
相　談　

不妊・不育専門相談／男性不妊専門相談
　県では専門の医師・助産師などによる、不妊や習慣性流産、不
育症などに関する相談を行っています。
　相談日程や予約方法など、詳しくは県ホームページをご覧く
ださい。

予防接種
日本脳炎ワクチンの接種について
　日本脳炎ワクチンの製造が一部停止していた影響で供給量が
減少しています。優先接種の対象とならない方は、接種時期の
延期にご協力をお願いします。
〈優先接種対象〉〈優先接種対象〉
・定期接種1期初回（1、2回目）の接種を受ける方
・定期接種の年齢上限が近づいている方（1期は7歳6カ月未満、
2期は13歳未満が接種期限）
　小学4年生（平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ）の方
の第2期の予診票は、ワクチンの供給量を見ながら令和4年1月
頃に送付する予定です。
問（市）健康増進課（総合保健福祉センター内） ☎86－0900

健康診査　(対象者には個別に通知します)

場 総合保健福祉センター　

母　子
母子健康手帳と助成券の交付
　母子健康手帳の交付と同時に妊婦・産婦健康診査費助成券と
新生児聴覚検査費助成券をお渡しします。時間に余裕を持って
お越しください。
対妊婦
持妊婦健診の領収書原本、印鑑、振込先の通帳、マイナンバー

　　が確認できるもの、運転免許証などの本人確認ができるもの

乳房管理指導等における費用の助成
対産後12カ月までの母親（申請の受付は14カ月まで）
持母子健康手帳、領収書原本、印鑑、振込先の通帳

“未来への切り札”ワクチンそして歯科医療
微生物と人類の戦い（その9）
人類史にその名を刻んだ新型コロナウイルスの襲撃から1

年以上が経過しました。読者へのポジティブな発信を模索す
る中、昨年10月号の「微生物と人類の戦い（その6）」では、世界
各国で急ピッチで進むワクチン開発について触れました。そ
の後数カ月を経て、本稿作成中の2月にいよいよ日本でもワ
クチン接種が開始されようとしています。
　人類がウイルスを克服するための免疫を獲得する手段の一
つは実際にウイルスに感染し免疫を獲得することですが、最
近発表された調査結果では日本人の抗体保有率はわずか1％
以下で、大半の人が免疫を獲得していないことが明らかにな
りました。そうであれば、もう一つの手段であるワクチン接
種がパンデミック終息への重要な切り札になってきます。ワ
クチン接種はあくまで個人の自由意志であり、また副反応な
どの報道に対して不安を抱かれる人もいますが、ワクチン接

種は自分だけのためではなく他人のため、そして人類のため
という意識を持って判断したいものです。
　3月には300万人以上の医療従事者がワクチン接種を受け
る予定ですが、その中には私たち歯科医療従事者も含まれて
います。これまで日本国内の歯科医院で歯科治療を通じての
新型コロナウイルス感染は一例も報告されておらず、感染対
策に精通した歯科医院は安全な場所であることが認知されて
います。その上さらに私たち歯科医療従事者がワクチン接種
を受けることによって、これまで以上に皆様に安心して歯科
医院を受診していただけるものと思っています。
　本稿作成中の2月時点で4月の新型コロナ情勢は予測不能
ですが、これまで幾度となく微生物との戦いを制圧してきた
のが私たち人類です。必ず終息の日が訪れるものと期待しま
す。詳細については三木市歯科医師会に所属する歯科医院で
お尋ねください。

