
脂質異常症 予備群リセットセミナー 参加者募集
LDLコレステロールが120をこえたら　動脈硬化予防！

「コレステロール値は気になるけど、何をすればいいのかわからない」という方に、ぜひオススメしたい教室です。気になる血管
年齢も測定できます！健診や血管年齢の結果から、あなたの生活にあわせた健康づくりをいっしょに考えていきましょう。
※11/26のみの参加はご遠慮ください。

ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防するロタウイルスワクチン
が、10月1日より、令和２年８月１日以降に生まれたお子さまを対
象として定期接種となります。
対象者には、予診票をお子さま一人に対し、３枚発行します。ワ

クチンの種類・接種回数に応じてご使用ください。
※令和２年7月３１日以前に生まれたお子さまは、従来通りの任意
接種となります。 　接種期間

10月1日（木）から令和3年3月31日（水）まで
※早期（10月上旬）の接種をおすすめします。

　接種対象者
さぬき市に住民票のある下記に該当する方で、1回
のみ対象です。
•65歳以上の方
9月下旬にお送りする予診票をご利用ください。

•60歳以上65歳未満
心臓、じん臓または呼吸器の機能に障害を有する方（い
ずれも身体障害者手帳1級を保持する方）は、事前にお
問い合わせください。

　実施医療機関
案内文や市ホームページに掲載しています。

　接種費用
①さぬき市か ②香川県か の制度で自己負担金
1,200円が無料となります。

今冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同
時流行を防ぐため、インフルエンザ予防接種の費用が①さ
ぬき市か②香川県か、どちらかの制度で免除されます。ご希
望の方は、医療機関へご予約等の手続をお願いします。

［ロタウイルスワクチンについて］
　ロタウイルスワクチンは、2種類とも生ワクチン（弱毒化し
たウイルス）で、飲むワクチンです。予防効果や安全性に差は
ありませんが、接種回数が異なりますので、他のワクチンと
の接種スケジュールなどを考慮してどちらかを選択してく
ださい。なお、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種す
ることになります。

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

　新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を
受けて、４月の大腸がん検診を延期していました
が、下記の日程で実施することとなりました。
　検診を希望される場合は下記までお申し込みください。
　４月にお申し込みいただいた方は、再度のお申し込み
は必要ありません。10月下旬に採便容器と問診票をお
送りいたしますので、ご確認ください。
◆申込締め切り　１０月１５日（木）

市では、白血病等の治療に必要となる骨髄・末梢血
幹細胞のドナーの増加や多くの移植の実現を目指して、
下記対象者へ申請により助成金を交付します。
今年度から、ドナー休暇制度のある事業所に勤務さ

れる方も対象となりました。

(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バン
ク事業において、骨髄等の提供を完了した者
上記ドナーを雇用している市内事業所
※勤務形態によっては対象とならない場
合があります

　助成金を希望する方は、骨髄等提供完了の日から90
日以内に申請してください。申請書は市ホームページか
らもダウンロードできます。

療養の給付について
被保険者の方が病院等にかかるとき、窓口で保険証を提示して自己負担額

（1～3割）をお支払いしていただきます。医療費の残額は保険者（市または香
川県後期高齢者医療広域連合）が療養の給付として病院等に支払います。
療養費について
次のような場合は、いったん被保険者本人が医療費全額を支払います。後日、

市窓口へ申請し、認められれば自己負担額以外が『療養費』として支給されます。
○やむを得ず、保険証を持たないで診療を受けたとき
○海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の渡航は除く）
○緊急の手術や重病などの理由により、医師が認めた入院、転院をする場
合でかつ救急車での搬送が困難な移送となったとき（移送費）

○医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
○医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき

－柔道整復（接骨院・整骨院）のかかり方－
柔道整復とは、骨や関節・筋肉のケガの治療・応急手当を目的とする施術です。

•単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
•特にケガはないが、気持ちがいいから受けるもの
（慰安目的）
•古傷など、症状改善が見られない長期の治療
•脳疾患後遺症などの慢性病
•整形外科や外科での治療中の部位　など

•打撲
•ねんざ
•挫傷（肉離れなど）
•骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き、
医師の同意が必要です。

•骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解し
ている方
•年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方
（提供可能年齢：20歳以上、55歳以下）
•体重が男性45kg以上／女性40kg以上の方
※病気療養中や服薬中、輸血を受けたことのある方
や過度の肥満の方は登録できません。

　適正な保険給付のために、保険者より被保険者の方に「施術内容」等を
お問い合わせする場合があります。このため、医療費通知や領収書は保管し
ていただくよう、よろしくお願いします。

■申 込 方 法
■定　　　員
■申込締切日

電話でお申し込みください
先着20名
10月23日（金）

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

10月は骨髄バンク
普及推進月間です！

大腸がん検診実施のお知らせ

10 万円

5 万円

【問・申】国保・健康課（健康係）
☎（0879）26-9908

療養の給付・療養費・柔道整復について
（国民健康保険・後期高齢者医療保険）

保険が使える施術 全額自己負担になる施術

接骨院・整骨院にかかるときは…
　♢負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。
　♢治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。

