大人の健康編は裏面です。

令和２年度

江津市

江津市健康づくり予定表
江津市健康づくり予定表

育児編

会場や受付時間など詳細は、広報ごうつ「子育てサポート イベント覧」に随時掲載します。

健

診

相談・教室

会場：子育てサポートセンター

☆各健診の対象者には個別に通知します

３

歳

１歳６か月児

対象年齢

３か月〜４か月

１歳６か月〜７か月

３歳４か月〜５か月

12：30 〜 16：00

12：30 〜 16：00

12：30 〜 16：00

5月13日（水）

4月15日（水）

平成30年10月〜 11月生まれ

平成28年11月〜 12月生まれ

間

５月７日
（木）
令和元年12月19日〜
令和２年2月６日生まれ

7月３日
（金）

7月８日（水）
平成30年12月〜
平成31年1月生まれ

9月17日
（木）
令和2年4月3日〜
6月16日生まれ

平成29年1月〜 2月生まれ

9月９日（水）

8月12日（水）

平成31年2月〜 3月生まれ

平成29年3月〜 4月生まれ

11月５日
（木）

11月11日
（水）

令和2年6月17日〜
8月4日生まれ

平成31年4月〜
令和1年5月生まれ

1月７日
（木）

平成29年5月〜 6月生まれ

1月13日
（水）

令和2年8月5日〜
10月6日生まれ

令和1年6月〜 7月生まれ

3月9日
（火）

令和1年8月〜 9月生まれ

12月９日（水）

乳幼児相談（予約不要）
時間：9：30 〜11：30

会場

子育てサポートセンター

平成29年7月〜 8月生まれ

3月10日（水）

令和2年10月7日〜
12月8日生まれ

10月14日（水）

毎月第１火曜日
9：00 〜 12：00
※4.5.9.11月は第2火曜日に実施します
対象者には個別に通知します

実施日

実施日

令和2年2月7日〜 4月2日生まれ
会場：西部島根医療福祉センター

6月10日（水）

会場：子育てサポートセンター

実施日

乳児
（４か月児）

時

発達健康相談（要予約）

児

健診種別

4月22日(水)

4月16日(木)

5月20日(水)

5月14日(木)

6月17日(水)

6月 9日(火)

7月15日(水)

7月 1日(水)

8月19日(水)

8月 5日(水)

9月16日(水)

9月 2日(水)

10月21日(水)

10月 7日(水)

11月18日(水)

11月 4日(水)

12月16日(水)

12月 2日(水)

1月20日(水)

1月 6日(水)

2月17日(水)

2月 4日(木)

3月17日(水)

3月 3日(水)

