
7　母子保健

母子保健法及び児童福祉法等に基づき､妊産婦及び乳幼児-の保健指導､健康診査､母

子訪問指導など実施している他､未熟児養育医療や妊娠高血圧症候群等の医療給付など各

種事業を実施し､母性及び乳幼児の健康の保持､増進を図る｡

( 1 )妊娠の届出数と妊婦健康診査

ア　妊娠届

保健所､浅草保健相談センター､区役所(戸籍住民サービス課)､区民事務所(分

室含む)で受理し､母子健康手帳と母と子の保健バッグを交付している｡

区分 �<ﾘ��B�妊娠週数 
満11週以内 ��"ﾓ�偖B�20-27週 �#員H決�2�不詳 

総数 ��ﾃSSr�1,241 �#湯�10 途�0 

台東 田sR�540 ��#��4 �2�0 

浅草 塔�"�701 ��s��6 釘�0 

イ　妊婦健康診査

①　妊婦健康診査･妊婦超音波検査

妊娠届を提出した妊婦に対して､妊娠中の健康管理と流産･早産の防止､児の

障害の予防を目的として､ 14回分の受診票を交付し､委託医療機関で受診する｡

1回目妊婦健康診査時に､ HBs抗原検査を実施し､ B型肝炎ウイルスの母子感染

防止を図っている｡

また､妊婦超音波検査受診票1回分を交付し､胎児の発育異常や胎盤の付着部

位の異常等の検査を実施し､母体の健康管理を図っている｡

受診数 �>�o2�
1回目 �"ﾓ�H��m｢�I�B��超音波検査 

総数 ��ﾃC#��12,567 涛cR�

台東 田���4,957 �3s��

浅草 塔�B�6,867 鉄���

※転出 澱�743 田��

※転出は､妊娠届出時台東区に居住していた妊婦が､都内他区市町村に転出し

た場合の受診｡

②　里帰り出産等妊婦健康診査費助成

里帰り先や助産所での受診等､区が交付した妊婦健康診査受診票や超音波検査

受診票を利用せずに自費で健診を受けた妊婦に対し､健診費の助成を行う｡

助成 件数 �>�o2�I�B��

1回目 �(��mｨ���H��m｢�超音波検査 

267 鼎2�1,498 田B�
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③　妊婦健康診査費助成

出産後に一括で､自費で受診した妊婦健康診査費用の一部を助成するo (上限12回)

交付決定者数 �H-x��ﾈ���B�

37 �3s"�

※平成20年3月31日までに母子手帳を取得した妊婦が対象

(2)ハローベビー学級

妊娠･出産･育児等についての知識及び休浴･抱き方等の技術の習得や仲間づく

りを目的に､妊婦とその夫を対象として実施している｡

平日学級 �7况ｨｧxｸ��日曜学級 

2日制 �)?ｩ�r�1日制 

総数 丶ｨﾜ8���B�4 澱�6 

延べ受講者数 涛r�336 �#s��

台東 丶ｨﾜ8���B�2 �2�3 

延べ受講者数 鼎B�150 ��#b�

浅草 丶ｨﾜ8���B�2 �2�3 

延べ受講者数 鉄2�186 ��CB�

(3)乳児健康診査

ア　3-4か月児健康診査

乳児に対する健康診査及びその保護者に適切な保健指導を実施し､乳児の健全

な育成を図る｡また､精密健診の必要のある者については､精密健診受診票を交

付し､医療機関での早期受診を勧奨している｡

<実施内容>　問診･身体計測･診察･BCG接種･個別保健指導･集団(保健､

栄養及び歯科)指導

①　3-4か月児健康診査受診状況

区分 剔ﾎ象者数 (通知発送数) 假9�h�)�B�有所見者 実数 侘)¥ｩ�ｩ&ｲ�
保健 �駅ｲ�

平成21年度 �1,242 ��ﾃ##��388 鼎cb�66 

台東 鉄�2�512 ��S��187 �#��

浅草 售s3��717 �#3��279 �3r�
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②　3-4か月児健康診査結果

受診者数 剽L所見者 実数 冲ﾂ���ﾊ���"�所見内訳(延数)- 
発 儂r�頭 頚 舒r�l｢�眼 俾��T��胸 部 ��ﾂ�ﾆ��､��jヒ 日 冢r�発 逮 �+ｲ�,ﾂ�

延 数 �r�膚 兀B�口 腔 刪� 喉 兒��=��陰 部 兀B�肢 ����ﾆ��他 

1,229 �388 鼎���57 �#3b�6 澱�5 湯�白6 �#��1 �#b�13 釘�

草 不 内 容 ��泳xﾉ)�b��#��1 ���0 ���0 ���0. ���0 ��r�0 ���
受診(治療)勧奨 �45 ���34 ���0 ���2 ���8 ���0 ���0 

他機関管理中 �95 ��B�39 迭�3 �2�3 ��R�2 ���5 �2�3 

経過観察 �41 �#"�6 ���0 ���2 ���2 ���0 途�1 

一時的指導 �208 �#��156 ���2 �"�2 湯�8 ���4 �2�0 

イ　6か月･ 9か月児健康診査

乳児の発育状況､精神･運動発達の遅れ等精神面､身体面についての健康診査を､

生後6-7か月児及び9-1 0か月の乳児に対し受診票を交付し､都内契約医療機

関で実施している｡

①　6か月児

対象者数 假9�b��)�B�健診結果内訳(実数) 劔保健所-の連絡事項内訳(再掲) 
異常 なし ���ﾒ�*�.��疑い 儻9k��医療機関 で指導 兢ｸﾉ(��,X轌;��他機関 管理中 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

総数 ��ﾃ#C"�1,100 ��ﾃ�c��20 免ﾂ�0 �3#r�4 ��R�0 

台東 鉄�2�440 鼎#r�8 迭�0 ���"�3 �2�0 

浅草 都3��660 田C"�12 澱�0 �#�R�1 ��"�0 

②　9か月児

対象者数 假9�b��)�B�健診結果内訳(実数) 劔保健所-の連絡事項内訳(再掲) 異常 なし ���ﾒ�*�.��疑い 儻9k��医療機関 で指導 兢ｸﾉ(��,X轌;��他機関 管理中 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

総数 ��ﾃ�ﾃ#C"�1,074 ��ﾃ�C"�16 ��b�0 �3#2�5 ��2�0 

台東 鉄�2�452 鼎3��8 迭�0 涛��1 �"�0 

浅草 都3��622 田�2�8 免ﾂ�0 �##R�4 免ﾂ�0 
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(4) 1歳6か月児健康診査

1歳6か月児に対して身体面､精神発達面及び歯科保健状態の診査を実施し､そ

の結果に基づいて適正な指導･相談を行い､幼児の健全な育成を図る｡

なお､内科健診は区内医療機関に委託､歯科健診･心理発達･保健･栄養指導は

保健所で実施している｡

ア　医療機関委託(内科)