  市内の新型コロナウイルス感染者数は
ホームページで確認または問い合わせて
ください。

  問 (市)健康増進課(総合保健福祉センター内）☎86－0900

健診名 健診日 対象者生年月 次回予定日

乳児集団 4月21日（水） 令和2年12月 5月19日（水）

1歳6カ月児 4月22日（木） 令和元年7月 5月20日（木）
3歳児 4月23日（金） 平成29年12月 5月21日（金）

ホームページ
はこちら▶

▲ホームページはこちら

日 月 火 水 木 金 土
 1  2  3

小児科神沢クリニック
福井3丁目
☎83‒5950

  4 休日歯科診療  5 6  7   8  9 10

【消内･内】 多田クリニック 
末広3丁目　☎86‒7877
【外・整・内】 米山外科医院 
緑が丘町東2丁目　☎85-8700

小島医院 
末広1丁目
☎82‒1057 

かわい子どもクリニック
志染町中自由が丘1丁目
☎85‒8466

11 休日歯科診療 12 13 14 15 16 17

【精・神内】 羽賀神経内科医院 
志染町西自由が丘1丁目   ☎85‒1050
【外】 服部病院  
大塚　☎82‒2550

小児科神沢クリニック
福井3丁目
☎83‒5950

小児科神沢クリニック
福井3丁目
☎83‒5950

18 休日歯科診療 19 20 21 22 23 24

【内】 谷口クリニック  
緑が丘町東2丁目　☎84‒2000
【泌・内】 田中クリニック 
末広1丁目　☎83‒7000

宮崎小児科内科医院
大村
☎82‒2131

かわい子どもクリニック
志染町中自由が丘1丁目
☎85‒8466

25 休日歯科診療 26 27 28 29 休日歯科診療 30

【内】 みきやまリハビリテーション病院 
大塚1丁目　☎83‒3316
【脳外・内・外】 正木脳外科クリニック
平田1丁目　☎81‒1155

かわい子どもクリニック
志染町中自由が丘1丁目
☎85‒8466

【小・ア・小神】 小児科神沢クリニック 
福井3丁目　☎83‒5950
【眼】 内薗眼科医院 
緑が丘町東1丁目　☎84‒0235

休日当番医・小児科救急当番医・休日歯科診療
※受診する前に当番医に電話でご相談ください。来院の際にはマスクを着用してください。
当番医および診療科目は変更になる場合がありますので、当日の新聞または事前に医療

機関へ確認してください。緊急時のみ利用してください。
休日当番医 日午前9時～正午、午後1時～5時（受付：午後4時30分まで）
小児科救急当番医 日火・木曜　午後6時30分～9時30分（受付：午後9時まで）
休日歯科診療 日午前9時～正午（受付：午前11時30分まで）

場 休日歯科診療所（総合保健福祉センター内）☎86－0903　持健康保険証

両センターは当面の間、新型コロナワクチンの集団接
種会場となります。
　これに伴い、事業や貸館などに休止・ 変更があります。
　詳しくはホームページや電話で確認してください。

【内】内科   【外】外科   【整】整形外科   【消内】消化器内科  【精】精神科 
【神内】神経内科  【泌】泌尿器科　【脳外】脳神経外科　【小】小児科 
【ア】アレルギー科  【小神】小児神経科　【眼】眼科

三木市がわかる広報広報
「広報みき」の広告を募集しています「広報みき」の広告を募集しています
２色刷り 縦42mm×横174mm 22,000円（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

縦42mm×横84mm 12,000円（黒＋緑）

４色刷り 縦42mm×横174mm 33,000円
縦42mm×横84mm 18,000円（カラー）

お申込みいただく前に、必ず「広報みき広告掲載基準」の内容をご確認ください。
詳しくは三木市秘書広報課のホームページをご覧ください。

みんなが見ている情報紙でPRしませんか？
お問い合わせは

明光印刷㈱ ☎078－944－0086まで
兵庫県明石市二見町南二見17-14

   
●三木市健康医療相談ダイヤル　24時間年中無休、通話・相談料無料　☎0120－682－086

●小児救急医療電話相談   子どもの急な病気やけがなど気軽に相談してください。看護師などが相談に応じます。
   北播磨圏域子ども医療電話相談 午後6時～10時（祝日・年末年始を除く）☎62－1371
  兵庫県子ども医療電話相談　 月 ～土曜　午後6時～翌日午前8時
                                                日曜・祝日・年末年始　午前8時～翌日午前8時
                                                プッシュフォン・携帯電話・スマートフォン　☎＃8000
                                                ダイヤル回線・IP電話　☎078－304－8899 

総合保健福祉
センターの情
報はこちら▶

吉川健康福祉
センターの情
報はこちら▶
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日日時　場場所　対対象　内内容　講講師　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（　電話　窓窓口　郵郵便　FAXファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAXファックス・ 　E-mail）

記号の意味

健康のページ
総合保健福祉センター　☎86－0900
吉川健康福祉センター　☎72－2210

問 ☎86－1622
歯歯科医師会から

1819 総合保健福祉センター・ 〒673‒0413 大塚1丁目6-40　　吉川健康福祉センター・ 〒673‒1115 吉川町大沢412 広報みき 2021.4