2月10日（水）
平成29年9月〜 10月生まれ

※おっぱい相談同時開催
（子育てサポートセンターのみ）
※両会場で月齢に応じた離乳食試食を実施しています

予防接種

離乳食教室（予約不要）

☆市内の委託医療機関で予約して受けましょう
予防接種名

対

象

年

齢

小児肺炎球菌

満２か月〜満５歳になるまで

B型肝炎

満1歳になるまで（3回）

接種時期を確認して早めに受けましょう

ブ

満２か月〜満５歳になるまで

ＤＰＴ−
ポリオ
満３か月〜満７歳６か月まで
ジフテリア ＩＰＶ （４回）
１期
百日咳
ＤＴ
破傷風
満11歳〜満13歳になるまで
（4種混合） ２期

結核
（ＢＣＧ）
麻疹風疹
（ＭＲ）
水

日本脳炎

タ

接種時期を確認して早めに受けましょう
11歳到達月に個別案内します
接種時期を確認して受けましょう

１期

満1歳〜満2歳になるまで

1歳になったら早めに受けましょう

２期

小学校入学前1年間
平成26年4月2日〜平成27年4月1日生

令和2年4月1日から受けることができます
※4月中に個別案内します

満1歳〜満3歳になるまで
（2回）

接種時期を確認して早めに受けましょう

１期 満3歳〜満7歳6か月になるまで
初回 （3回）
２期

子宮頸がん
ロ

接種時期を確認して早めに受けましょう

満1歳になるまで

痘

＊特例対象者：平成7年4月2日〜平成19年
4月1日生まれで、1期、
2期が完了してい
ないひとは20歳までに接種できます
＊3歳、
9歳到達月に個別案内します

満9歳〜満13歳になるまで

平成25年6月より積極的勧奨の見合わせを
継続中。※必要時にご案内します

小学校６年生〜高校１年生相当女子

１価

生後6週〜 6か月になるまで（2回）

５価

生後6週〜 8か月になるまで
（3回）

令和2年10月より定期接種になります

母子保健と予防接種についてのお問合せ
江津市子育て支援課 52−７４８７（直通）

子育て
サポートセンター
江津町1518-1
（JR 江津駅前 パレットごうつ内）
電話 52-0569

こどもまつり
日時：5月17日（日）10：00〜15：00
場所：江津市地場産業振興センター（嘉久志町）

駐車場入口
江津
郵便局

山陰
合銀

国道9号
江津市役所

内容：おやこで楽しく参加できる遊びや
イベントがいっぱいです

駐車場出口

P

玄関

江津ひと・まちプラザ

パレットごうつ
JR江津駅

会場：子育てサポートセンター
時間：10：00 〜12：00

内 容・実 施 期 間
接種時期を確認して早めに受けましょう
※接種時期によって回数が異なりますので
かかりつけ医に確認しましょう

ヒ

谷住郷保育所 子育て支援センター

子育て
サポートセンター

出雲方面

おやこキラキラコンサート

対象月齢

月

日

4月13日（月） 6月22日（月）
8月26日（水） 10月28日（水）
12月23日（水） 2月24日（水）

5 〜 6か月頃

7 〜 8か月頃
9 〜 11か月頃

5月25日（月） 7月22日（水）
9月23日（水） 11月25日（水）
1月27日（水） 3月24日（水）

産前教室〜育児レッスン〜（要予約）
会場：子育てサポートセンター
時間：10：00 〜12：00
内

容
4月11日（土） 6月13日（土）
8月 8日
（土）10月10日（土）
12月12日
（土） 2月13日（土）

お産の経過・沐浴体験
妊婦体験・母乳育児に
ついて等
体験しよう赤ちゃんのお世話
抱き方・着替え・
オムツの替え方・スキンケア

7月11日（土）11月14日（土）
3月 6日
（土）

むし歯予防教室（要予約）

会場：子育てサポートセンター
時間：13：00 〜14：30
料金：500円
日時：６月17日
（水）
12月16日
（水）
内容：むし歯予防のお話、
歯科検診、
フッ素塗布
テレビを消して、
家族みんなで
食卓を囲みましょう

日時：12月13日（日）13：00〜15：00
場所：江津市総合市民センター
内容：おやこで楽しく音楽などを楽しめます

毎

月1

9日は

の
ごうつ 食 育

日

令和２年度

江津市

江津市健康づくり予定表
江津市健康づくり予定表

※江津市に住民票がある人は、
社会保険の人も低料金で受けられます。1年間見える所に貼っておいてください!!