【問】国保・健康課　　　　　　　　　　　  ☎（0879）26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局  ☎（087）811-1866

助成対象者 助成金額

骨髄バンクにドナー登録できる方

•香川県東讃保健福祉事務所(さぬき市津田町津田930-2)
•献血ルームオリーブ(高松市丸亀町13-3)

献血バスでも登録できる場合があります。

東讃地区のドナー登録受付窓口

ロタウイルスワクチンが
定期接種になります

予防接種のお知らせ

時　間
「健診結果を 生活にいかそう！」

内　容 講　師 開催場所
とみおか内科クリニック

冨岡幸生 医師
健康運動指導士
中村麻紀 先生

管理栄養士
保健師

歯科衛生士
青木まゆみ先生
保健師
管理栄養士

11/  4（水）

11/11（水）

11/18（水）

11/26（木）

・動脈硬化の進行と心筋梗塞のリスク ・認知症と血糖の意外な関係  など 
「“がんばらない運動”のすすめ  ストレッチ＆ウォーキング」
・ストレッチやウォーキングから心と身体の変化を感じてみよう

「おいしく食べて 歯っぴーライフ♪」
・歯周病と糖尿病・動脈硬化との深い関係　　など

「血管の老化にブレーキ! 血管年齢測定」
・指先で測定し、結果に基づいて個別に健康相談を行います

「おいしく食べて カロリーダウン!」
・自分の身体にあった食事量や間食のカロリーを知ろう　
・身体にやさしい食材選びや調理方法の工夫について

13:30～
15:00
13:30～
15:00

13:30～
15:00

13:30～
14:30
14:30～
15:30

志度東
体育館ホール
(住所)

さぬき市鴨庄
2550番地39

ロタリックス

ロタテック

ワ
ク
チ
ン
の
種
類

標準的な
接種期間

５日（木）
６日（金）

１１日（水）

１２日（木）

１６日（月）

１７日（火）
２９日（日）

月

11
月

長尾保健センター
志度保健センター
津田保健センター
大川保健センター
鴨部ふれあいプラザ
小田漁村センター
生涯学習館
長尾公民館造田分館
神前体育館
長尾保健センター
多和出張所
津田保健センター
大川保健センター
志度保健センター
寒川庁舎（１階）

受付時間
9:30～11:00
9:30～11:00
9:30～11:00
9:30～11:00
9:30～10:30
11:00～11:30

9:30～11:00

9:30～11:00

9:30～11:00

9:30～11:00
9:30～11:00

13:00～15:00 
13:00～15:00 
13:00～15:00 
13:00～15:00 

13:00～14:30 

13:00～14:30 

13:00～14:00 

13:00～15:00 
13:00～15:00 
13:00～15:00 

定期インフルエンザ予防接種について

《予定》10月１日から香川県における
任意予防接種について

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

回収場所日
大腸がん検診回収日程表

２回接種（27日以上の間隔をあける）
生後６週から生後24週まで

３回接種（27日以上の間隔をあける）
生後６週から生後32週まで

どちらのワクチンも初回接種を、生後６週から
生後14週６日までにします。※生後15週０日以
降の初回接種はおすすめしません。

【問・申】 国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

•当日は、ご家庭で体温測定等のチェックをして、発熱や咳、風邪症状のあ
る人は、参加をご遠慮ください。

•会場に入る時は、マスクの着用をお願いします。筆記用具はこちらで用意します。

新型コロナウイルス感染防止の対応について協力依頼

〇受付：13：00～

共通事項

上記接種対象者のうち、市民税非課税世帯に属する方ま
たは被保護世帯に属する方
　制度の利用方法
「令和２年度市民税課税状況の証明願兼委任状」を税務課
（本庁）、総合支所（寒川庁舎）または各出張所で証明印の
交付を受け、医療機関の窓口に提出してください。「生活
保護受給証明書」でもかまいません。
※証明願兼委任状は、郵送申請も可能です。

　手続における注意
代理人が手続をされる場合には、書類に対象者と代理人
の方の押印をして、証明印の交付を受けてください。
※必ず本人確認ができるものをお持ちください。（免許
証、保険証、パスポート等）

① さぬき市の制度に該当する方
（さぬき市自己負担金免除制度）

① さぬき市の制度に該当しない方
　制度の利用方法
詳細が決まり次第、市ホームページ等にてお知らせします。

② 香川県の制度に該当する方
（香川県インフルエンザ予防接種助成事業）

●インフルエンザ予防接種について
対象者：子どもと60歳から64歳までの方

●高齢者肺炎球菌予防接種について
対象者：定期高齢者肺炎球菌予防接種対象者に該当し

ない方
※詳細が決まり次第、市ホームページ等にてお知らせします。
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子育て／健康


