※妊娠中は接種不可

風しんワクチン＝3,700円
麻しん風しん混合（MR）
ワクチン＝5,400円

住所・生年月日の分かる身
分証明書、自己負担金、氏
名が記載されている抗体検
査の結果票（予防接種を希
望する医療機関以外で抗体
検査を受けた方）

母子保健事業

胃がん検診（前期）受診者募集

█場記載がない場合、いずみ保健センター
█申実施月の2か月前の1日（土・日曜日、祝日の場合は翌平日）から受け付け開始。 要申 は電話で申し込み

事業名 内　容

母子健康手帳の交付

妊娠届け出時に、母子健康手帳・妊婦健康診査受診票・母子保健事業の案内が入った「母と子の保健バッグ」を交付します
█場健康推進課(12ページ上参照)・光町サービスコーナー（ひかりプラザ内）・国分寺駅北口サービスコーナー
█物（１）妊婦のマイナンバーが分かるもの（個人番号カードまたは通知カード）
　（２）受け取りに来る方の本人確認書類
　　　①本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、またはそれに類するもの
　　　　 個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、官公署がその職員に対して発行した職員証等

のいずれか1つ
　　　②上記（１）の証の提示が困難な場合
　　　　ａ．健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・官公署が交付した証等のうちいずれか2つ
　　　　ｂ．上記ａのうちいずれか1つに加え、キャッシュカード・クレジットカード・通帳・社員証・学生証等いずれか1つ
　（３）妊婦本人でない場合は委任状
■電話予約受取サービス開庁時間内に来られない方は、電話で申請し、次の①②で受け取ることができます①市役所当直室█申健康推進課（市役所第2庁舎）②子
ども家庭支援センターぶんちっち█申健康推進課（いずみプラザ内）█注休館日を除く土曜日のみ

妊婦健康診査 母子健康手帳交付時に、14回分の妊婦健康診査受診票と1回分の妊婦超音波受診票・子宮頸がん検診受診票をお渡しします。妊娠が確定した後の次の健診から使
用できます。都外から転入した方はお問い合わせください

妊婦歯科健診
要申 　毎月実施 妊娠中の方に、歯科健診と歯みがきの相談を行います

両親学級
要申

█対 これからパパ・
ママになる方

　※初妊婦優先

わくわくクラス
5・7・11・1月実施 食事の話や歯科医師の講話、先輩パパ・ママ・赤ちゃんとの交流を行います

ひかりクラス
偶数月実施

赤ちゃんのお風呂の入れ方や、妊婦ジャケット体験を行います

プレパパ・ママセミナー
年2回実施

マタニティヨガや保健師の講話、先輩パパ・ママとの交流を行います

妊婦・産婦・新生児訪問事業
（こんにちは赤ちゃん）

妊娠中で希望の方と、お子さんの生まれたすべての家庭を対象に助産師または保健師が訪問します。出生後に出生通知書を健康推進課へ提出してください。妊娠
中で希望する方はお問い合わせください

3～4か月児健康診査 個別通知 3～4か月児を対象にした集団健康診査です
6～7か月児健康診査 都内の実施医療機関で個別に受ける健康診査です。3～4か月児健康診査時に、受診票を交付します

※受診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちになり、健康推進課へお越しください9～10か月児健康診査
1歳6か月児健康診査 個別通知 1歳6か月児を対象にした集団健康診査です
3歳児健康診査 個別通知 3歳児を対象にした集団健康診査です