大人の健康編

各種がん検診 【お持ちいただくもの：保険証・

健康手帳（ある人のみ）・利用券（対象者のみ）】

年齢の基準日は年度末（令和３年3月31日）です。

胃がん

子宮頸がん（検診車）

日 程

会 場

5月 7日
（木） 旧金田ふれあいセンター

桜江総合センター

10月 5日
（月） 波子地域コミュニティ交流センター

跡市地域コミュニティ交流センター
渡津地域コミュニティ交流センター
10月19日
（月） 市役所

◎下記に該当する人は
料金の負担はありません。

相談・教室

健康相談・健康教室
住民を対象に、生活習慣病予防や介護予防などについて各地
区で随時行います。

特定健診
対 象 者：40歳以上
実施場所：委託医療機関

健康診査

時

間

下大貫集会所
8：30〜 8：50
川越生活改善センター
9：10〜 9：40
9：00〜11：30
5月15日(金） 二宮地域コミュニティ交流センター
5月15日
（金） 波子地域コミュニティ交流センター
川越地域コミュニティ交流センター（水の国入口付近） 10：00〜10：10
9：00〜 9：30
（子宮頸がん検診もあり） 市役所
（乳がん検診もあり） 二宮地域コミュニティ交流センター 10：00〜11：15
13：00〜15：00
10：30〜10：40
鹿賀 藤田厚氏宅横
9：00〜11：30
5月24日（日）
渡津地域コミュニティ交流センター 13：00〜14：00
11：00〜11：30
渡ゲートボール場横
市役所
5月24日
（日）
13：00〜15：00
9：00〜11：15 （子宮頸がん検診もあり）
11：50〜12：20
川越地区体育館前
市役所
（乳がん検診もあり）
13：00〜14：45
9：00〜11：30
7月20日（月） 市役所
13：50〜14：10
田津集会所
7月20日
（月） 松平地域コミュニティ交流センター
9：00〜 9：20 （子宮頸がん検診もあり） 浅利地域コミュニティ交流センター 13：00〜15：00
14：30〜14：50
下の原集会所
（乳がん検診もあり） 市役所
10：00〜11：30
大口スクールバス回転場 15：10〜15：30
9：00〜11：30
8月30日(日）
市役所
浅利地域コミュニティ交流センター 13：00〜14：00
8：30〜 8：40
谷集会所
13：00〜15：00
10月15日
（木） 黒松地域コミュニティ交流センター
9：30〜 9：50
9：00〜 9：30
谷住郷多目的集会施設
9：00〜11：00
9月26日（土） 桜江保健センター
都治地域コミュニティ交流センター 10：10〜10：30
さくらんぼのお家駐車場 9：50〜10：10
市役所
13：00〜15：00
波積地域コミュニティ交流センター 10：50〜11：10
後山中 大場定代氏の新宅前 10：30〜10：40
10月 3日（土）
9：00〜15：00
市役所
13：00〜14：00 （胃がん検診もあり） 桜江総合センター
11：00〜11：10
志谷集会所
10月31日（土） 桜江保健センター
9：00〜11：00
11：30〜11：40
三田地集会所
9：00〜11：30
11月13日（金）
市役所
13：00〜14：45
市役所
13：00〜13：30
桜寿園
前
13：00〜15：00
8：30〜 9：00
11月 2日
（月） 敬川地域コミュニティ交流センター
13：50〜15：00
桜江保健センター
9：30〜11：30
11月28日（土）
有福温泉地域コミュニティ交流センター 9：30〜10：00
ゆめタウン江津（屋上駐車場）
8：30〜 8：50
今田集会所
13：00〜15：00
跡市地域コミュニティ交流センター 10：30〜11：00
9：10〜10：10
市山文化福祉センター
12月12日（土）
都野津地域コミュニティ交流センター 11：30〜12：00
9
：
00〜14
：
00
地場産業振興センター
10
：30〜11：00
江尾集会所
和木地域コミュニティ交流センター 13：30〜14：00 （子宮頸がん検診もあり）
長谷 工村シズヱ氏宅前 11：20〜11：30
9：00〜11：00
1月16日（土） 桜江保健センター
市役所
14：20〜15：00
長谷地域コミュニティ交流センター 11：50〜12：00
13：00〜15：00
9：00〜11：30 （子宮頸がん検診もあり） 市役所
12月12日（土）
地場産業振興センター
山中 樽床敏光氏車庫 13：30〜13：40
（乳がん検診もあり）
13：00〜14：00
※子宮頸がん検診も同時に受けられる会場があります。
14：00〜14：10
八戸集会所
それぞれの会場・時間を確認し両方のがん検診を受けましょう。
9：00〜11：00
1月16日
（土） 桜江保健センター
14：30〜14：40
勝地
山下武夫氏宅前
（乳がん検診もあり） 市役所
13：00〜14：45
8：30〜 9：30
本町第一自治会集会所
※乳がん検診も同時に受けられる会場があります。
9：50〜10：00
旧金田ふれあいセンター
それぞれの会場・時間を確認し両方のがん検診を受けましょう。
10：20〜10：30
田原集会所
10：50〜11：00
平床バス回転場
（済生会検診）
松平地域防災拠点施設(川平町） 11：20〜11：50
江津市に住民票があり、下記の予防接種の対象
長良スクールバス回転場 13：30〜13：40
対 象 者：20歳以上（年度末年齢）の女性
年齢で、自らの意志と責任で予防接種を希望される
14：00〜14：10
上上津井集会所
検査方法：細胞診検査のみ（HPV検査はできません。） 人は、まずかかりつけ医にご相談ください。
料
金：細胞診 800円（当日）
上津井ふれあいセンター 14：30〜14：40
①インフルエンザ予防接種
実施期間：5月から1月末までの毎週月曜日〜金曜日
松平地域コミュニティ交流センター 8：30〜 9：00
《対象者》
（祝日は除く）
9：20〜 9：50
上河戸集会所
㋐65歳以上の人（接種日に65歳以上であること）
時
間：8：30〜11：00（定員5人）
10：10〜10：40
藪バス停
㋑60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓または
会
場：病院内の産婦人科外来
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端