区分 佰�WI�B�受診者数 佶)�hﾈｸ惓>�o2因IZ�*�.ｒ�特に なし 冽h轌;��要経過 観察 ��|9(b�要治療 冽i�泳r�その他 

総数 ��ﾃ#3��1,036 涛ィ�12 �#��14 迭�1 ���

台東 鉄�R�426 �3湯�5 免ﾂ�10 ���0 ���

浅草 都#B�610 鉄コ�7 湯�4 釘�1 ���

イ　保健所実施

区分 倬W陷伊)�b�侘)¥ｩ�ｩ&ｲ�剞S理相談 
対象者数 假9�h�)�B�保健 �駅ｲ�歯科 

総数 ��ﾃ#3��966 ��C"�441 都迭�227 

台東 鉄�R�411 田b�■164 �3S"�104 

浅.草 都#B�555 都b�277 蔦CC2�･123 

ウ　1歳6か月児の心理相談

心理相談 剔樺k 冢"�精 唏6�����"ﾒ�く 俎2�社 ��b�義 �b�疾 �+ｲ�

題 ����と �+��動 ���?�蓼蔗�宿 �r�庭 兌��の 

な 俐r�ば �,ﾂ�性 �8��習 倆"�環 ����他 

受診者数 剄�､目 �+R�逮 �,ﾂ�問 丿��の 亅R�の 仄ｲ�害 _二′ (算数) 剔告� (延数) 凾ﾌ 亊B�港 �,ﾂ�問 �,ﾂ�問 �,ﾂ�の 

問 題 舒r�冢"�ｮr�題 冢"����題 冢"����疑 い 

227 勍435 �2�27 ��3r�26 涛��30 鼎��34 ��R�28 迭�

結 果 内 釈 冽i�泳r�20 ���3 迭�0 釘�2 ���0 ���5 ���

経過観察 �#SB�0 ��r�100 湯�45 ����14 �#"�7 ����2 

助言のみ ��c��3 途�32 ��b�41 湯�26 ��"�8 釘�2 

特になし ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���･0 

(5) 3歳児健康診査

3歳児に対して身体面及び精神発達面の診査を実施し､その結果に基づいて適正

な指導及び措置を行うことにより幼児の健全な育成を図る｡また､保健指導の際に

歯科健診と心理判定も実施し､健診の結果､精密健診の必要があるものについては､

精密健診受診票を交付している｡

〔健診内容〕診察･身体測定･尿検査･歯科健診･歯科指導･栄養(集団･個別指導) ･

心理相談･視力検査･聴力検査
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ア　3歳児健康診査

区分 ����ｸ�)�B�内科 受診者 冲ﾈ�ﾊ���)�B�歯科 受診者 侘)¥ｩ�ｩ&ｲ�剞S理 相談 
保健 �駅ｲ�歯科 

総数 ��ﾃ#�"�1,048 ��3r�1,045 �#sb�85 塔sB�251 

台東 鉄3��459 鉄r�458 ���b�47 �3���95 

浅草 田s2�589 塔��587 ��s��38 鼎釘�156 

イ　3歳児健康診査内科受診結果

受診者数 剽L 所 見 冲ﾂ���ﾊ��所見内訳(延数) 劔劔劔僖��&��
発 儂r�慧慧 侏��耳 仆��鼠 径 �r�逮 ���� �?｢�ｩeﾘ-ﾒ�そ 者 倆"�劔鼻 兀B�外 兀B�僥コ 兌��の 僮"�

実 翠 �����B�i 日 儿b�刪� 喉 兒��YB�陰 部 俶ﾂ�閧�動 ����請 俚����他 冽｢�8��

1048 �137 ��S��8 �3"�4 鼎r�13 ����21 迭�2 �2�7 ���5 �2�

甲 ��泳xﾉ)�b��3R�0 ���0 �#b�5 ���1 �"�0 ���0 ���1 ���
受診勧奨 �16 ���3 ���8 ���0 �2�0 ���0 ���0 ���0 

不 内 容 ��ﾈｴ�ｭhｬyyﾙ(b��3b�2 途�3 澱�1 迭�0 ���1 �2�3 ���3 ���

経過観察 �12 ���0 ���0 ���2 澱�1 ���0/ ���0 ���1 

一時的指導 �59 澱�22 ���7 澱�3 免ﾂ�1 ���0 �2�0 ���0 

ウ　3歳児健康診査心理相談

心理相談 1-て了一 剔樺k 摘目 亊B�精 咾�����"ﾒ�く 俎2�社 俚��義 �b�疾 �+ｲ�

題 僣��と �+��動 ���宿 亦�?｢�庭 兌��の 

な 價ﾒ�ば �,ﾂ�悼 ��ｲ�習 倆"�環 �����ﾉ7��他 

受診者数 剞ｷ数 �+R�逮 �,ﾂ�間 丿��の 亅R�の 仄ｲ�:∃三 Eコ 

(実数) �(延数) 凾ﾌ 問 題 冢"����題 �,ﾂ�n"����問 顔 �,ﾂ�n"����問 顔 �,ﾂ�n"�h��の 疑 しヽ 

219 �472 ���25 涛"�2白 ��3��28 鉄B�55 �#B�29 途�

結 果 内 釈 冽i�泳r�10 ���1 �"�0 �2�1 ���0 ���2 ���

経過観察 ��ッ�0 ��2�34 釘�53 ��B�9 �#��15 ��R�0 

助言のみ �#sB�0 免ﾂ�56 �#B�74 ��2�44 �#R�9 ��"�6 

特になし �"�0 ���0 ��B�0 ���1 ���･_0 ���0 

(6)母子訪問指導

生後2 8日以内の新生児､妊産婦､乳幼児等対象に保健師や訪問指導員(助産師)が

家庭訪問し､病気の予防､発育､栄養､出産･育児等について適切な指導を行っている｡

出生通知 受理数 囘ｹn(��郢�B溢��B��劔訪問数(延数) 

