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問合せ申込方法等内容等定員対象場所日時事業名

健康推進課
緯内線２３６３

申込期間：４月１５日掌
～５月７日捷（消印有
効）受診可能日を３日
間選択し、郵便はがき
（はがきサイズの用紙
を封筒に入れたもので
も可）で「胃がん検診
担当」まで（記入例②
参照）
※内服薬等の都合で、
検診時間に指定がある
場合は、備考欄に記入

問診・バリウムによるエッ
クス線撮影
（検診費用無料）

検診車１
台につき
５０人

３０歳以上【平成２０年
３月３１日現在】市民
の方で、年度に１回

田無総合福祉センター

６月１日晶・４日捷・１１日捷・
１２日昇・１３日昌・１４日昭・１５日
晶・１６日松・１８日捷・１９日昇・
２０日昌・２１日昭・２２日晶・２５日
捷・２６日昇・２８日昭・２９日晶／
７月２日捷・３日昇

女
性

胃がん検診
〈２期〉

一
般

６月４日捷・１１日捷・１２日昇・
１３日昌・１４日昭・１５日晶・
１６日松・２５日捷・２６日昇・
２９日晶／７月２日捷

男
性

保谷保健福祉総合センター

７月９日捷・１０日昇・１１日昌女
性

７月９日捷・１０日昇・１１日昌男
性

《申込前に主治医に相談が必要な方》
①胃ポリープのある方
②今までに虫垂炎、帝王切開などおなかの手術をしたことのある方や腸閉塞を起こしたことのある方
特に、以下の方は主治医にバリウム検査を受けることについてご確認ください。
　●腹部に放射線治療をしたことのある方
　●おなかの手術後、初めてバリウム検査を受ける方
　●術後おなかが張ったり、痛みのある方
　●術後便秘がちな方
　●腸閉塞をおこしたことのある方
③高血圧、糖尿病など定期的な内服や注射治療をしている方　服薬の時間がずれたり、朝食を抜くことで体
調を崩す方がいます。検診を受ける際の服薬方法や飲食制限時の注意事項を確認してください。

《胃がん検診を受けられない方》
①肺・胸郭術後（肺一部切除含む）の方、呼吸機能低下の方
②むせやすい方、飲み込む力が弱い方
③胃・十二指腸の切除（一部切除を含む）をしたことのある方
④胃、十二指腸、大腸など消化器の病気で治療中の方、胃腸の調子の悪い方
⑤バリウムアレルギーのある方
⑥便秘のひどい方、バリウムで便秘をする方
⑦検診時（立位、寝返り等）介助の必要な方、時間のかかる方
⑧妊娠中の方または可能性のある方
⑨体重１００ｋｇを超える方
⑩当日、体調の悪い方、問診で不適と判断された方ならびに前日午後９時以降に食事・水分摂取をした方

健康推進課
緯内線２３６３

申込期間：４月１５日掌～５月
１０日昭（消印有効）　郵便は
がき（はがきサイズの用紙を
封筒に入れたものでも可）で
「成人歯科健康診査担当」ま
で（記入例②参照）