11：00〜11：30
尾浜集会所
予
約：済生会に電話でお申し込みください。
に制限される程度の障がいを有する人、及びヒト
11：50〜12：00
波来浜集会所
（☎0855-54-0101）
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
13：30〜13：40
岩貝コミ
ュニティセンター
ほとんど不可能な程度の障がいを有する人。
14：00〜14：20
長田ふれあい館
《実施期間》11月１日（予定）
〜１月31日
（済生会検診）
14：30〜14：50
八神集会所
②肺炎球菌感染症予防接種
8：30〜 8：40
井沢集会所
前
《令和２年度の対象者》
対 象 者：検査方法等は検診車と同じです。
8
㋐
今
年
度
中
に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
9：00〜 9：10
「清見」
生活バス停留所前
料
金：1,600円（全員2方向撮影。当日、自己触
90歳、95歳、100歳 の 人（該 当となる人には、
9：30〜10：00
跡市地域コミュニティ交流センター
診の方法を教えていただけます。）
4月中旬に予診票を送付します。）
10
：20〜10：30
千田浄光寺
前
実施期間：5月〜1月末までの、毎週 火曜日・木曜日
㋑インフルエンザの㋑と同じ。
二宮地域コミュニティ交流センター 11：00〜12：00
（祝日は除く）
※ただし、令和元年度以前に成人用肺炎球菌ワクチ
ン（ニューモバックスNP）を接種したことのある
都野津地域コミュニティ交流センター 8：30〜11：30
①14：00 ②14：30 ③15：00 各2人ずつ
人はこの定期接種の対象となりません。
10日（水）（午前・午後）
13：00〜14：00
会
場：病院内の健診センター9番へ直接行って
《実施期間》5月１日〜３月31日
ください。
14：30〜15：30
青山自治会館
予
約：江津市健康医療対策課に電話で申し込
8：30〜 9：00
嘉戸会館
《①②の実施場所》委託医療機関等
みください。
（☎0855-52-7935）
《①②の接 種 料》自己負担が必要（生活保護受給世
1２
9：20〜 9：50
塩田宮の前
帯に属する人、福祉医療受給者で
渡津地域コミュニティ交流センター 10：10〜11：00
☆「ピンクリボンサンデー」の10月18日（日）
市県民税非課税世帯の人は無料。
浅利地域コミュニティ交流センター 11：20〜12：30
にも実施します。
ただし、予防接種の際、受給者証
済生会病院は、J.M.Sプログラム（休日に乳が
黒松地域コミュニティ交流センター 14：00〜14：30
等の提示が必要です。
）くわしくは、
広 報 な ど で お 知 ら せしま す。
ん検診を受診できる環境づくりへの取り組み）に
8：30〜 8：40
島の星集会所
14日
（日）
賛同している医療機関です。ぜひこの機会をご利
9：00〜11：30
市役所
（午前）
③成人男性の風しん抗体検査・予防接種（無料）
（胃がん検診もあり）
用ください。
《令和２年度の対象者》
13：00〜15：00
〃 （午後）
※時間帯は現時点では未定ですので、申し込みの
昭和41年4月2日〜昭和47年4月1日生まれの男性
8：30〜 8：40
波積 南 浄妙寺前
対象者には抗体検査、予防接種を無料で受けられる
電話の際にご確認ください。
9：00〜 9：20
波積地域コミュニティ交流センター
15
クーポン券を郵送します。
9：50〜10：00
波積
上北集会所
※なお、昨年（令和元年）度対象の昭和47年4月2
日〜昭和54年4月1日生まれの男性で、抗体検査・
上都治集会所入り口付近 10：20〜10：40
（年２回実施）
予防接種ができなかった人、または来年度対象予
都治地域コミュニティ交流センター 11：00〜11：30
定の昭和37年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの
対 象 者：40歳以上（年度末年齢）
県営新星島団地集会所 13：00〜13：40
男性も今年度中に抗体検査・予防接種をすること
料
金：400円（後日、納付書郵送）
8：30〜 9：30
パレットごうつ
が可能です。
16
検査方法：郵送による便潜血検査
10
：00〜10：20
グループホームモモ
ご希望の人は江津市健康医療対策課（☎52-7935）
予
約：江津市健康医療対策課に電話でお申し
にご相談ください。
10
：50〜12：00
敬川地域コミュニティ交流センター
込みください。
《抗体検査実施場所》
13
：30〜15：30
和木地域コミュニティ交流センター
※江津市国保加入者や７０歳以上の人以外で検診
職場の健康診断または委託医療機関。
9
：00〜11：00
料金が無料になる人は電話で申し込みの際、お
《予防接種実施場所》
17日（水）嘉久志地域コミュニティ交流センター 13：00〜14：00
知らせください。
委託医療機関（全国の医療機関等で可能です。厚労
省・島根県・江津市のホームページでご確認ください。
）
波子地域コミュニティ交流センター 9：00〜10：30
１回目
２回目
本明自治会館
10：50〜11：00
18
10月13日
（火）
〜 １月5日
（火）
〜
有福温泉地域コミュニティ交流センター 11：20〜12：00
電話申込期間
10月30日
（金）
1月15日
（金）
（６月〜10月）
ヴィレッジハウス青山宿舎集会所海側付近 13：30〜13：50
検査容器発送
１2月初旬頃
2月初旬頃
（9号線より海側）
対象者：50歳以上の男性（年度末年齢）
容器が届いた日〜 容器が届いた日〜
川波小学校産業道路側プール付近 14：10〜14：30
郵送提出期間
料 金：1,200円（当日）
12月16日
（水）
2月17日
（水）
ゆめタウン江津
（屋上駐車場） 9：30〜11：30
19日
（金）
内 容：市内の医療機関でPSA検査を実施（血液
2月初旬頃
結果郵送
４月初旬頃
検査）。かかりつけ医にご相談ください。
注意：１回目に提出できなかった人は、２回目の郵送提出期間に提出してください。 ☆桜江総合健診での前立腺がん検診は別途お知らせ
肝炎ウイルス検診
します。
☆桜江総合健診での大腸がん検診は別途お知らせします。
対象者：今年度中に、40歳に到達する人から
60歳までの人

