
◀こころの体温計QRコード

急病・休日・夜間の診療
　休日および休日準夜の応急診療は当番制です。内科・小児科
のみ。原則として往診はしません。当番医療機関は、毎月「広報
みずほ」「瑞穂町ホームページ」でお知らせしています。
　なお、当日の当番医療機関が不明なときは、役場当直
（TEL  557-0501）へお問い合わせください。
診療時間
休� 日� 診� 療　祝日・年末年始の午前9時～午後5時
休日準夜診療　日曜日・祝日・年末年始の午後5時～10時

みなさんの健康
問 保健センター�TEL  557-5072

毎週火曜日（祝日・年末年始を除く）
受付時間　午前9時30分～11時

※歯科相談は毎月第1・3火曜日のみです。
　生活習慣病の予防や心身の健康について、保健師・管理栄養
士・歯科衛生士が相談をお受けします。血圧測定や身長・体重・
腹囲、足指力の計測も行っています。予約は不要です。

健康・栄養・歯科相談� 場所：保健センター

年6回　　日程は広報などでお知らせします。
受付時間　午後1時30分～3時

　生活習慣病の予防や健診結果等について、保健師が相談を
お受けします。予約は不要です。

巡回健康相談� 場所：武蔵野コミュニティセンター

　「こころの体温計」は、スマートフォンやパソコン、携帯電話
などを利用して気軽に心の状態をチェックできます。ちょっ
と疲れているなと感じたら、体の体温を測るように、こころの
体温を測りましょう。
※費用は無料です。（ただし、通信費は自己負担）
https://fi�shbowlindex.jp/mizuhotown/demo/index.pl

こころの体温計

　40歳以上64歳までで健診等により生活習慣改善が必要な
方、介護予防や家庭介護に関わる相談の必要な方に保健師が
訪問し、相談・指導を行います。費用は無料です。（特定保健指
導を受けている方は対象外です。）

訪問指導� 家庭に訪問

　健康についての意識を高め、正しい知識を広めるため、ご希
望に応じて随時実施します。

健康教育

20歳から64歳までの女性の方を対象に行っています。骨密
度測定、栄養アドバイスなどが受けられます。費用は無料です。

予約制　場所：保健センター
骨年齢チェック（骨密度測定）

　国で定められた定期予防接種と任意の予防接種費用の助成
を実施しています。
　詳しくは保健センターにお問合せください。

予防接種

健康

東京消防庁救急相談センター　TEL  042-521-2323
東京都医療機関案内サービス　TEL  03-5272-0303
パソコン　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

携帯電話　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

医療機関案内� 24時間受け付けます

◀パソコンQRコード

◀携帯電話QRコード
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　大気汚染医療費、小児慢性疾患医療費、自立支援医療（育成
医療）、養育医療の医療費助成申請の受付を行っています。

医療費助成� 申請窓口：保健センター

　生活習慣病の早期発見のため、ぜひ受診してください。費用は無料です（乳がん検診は除く）。

各種検診（健診）

種別 対象 実施場所 内容

肝炎ウイルス検診 40歳以上で今まで肝炎ウイルス検診を受
診していない方 指定医療機関 血液検査

結核検診 職場、学校などで検診機会のない15歳以
上の方（中学生を除く） 保健センター 問診、胸部レントゲン撮影

若年の健康診査 16～39歳 指定医療機関 身体計測、血液、尿検査など
特定健康診査 40～74歳で瑞穂町国民健康保険加入者 指定医療機関など 身体計測、血液、尿検査など
無保険者の健康診査 40歳以上で医療保険に加入していない方 指定医療機関 身体計測、血液、尿検査など
後期高齢者健康診査 後期高齢者医療制度加入者 指定医療機関 身体計測、血液、尿検査など