産婦 ��i�h髓�低体重児 �?ｸ髓�妊婦 伜儻r�新生児 �.��ﾈ�髓�乳児 僖IWr�

全体 塔コ�614 鼎モ�16 ��3b�2 田3R�493 ��b�158 �"�

台東(保健師) �3ヲ�214 ��cR�12 鉄r�2 �##��165 ��"�72 �"�

浅草(保健師) 鼎澱�203 ��#b�4 都��0 �#���131 釘�86 ���

訪問指導員 ����197 ��途�＼ ����＼ ��途�197 ����＼ ��
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(7)すこやか育児相談

乳幼児の保護者を対象に､児のすこやかな育成のために､心身の発育･発達､

保護者の育児不安等軽減のための相談指導および情報交換や親子の交流の機会を

提供する｡

ア　所内相談

日　　的:育児中の保護者に対し､いつでも気軽に相談できる電話相談やきめ

細やかに対応できる個別の面接､必要時の文書連絡や関係機関との

連絡連携を行い､保護者の不安･負担を軽減し児のすこやかな育成

を図る｡

事業実績:

面接相談 �6I�)�ｩ&ｲ�文書連絡 亊hﾅxｴ�ｭb���xﾒ�合計 

45 ��ﾃC���391 ��3b�1,991 

(訪問等合計数についてはP 124　ア.家庭訪問等の件数の再掲)

イ　1-3か月児の育児相談

日　　的:育児負担や保護者の精神的不安が最も大きな1-3か月児の保護

者に対し､早期に育児の相談に応じ同じ立場を共有できる仲間と

のつながりを作り､負担や不安を軽減し育児能力の向上を図る｡

実施内容:月1回ずつ､台東保健所･浅草保健相談センターにて､身長･体

重測定､交流のためのグループワーク､育児に関する個別相談を

実施｡

事業実績:

実施回数 �H-x�����)�B�

24 �3C2�

ウ　1歳6か月児からの育児相談

日　　的:心身両面の発育発達において重要な時期である1歳6か月からおおむ

ね3歳の児と保護者に対し､保護者の個別相談に応じながら集団遊び

の場を設け､保護者の育児支援や発達遅延の早期発見･対応を行う｡

実施内容:月1回ずつ､台東保健所･浅草保健相談センターにて､身長･体重

測定､育児に関する個別相談､交流を促し発育を促進するための集

団保育を実施｡

事業実績:

実施回数 �H-x�����)�B�

24 鼎SB�
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エ　出張育児相談

日　　的:子育て中の保護者に対し､身近な地域でいつでも気軽に育児の相

談に応じ､保護者同士の交流が図られ､育児負担や不安が軽減し

安定した育児ができるよう支援する｡

実施内容:区内7箇所にて､身長･体重測定､育児に関する個別相談､各種

ミニ講座､親子の交流を実施｡

事業実績

実施回数 �H-x�����)�B�

78 ��ﾃンr�

オ　子育て心理相談

日　　的:子育てや家族関係に悩む保護者を対象に､専門カウンセラーによる個

別相談を行い､保護者の精神安定を図る｡

実施内容:月1回ずつ､台東保健所･浅草保健相談センターにて個別相談を実

施(予約制)｡必要時､地区担当保健師による個別支援につなげる｡

事業実績:

実施回数 �H-x�����)�B�

24 鼎��

カ　育児ほっとタイム(MCG･親と子の関係を考える会)

目　　的:子育てに自信がない､子どもがかわいくない等の心理状態や家族関係

に悩む保護者を対象に専門グループワーカーによるグループカウンセ

リングを行い､保護者の精神的安定を図る｡

実施内容:月1回､浅草保健相談センターにて匿名性のグループミーティン
I

グを実施｡必要時､個別相談フォローや地区担当保健師による個別

支援-つなげる｡

事業実績:

実施回数 �H-x�����)�B�

12 鼎R�

キ　重い病気や障害の子どもをもつ母親の会

目　　的:乳児や幼児など低年齢の重い病気や障害の子どもをもつ母親同士

が､お互いの悩みを共有し､情報交換できる場を設けることで､

保護者の不安や育児負担の軽減を図る

事業内容:年5回程度(浅草保健相談センター)､情報交換や交流会のための

会を実施

実施回数 �H-x�����)�B�

5 ��r�
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ク　外国人親子-の通訳派遣

目　　的:慣れない地域で孤立しがちな外国人の保護者に対し､情報提供や

円滑なコミュニケーションを行う｡

事業内容: NPOの協力を得て通訳を派遣し個別相談･支援を実施｡

事業実績:通訳派遣　2回/年､ 2人派遣

ケ　あさくさおやこる-む

目　　的:乳幼児-の安全な遊び場の提供と､乳幼児を育てている保護者の

交流を図るためプレイルームを開放している｡

事業内容:週2回(水･金)､浅草保健相談センター1階プレイルームを0-

3歳児の親子に開放する｡また同時に絵本や保護者向けの図書貸し

出しも実施している｡

事業実績:

延べ利用者数 ��ﾘ���ﾘ�+Y�B�

881人 ���Hﾟｲ�

(8)子ども健康相談(乳幼児経過観察健康診査)

乳児(3-4か月児)健診及び3歳児健診の結果､経過観察の必要な乳幼児又は未

来所児､未就学の幼児に対し健康診査を行い､その保護者に適切な保健指導や栄養

相談､母の心理相談を実施している｡

区分 們��ﾈ蹴�延受診者数 冲ﾈ�ﾊ倆)�B�栄養相談 

人数 鼎"�63 ����32 

(9)発達相談

育児相談･乳幼児健診の結果や保護者からの相談等により､精神､運動､言語等に

遅れや障害が疑われる児に対し､小児神経科医師の診察､作業療法士による遊びを交

えた訓練指導､心理相談員による個別指導､言語療法士による個別･集団指導を毎月

実施する｡集団指導卒業生の会は年1回実施する｡必要時､専門療育機関を紹介する｡

精密健診を要するほどでない発達上の問題について､ただちに専門医療機関を受診さ

せるのでなく､身近な区で発達健診を行うことにより､保護者に心理的･物理的に負

担をかけずに適切なフォローを行っている｡

区分 價ﾙ$)�ｩ&ｲ�訓練指導 ��9yﾙ�ｩ&ｲ�集団 佰ｸﾎ｢�計 

実人員 鉄��13 鼎"�43 涛b�244 

延相談件数 田��27 蔦SR�152 ��#��431 

※平成21年度より､集団指導卒業生の会を実施｡
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(10)母子関係医療費公費負担

台東区では､母子保健上一定の疾病にり患し入院等による治療にかかる高額な医

療費に対し給付を行っている｡

ア　養育医療給付

未熟児は正常の新生児に比べて機能が未熟であり､疾病にかかりやすく､その

死亡率はきわめて高い｡医師が入院養育が必要と認めた未熟児に対し入院医療に

要する費用の給付を行う｡

イ　妊娠高血圧症候群等

妊娠により入院医療を必要とする妊娠高血圧症候群等･糖尿病･貧血･産科出

血及び心疾患に係る医療に関する給付について､各種医療保険等を適用し､その

自己負担額(入院時食事療育の標準負担額を除く)を助成する｡

ウ　自立支援医療(育成医療)給付

満1 8歳未満の方で､身体障害､心臓障害､肝臓障害､その他内臓障害のため

指定医療機関において､入院及び通院による医療費の給付を行う0

エ　療育給付

児童福祉法第2 0条の規定により､骨関節結核及びその他の結核にかかってい

る1 8歳未満の方で､指定療育機関での入院に要する費用の給付を行う｡また､

その他､療育生活に必要な日用品と学校教育を受けさせるために必要な学用品の

給付を行う｡

給付区分 ����ｸ,h,�.�.�,ﾂ�申請件数 �HｸｹWHﾈ��B�

養育医療 冕(�髓�35 涛��

妊娠高血圧症候群等 僖I��ﾘ(ﾈﾈ�8�ﾏ8ﾅ�9��1 ���

自立支援医療(育成医療) 價ﾘ將�*隕�^�ﾗ8��･���i5i�ｹ>���隲2�12 �#��

療育医療 佇ｸｦ｢鞁ﾈｭi��ｸｦ｢�0 ���

オ　小児慢性疾患(実施主体:東京都) :経由事務

小児慢性疾患にり患している満1 8歳未満の方で､認定疾患に係る医療費につ

いて､各種医療保険等適用し､その自己負担額を助成する｡

また､小児慢性疾患医療費助成の認定を受け､在宅で日常生活を営む上で支障

がある方に､必要な日常生活用具を給付する｡ (実施主体:区)
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小児慢性疾患の助成対象となる疾病等