日 程

会 場

時 間

日 程

会 場

時 間

6月

子宮頸がん

高齢者・成人男性の
定期予防接種

乳がん

大腸がん

対 象 者：後期高齢者医療被保険者
実施場所：委託医療機関

前立腺がん

お問い合わせ：江津市 保険年金課 ☎0855-52-7937・健康医療対策課 ☎0855-52-7935

※各医療保険者が特定健康診査・特定保健指導を実施することになりました。詳しいことは、加入している
医療保険へお尋ねください。
※国民健康保険加入者の特定健康診査、後期高齢者医療被保険者の健康診査は、別途受診券を送付しま
す。桜江地区(10月3日）
の総合健診については、別途お知らせします。

日︵木︶

食事相談（個別指導）
対 象 者 ： 糖尿病・境界型糖尿病の人、その他希望される人
内
容 ： 食事バランス等、栄養士による相談
（事前の電話予約が必要）
※日時・場所については広報でご確認ください。

場

日︵火︶

対象者：昭和10年４月２日〜昭和20年４月１日生まれの人
実施期間：９月〜１１月
料 金：無料
※対象の人には８月に別途受診券を郵送します。
詳細は受診券に同封されている案内文でご確認ください。

会

日︵月︶

後期高齢者歯科口腔健診

程

日︵金︶

◎お支払方法

◎胃がん、大腸がん、検診車の子宮頸がん
（細胞診のみ）
・
乳がん検診については、後日、納付書を郵送します。
市内の金融機関（ゆうちょ銀行以外）でお支払いください。
◎検診車での子宮頸がん検診のHPV検査費用は、検
査時に受付でお支払いください。
◎医療機関での前立腺がん検診、済生会病院での乳
がん・子宮頸がん検診は、検診時に医療機関でお支
払いください。

日

日︵月︶

ただし、江津市のがん検診事業の対象者に限ります。
（注意：対象年齢や、乳がん検診は偶数年生まれなど
対象者が限定されていますので、ご確認ください。）
・70歳以上（年度末年齢）の人（市が負担）
・江津市国民健康保険加入者（国保が負担）
・生活保護受給世帯、または市県民税非課税世帯
に属する人（注意：受診時に受付で申し出と同
意書の記入が必要です。）
・福祉医療受給者、65歳から69歳の人で後期高齢
者医療被保険者（受付で、受給者証・保険証の提
示が必要です。大腸がん検診については、電話で
申し込みされるときにお知らせください。）