歯科健診（視診・歯周病の
検査）・相談
（検診費用無料）

―

１８歳以上の市民【平
成２０年 ３ 月３１日 現
在】で歯周疾患検診
に該当しない方

指定医療機関
（受診券に明記）

６月１日晶～８月３１日晶の
間に指定医療機関にて個別
に受診してください

個
別成人歯科健康診査

健康推進課
緯内線２３６３

４月中旬頃対象者に
個別通知

歯科健診（視診・歯周病の
検査）・相談
（検診費用無料）

―

４０歳・５０歳・５５歳・
６０歳・７０歳の節目年
齢【平成２０年３月３１
日現在】の市民の方

指定医療機関
（受診券に明記）

６月１日晶～８月３１日晶の
間に指定医療機関にて個別
に受診してください

個
別歯周疾患検診

健康推進課
緯内線２３６５前日までに電話予約糖尿病の基礎知識、食事の

とり方１０人
糖尿病もしくは境界域
で食事療法をこれから
始める方および家族

田無総合福祉センター５月１１日晶
 億億億億億 午前１０時～１１時３０分糖尿病講座

健康推進課
緯内線２３６４

５月２日昌までに
電話予約生活習慣病（肥満・糖尿病・

高脂血症等）について管理
栄養士よる相談

各日５人
生活習慣病について
の栄養相談を希望す
る方

保谷保健福祉総合センター５月７日捷
 億億億 午後１時１５分～３時３０分

栄養相談
前日までに電話予約田無総合福祉センター５月１６日昌

 億億億 午前９時１５分～１１時３０分

申し込み受付中（４月１日号市報折込の「西東京市事業ガイド」をご覧ください。）子宮がん検診
乳がん検診

女
性

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

５月１８日晶までに
電話予約

妊娠中の生活、マタニティ
エクササイズ

２８人
（申込順）

初めて母親になる市
内在住の妊娠６～８
か月ごろの方

保谷保健福祉総合センター５月２５日晶
 億億億 午後１時～４時１０分

第
３
コ
ー
ス

母親学級
（３日間１コース）

栄養の話、マタニティクッ
キング田無総合福祉センター５月３０日昌

 億億億 午前１０時～午後１時

妊娠中の歯の健康、新生児
の世話、沐浴実習保谷保健福祉総合センター６月４日捷

 億億億 午後１時～４時１０分

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

６月８日晶までに
電話予約

妊娠中の生活、マタニティ
エクササイズ

２８人
（申込順）

初めて母親になる市
内在住の妊娠６～８
か月ごろの方

保谷保健福祉総合センター６月１５日晶
 億億億 午後１時～４時１０分

第
４
コ
ー
ス

栄養の話、マタニティクッ
キング田無総合福祉センター６月２０日昌

 億億億 午前１０時～午後１時

妊娠中の歯の健康、新生児
の世話、沐浴実習保谷保健福祉総合センター６月２５日捷

 億億億 午後１時～４時１０分

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

往復はがきに必要事項を記入
し、健康推進課「両親学級担
当」へ郵送。
※記入内容については、平成
１９年度版西東京市健康事業ガ
イドをご覧ください

講習、赤ちゃんのお世話、
沐浴実習、妊婦体験ジャケ
ット、おっぱいのケア、グ
ループワーク等

２８組
（定員を
超えた場
合抽選）

妊娠８か月ごろを目
安に、初めてパパ・
ママになる市内在住
の方

保谷保健福祉総合センター６月９日松
 億 午前９時１５分～午後０時１５分

両親学級
夫
婦

保谷保健福祉総合センター７月７日松
 億 午前９時１５分～午後０時１５分

※特に記載のないものは、無料です。※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

※ 医科を受診の際は、診療科目等についてお問合せの上、お出かけください。健康保険証、診察代をお持ちください。

歯　科医　科
 

休

日

診

療

受付時間　午前１０時～午後４時
午前１０時～１２時
午後１時～４時
　　５時～９時

午前９時～午後５時午前９時～午後１０時診療
時間

浅野歯科医院
ひばりが丘１－３－３
緯４２１－１８６８

天野歯科医院
南町２－８－８
緯４６１－８６７２

 西東京市休日診療所
 中町１－１－５
 緯４２４－３３３１
 ※上記診療所では、
　 歯科診療を行って
　 いません。

梅村こども診療所
南町５－１７－２
緯４６７－８１７１

保谷厚生病院
栄町１－１７－１８
緯４２４－６６４０

１５日

川島歯科クリニック
ひばりが丘北４－４－１６
ラークヒルズ壱番館１０４
緯４２１－５４９０

浅野第三歯科診療所
芝久保町２－１９－１２
緯４６８－８７１４

酒枝医院
北原町２－１－３８
緯４６１－４９４４

西東京中央総合病院
芝久保町２－４－１９
緯４６４－１５１１

２２日

エンゼル歯科クリニック
保谷町３－２２－７
緯４６４－８７４４

堀歯科医院
田無町５－８－１０　ライオ
ンズマンション田無第２
緯４６６－４１８２

川村クリニック
柳沢６－１－１ ＨＢビ
ル２階
緯４５０－７８７８

田無病院
緑町３－６－１
緯４６１－２６８２

２９日

松本歯科医院
保谷町３－３－２３
緯４６７－９３３９　

服部歯科医院
芝久保町３－９－１６
緯４６３－５２４５

ノーブルビルクリニック
ひばりが丘北３－５－１９
緯４２４－５６７８

佐々総合病院
田無町４－２４－１５
緯４６１－１５３５

３０日

問合せ申込方法等内容等定員対象場所日時事業名

健康推進課
緯内線２３６１

予診票は生後２か月に
なった月末にお送りし
ている「予防接種のお
知らせ・予診票綴り」
に在中。（転入されて
きた方は、健康推進課
までご連絡ください。）

持ち物：母子健康手帳、予診票、荷物をまと
めるための袋、保護者の方の髪の毛をまとめ
るピン・ゴム等
注意事項：ウイルス性疾患にかかった場合は
疾患の種類によって、治癒後１～4週間接種
できないことあり。普段ステロイド剤の塗り
薬を腕に塗っているお子さんで接種希望者
は、接種日2日前までに健康推進課に必ずお
問い合わせください。また、薬を服用（使用）
している場合は、お薬の名前がわかるもの
（お薬手帳等）を用意。会場の都合により、
車での来場はご遠慮を。