毎
月
実
施

離乳食
講習会
要申

1回食 栄養講話・試食・グループワークで、「なめらかにつぶした状態」や冷凍方法などを保護者が体験します
█対4～6か月児の保護者

2・3回食 栄養・歯科講話とグループワークで、「舌と歯ぐきでつぶせる固さ」と「コップ飲み」を保護者が体験します
█対6～11か月児の保護者

歯みがき
クラス
要申

乳幼児 前歯を使ったかじり取り、歯みがきの練習をします█対おおむね1歳～1歳5か月児とその保護者

2歳児 むし歯予防と噛むことの講話、仕上げみがきの練習をします█対おおむね2歳～2歳5か月児とそ
の保護者

歯科健診
要申

2歳半 希望者にはフッ素塗布を実施します█対おおむね2歳3か月～2歳11か月児

3歳半 希望者にはフッ素塗布を実施します█対おおむね3歳3か月～3歳11か月児

こぶたクラス
7・12月実施 双子・3つ子などの多胎児とその保護者、妊娠中の方の交流の場です

乳幼児母性健康相談
※6・10・2月はお休み

身体測定と保健・栄養・母性・歯みがき相談を行います（歯みがき相談希望者は歯ブラシをお持ちください）
※市内の親子ひろば数か所でも出張相談会を行います

発達健康診査　 要申
毎月実施 成長・発達について心配なことがあるお子さんの健診です

親と子の相談室　 要申
年4回実施

育児の不安や心の悩みを、保健師・精神科医が伺います
█対妊娠中の方、乳幼児の保護者

保健・栄養・歯科個別相談 保健師・管理栄養士・歯科衛生士の電話・面接・訪問による相談

このページは今年度中使用できます。引き抜いて保存してください

4月の保健事業
（成人・母子）

対象 事業名 日　　時

成人
（4月）まとう会（アルコール勉強会）

21日（木）
午後2時～4時

母子
（4月） 3～4か月児健康診査（※）

13日（水）・22日（金）
受付＝午後0時50分～1時30分

※
印
の
あ
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6～7か月児健康診査
左表参照

9～10か月児健康診査

1歳6か月児健康診査（※） 8日（金）・20日（水）
受付＝午後0時50分～1時30分

3歳児健康診査（※） 1日（金）・6日（水）
受付＝午後0時50分～1時30分

乳幼児母性健康相談
█対妊産婦、乳幼児とその保護者

5日（火）
午前9時30分～10時45分

█場いずみ保健センター（6～7・9～10か月児健診を除く）
要申 は電話で申し込み
 →健康推進課☎（042）321-1801

✂キリトリ

キリトリ

✂

平成28年度　前期
胃がん検診　受診申込書

　　（ふりがな）
①　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②　住　所　国分寺市　　　　　　　　　　　　　　　　　
③　電話番号　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　　
④　生年月日　Ｍ・Ｔ・Ｓ　　　　年　　　　月　　　　日
⑤　年　齢　　　　　　歳　　⑥　性　別　　男　・　女　
⑦　日　程　都合の悪い日の左〔　〕内に×をご記入ください
　　　　　　〔　〕 6月11日（土）　〔　〕6月12日（日）
　　　　　　〔　〕 6月18日（土）　〔　〕6月19日（日）
　　　　　　〔　〕 6月25日（土）　〔　〕6月26日（日）
　　　　　　〔　〕 7月2日（土）
⑧　同一時間帯に受診したい方がいる場合は、以下に記入し
　　てください（その方も別紙での申し込みが必要です）
（ふりがな）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　国分寺市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生年月日　Ｍ・Ｔ・Ｓ　　　　年　　　　　月　　　　　日

内　容
12ページ①健診・検診をご覧ください対象者

会　場

日　時
6月11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）、7月2日（土）
■受付時間午前7時30分～10時30分※1時間ごと、計4回。時間の指定はできません
■所要時間約1時間

定　員  各日135人※先着順（郵送は消印順）

申
込
方
法

窓口 健康推進課（いずみプラザ内・市役所第2庁舎）へ（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分
～午後5時）

郵送 左の申込書（コピー可）を切り取って記入し、ハガキに貼り付けるか封書に入れ、〒185-
0024泉町2-3-8健康推進課へ※直接ハガキまたは封入する用紙に必要事項を記入しても可

電子
（インター
ネット）

東京電子自治体共同運営サービスHP（市HPトップページトピックス内「イベント・募集」
から入れます）から、24時間いつでも申請できます※パソコンのみ対応
■受付開始4月1日（金）午前0時～

申込締切 4月20日（水）（消印有効）
受診日 10日前までに、受診票と受付時間を含む日程通知を郵送します

注意事項

受診前日の午後9時から検診まで、飲食とタバコが制限されます／自身で身体を支えられ
ない、バリウムに対するアレルギーがある方は受診できません／申し込み数が少ない場合、
7月2日（土）の検診を中止することがあります／定員に空きがある場合、受付期間を延長す
ることがあります