対 象 者：40歳以上（年度末年齢）
（65歳以上は結核検診も同時実施）
検査方法：胸部Ｘ線検査
料
金：無料
予
約：不要
注
意：ボタン・金具・ラメ・ししゅう・アクセサリー類
のない服装でお越しください。

５日︵金︶

がん検診
料金について

検査方法：マンモグラフィ
料
金：50歳以上 1,100円（1方向撮影）
49歳以下 1,600円（2方向撮影）
予
約：江津市健康医療対策課に電話でお申し
込みください。
定
員：1日50人（先着、希望順）
注
意：妊娠中・授乳中・ペースメーカー等の人は
受診できません。

４日︵木︶

（乳がん検診もあり）

（6月のみ）
肺がん（結核）

（対象者以外の人は、自己触診をし何か気になることがあれ
ば乳腺外来を受診しましょう。）

３日︵水︶

10月 3日
（土）

対 象 者：和暦偶数年生まれの40歳以上（年度末年齢）の女性

２日︵火︶

本町第一自治会集会所
浅利地域コミュニティ交流センター
市役所
5月11日
（月） 有福温泉地域コミュニティ交流センター
敬川地域コミュニティ交流センター
（株）島根久保田鉄工所
二宮地域コミュニティ交流センター
6月14日
（日） 青山自治会館
（肺がん検診もあり） 市役所
（午前）
〃 （午後）
6月25日
（木） 都野津地域コミュニティ交流センター
長谷地域コミュニティ交流センター
6月29日
（月） 波積地域コミュニティ交流センター
黒松地域コミュニティ交流センター
都治地域コミュニティ交流センター
松平地域コミュニティ交流センター
9月 3日
（木） 嘉久志地域コミュニティ交流センター
和木地域コミュニティ交流センター
市役所

時 間

8：00〜 8：30
9：00〜 9：30
10：00〜11：00
13：00〜14：00
8：00〜 8：30
9：00〜10：00
10：30〜11：00
13：00〜14：00
8：00〜10：00
10：30〜11：00
13：00〜15：00
8：00〜11：00
13：00〜14：00
8：00〜 9：00
9：30〜10：00
10：30〜11：00
13：00〜13：30
8：00〜 9：00
10：00〜11：00
13：00〜14：00
8：00〜11：30
13：00〜14：00
8：00〜 9：00
10：00〜10：30
13：00〜14：00
8：30〜10：00

対 象 者：20歳以上の女性（年度末年齢）
検査方法：・細胞診検査
・希望者はＨＰＶ検査も併用（子宮頸がん
の原因となるウイルス検査で細胞診検
査・HPV検査とも陰性であれば、次の子
宮頸がん検診は３年後になります。）
料
金：細胞診 800円（後日、納付書郵送）
HPV検査希望者 1,000円（当日必要）
予
約：不要
注
意：過去にＨＰＶ検査をされた人は、必ず健
康手帳をお持ちください。

１日︵月︶

対 象 者：40歳以上（年度末年齢）
検査方法：バリウムによる胃部レントゲン検査
料
金：1,000円 （後日、納付書郵送）
予
約：不要
※10月3日(土）は予約が必要です。
飲食について
《午前》検診の人：
前夜９時以降は飲食はしないでお越しください。タバコも不
可です。
（基本絶飲食ですが、夏場はのどが渇くので、2時
間前まではコップ1杯程度の水は飲まれてもかまいません。）
《午後》検診の人：
軽めの朝食を朝７時までに済ませてください。
朝食で避けた方がよい食品は肉類・貝類・天ぷら・ラーメン・
ねり製品・こんにゃく・海藻類・きのこ等です。
※処方薬を飲まれる人は、主治医にご相談く ださい。

乳がん（検診車）

（申し込み・お問い合わせ）
江津市健康医療対策課
☎0855‑52‑7935

（

これまでにC型またはB型肝炎ウイルス検査を受け
たことがある人及び現在肝炎治療中の人を除く。

）

実施期間：６月〜10月（特定健康診査の期間中に、
同時実施が可能です。）
料 金：無料