―

平成１８年１１月１３日～
平成１９年２月１２日ま
でに生まれて、まだ
ＢＣＧ接種を受けて
いないお子さん

保谷保健福祉総合センター５月１１日晶
 億 午前９時３０分～１１時（受付）ＢＣＧ

子
ど
も

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

対象者に個別通知しま
す。（転入等の方は事
前にご連絡ください）

集団指導、問診、身体計測、
診察、希望の方に個別相談―個別に通知

保谷保健福祉総合センター５月１７日・３１日昭３～４か月児
健康診査 母子保健センター５月２４日昭

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

対象者に個別通知しま
す。（転入等の方は事
前にご連絡ください）

歯科健診、歯みがき相談、
希望の方に個別相談　※医
科については医療機関での
受診となります。詳細は個
別通知をご覧ください。

―個別に通知

保谷保健福祉総合センター５月２９日昇１歳６か月児
歯科健康診査・
保育相談 母子保健センター５月２２日昇

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

対象者に個別通知しま
す。転入等の方は事前
にご連絡ください。

集団指導、問診、尿検査、視力
検査、身体測定、診察（内科・
歯科）、希望の方に個別相談

―個別に通知
保谷保健福祉総合センター５月１６日昌

３歳児健康診査
母子保健センター５月９日・２３日昌

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

当日、直接会場へ

個別相談（育児・遊び方・栄
養・歯科・母乳・お母さんの
健康等）、体重・身長計測
持ち物：母子健康手帳、歯科相
談希望の方は歯ブラシ

―乳幼児と保護者

保谷保健福祉総合センター５月８日昇・２１日捷
 億億億億億 午前９時３０分～１１時

育児相談
母子保健センター５月１４日捷・２８日捷

 億億億億億 午前９時３０分～１１時

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

当日、直接育児相談受
付へ
※育児相談をご利用の
方は、１回目の講座に
ご参加ください。

歯科編『はみがきできるかな』各回１５人１歳４か月頃保谷保健福祉総合センター
５月８日昇
①午前１０時１０分～１０時４０分
②午前１０時５０分～１１時２０分

子育て講座

栄養編『野菜たっぷり宣言』
（お話と試食）各回２０人１０か月～２歳頃母子保健センター

５月１４日捷
①午前１０時１０分～１０時４０分
②午前１０時５０分～１１時２０分

栄養編『野菜たっぷり宣言』
（お話と試食）各回２０人１０か月～２歳頃保谷保健福祉総合センター

５月２１日捷
①午前１０時１０分～１０時４０分
②午前１０時５０分～１１時２０分

保育編『オムツとれるかな』各回２０人どなたでも母子保健センター
５月２８日捷
①午前１０時１０分～１０時４０分
②午前１０時５０分～１１時２０分

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

前日までに電話予約　
※参加はひと組１回限
りです。

自宅でもできる簡単なマッサー
ジ、母と子のふれあい方、参加者
同士の交流、希望の方に母乳・育
児相談
持ち物：お子さんに必要なもの、
敷物用タオル※親子共、動きやす
い服装でお越しください。

２０組２～３か月のお子さ
んとママ

保谷保健福祉総合センター

５月８日昇
 億億億億億 午前１０時～１１時３０分
※体重測定希望の方は、午前９
時３０分から開所

ママサロン

母子保健センター

５月１４日捷
 億億億億億 午前１０時～１１時３０分
※体重測定希望の方は、午前９
時３０分から開所

健康推進課
緯内線２３６６
 億億 ・２３６７

記入例②のように往復はがきに記入
のうえ、健康推進課「２歳児クラス担
当」へ郵送
特記事項：参加希望理由（例・言葉の
遅れ等）申込期間：４月２３日捷～５月
８日昇まで（消印有効）

親子ふれあい遊びと体操、
２歳児の心理と発達のお
話、栄養・歯科のお話等

１５組

２～２歳６か月のお子
さんと保護者の方（参
加希望コース１日目時
点での年齢）

保谷保健福祉総合センター
第１コース
５月２３日・３０日・６月１３日昌
 億億億 午前９時４５分～１１時３０分

２歳児クラス

市役所代表電話 緯４６４－１３１１

市役所代表電話 緯４６４－１３１１

はがき記入例②
①住所
②氏名（ふりがな）
③生年月日
④年齢
⑤電話番号
※往復はがきに
は、返信用にも住
所・氏名を記入

〒２０２－８５５５
西東京市役所
保谷庁舎
健康推進課
「　　　」係行

【平成１９年度版西東京市健康事業ガイドの訂正について】

◎女性の元気応援講座　市報掲載日　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎高脂血症予防講演会　開催日　　◎薬膳料理講習会　開催日　　◎ママサロン　開催日
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8  　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例
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