乳がん検診 40歳以上、前年度受診していない方 保健センターなど 問診、乳房の視診・触診、マンモグラフィー
※一部自己負担有り

子宮頸がん検診 20歳以上、前年度受診していない方 指定医療機関など 問診、子宮の細胞診検査

胃がん検診 40歳以上 保健センター・
コミュニティセンター 問診、胃部エックス線検査

呼吸器検診
（肺がん・結核検診） 40歳以上 保健センター・

コミュニティセンター 問診、胸部エックス線、喀痰検査（必要時）

大腸がん検診 40歳以上 指定医療機関 問診、便潜血検査

　血液の需要はますます増えてきました。手術や予測できな
い事故などのときに必要な血液を確保するため、献血にご協
力ください。日程、場所などは「広報みずほ」でお知らせしま
す。
　献血会場では骨髄ドナーの登録も可能です。

献血・骨髄ドナー登録
　骨髄などの移植を希望されている患者の方は、全国で毎年
2,000人を超えています。
　骨髄などの提供者とその方が勤める事業者に対して奨励金
を交付しています。
　詳しくは保健センターにお問い合せください。

骨髄移植ドナー支援事業

（1）特定健康診査内容
　生活習慣病の主な要因となるメタボリックシンドロームに
着目した健康診査です。40歳以上75歳未満の被保険者の方
が対象となります。健康診査では身体計測、血圧測定、血液検
査、尿検査、心電図などを行います。
（2）健康診査受診方法
　年1回、健康診査の実施期間に指定医療機関で受診できま
す。健康診査開始前に健診のご案内と受診券などを送付しま
すので、必ず期間内に受診してください。
　なお、健康診査期間中に新たに被保険者となられた方は保
健センターへご連絡ください。

国民健康保険加入者の特定健康診査 （3）特定保健指導
　特定健康診査を受診後、生活習慣病のリスクが高いと判定
された方には、生活習慣の改善を目的とした特定保健指導が
実施されます。該当した方には通知を送付します。

瑞穂町 暮らしの便利帳54
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　住民の健康に対する意識の向上を図るため開催します。
◦骨密度測定　◦�健康や薬物乱用防止に関する啓発パネルの展示やPR用品の配布

健康コーナー（産業まつり）

内＝内科　　小＝小児科　　整＝整形外科　　婦＝婦人科　　リハ＝リハビリテーション科　　眼＝眼科　　
消内＝消化器内科　　神内＝神経内科　　胃＝胃腸科　　耳＝耳鼻いんこう科　　麻＝麻酔科　　歯＝歯科　　
小歯＝小児歯科　　矯＝矯正歯科　　歯外＝歯科口腔外科

瑞穂町役場
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MAP 町内の医療機関

町内の医療機関一覧� MAP�町内の医療機関へ

病院・医院等名 科目名 所在地 電話
1 新井クリニック 内・胃・小 長岡1-51-2 557-0018
2 石畑診療所 内・小 石畑207 557-0072
3 栗原医院 内・小・消内 箱根ケ崎61 557-0100
4 高沢病院 内・リハ・消内 二本木722-1 556-2311
5 高水医院 内・小・婦・耳 箱根ケ崎282 557-0028
6 菜の花クリニック 内・歯・消内・神内・リハ 殿ケ谷454 557-7995
7 丸野医院 内・麻 長岡1-14-9 556-5280
8 みずほクリニック 内・整・リハ 長岡長谷部31-1 568-0300
9 すずき瑞穂眼科 眼 箱根ケ崎282-3 568-1236
10 青松歯科医院 歯 箱根ケ崎2367-1 556-4180
11 岩永歯科医院 歯 箱根ケ崎105-1 556-1123
12 小野歯科医院 歯・小歯・矯 長岡長谷部245-6 556-6480
13 きたはらファミリー歯科 歯・小歯・歯外 むさし野2-61-4 533-4180
14 きら歯科クリニック 歯・小歯 箱根ケ崎137 557-0079
15 けいあい歯科クリニック 歯・小歯・矯・歯外 高根623　ザ・モールみずほ16内 568-3961
16 新青梅歯科クリニック 歯・小歯 武蔵33-1 557-1001
17 殿ヶ谷歯科医院 歯・小歯 殿ケ谷906-11 556-5667
18 箱根ヶ崎歯科医院 歯・小歯・矯 箱根ケ崎182-4 556-1118
19 みずほ歯科医院 歯 長岡1-51-2 556-1182
20 山岸歯科医院 歯・小歯 南平2-4-11 557-7567
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