区分 ��ﾉ����B�区分 ��ﾉ����B�

慢性心疾患 ��R�慢性血液疾患 �2�

勝原病 �2�悪性新生物(がん) 湯�

慢性腎疾患 ��2�ぜんそく ���

内分泌疾患 �#"�神経.筋疾患 澱�

糖尿病 湯�慢性消化器疾患 ���

先天性代謝異常 澱� ��
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8　女性のトータル-ルスサポート

女性は特有の身体的特徴を有することにより､生涯のライフステージごとにさまざまな健康

課題に直面する｡これらに対し､適切に自分の健康管理を主体的に行うことができるよう生涯

にわたる健康づくりを支援する｡

(1)女性のための健康相談

日　　的:女性特有の心身の問題について､女性の婦人科医および心療内科医が相談に応

じ､健康の保持･増進を図る｡

事業実績:

相談内容 ��ｩ&ｹ?｢�定員 ��ｩ&ｸ�)�B�実施回数 

婦人科 ��c)�Yvｩ?｢�4名 �#Y�ﾂ�10回 

心療内科 ��c(憺vｩ?｢�4名 �#��ﾂ�12回 

計 �� 鼎i�ﾂ�22回 

相談内容:

婦人科(重複あり)

婦人科関係 ����

産科関係 途�

内科関係 �"�

その他 售��

心療内科(重複あり)

①自律神経失調症.身体症状等 唐�

②抑うつ状態 途�

③摂食障害 �"�

④人間関係 迭�

⑤その他 �2�
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(2)子育てママの健康診断

目　　的:健康診断を受ける機会が少ない子育て中の母親を対象に､保育付きの健康診

断を行うことにより､疾病の予防･早期発見を図る｡また､保健師等による

相談･指導を行うことにより､自分自身･家族に対する健康管理の意識の向

上と良好な生活習慣の確立を図る｡

実施内容:計測(身長･体重･血圧･体脂肪率)､尿検査､骨密度測定､内科診察､保健

師･栄養士･歯科衛生士による健康のアドバイス

実施回数: 9回､ 1回2日制･定員各回30名

事業実績

申込者数 假9�h�)�B�溢��ﾈ蹴��俣育数 (延べ) 佶)�hﾈｸ悗�

異常なし 冽h轌;��要精密検査 

204 ��c��203 ��#��25 �#"�

(3)乳がん自己検診法の普及

目　　的:乳がんは､現在､日本人女性の20人に1人がかかる篠患率の高いがんであり､

唯一自分で触って発見できるがんである｡そのため､乳がんの正しい知識と自己

検診法を普及することにより､乳がんの予防と早期発見を図る｡

また､ 1 0月のピンクリボンキャンペーン(乳がん啓発キャンペーン)活動を

実施し､広く乳がんについての啓発事業を行なった｡

事業実績:

①　乳がん自己検診法講演会　女性の健康講座の機会に､積極的に乳がんの啓発を実施した

実施日 俎X蹌�対象者 伜�����ﾉ�B�会場 

10月8日 倅�HｴﾉD�����?ｹ�)>�ZｩNX､���Y�>�=h�8蹌�在住.荏勤者 ��洩ﾂ�台東保健所 

3月5日 ��I8ﾉ]ｸﾉ(��]ｸﾉ(蹌�女性の健康講座 女性健康ウイーク 参加者 �#洩ﾂ�台東保健所 

全9回 ��I8ﾉ]ｸﾉ(��子育てママの健康 ��#ikﾂ�台東保健所及び浅草 
保健師 ��i&h�9�h�"�)?ｩm｢��兢ｸﾉ)�ｩ&ｸ5ｨ985��ｲ�

全11回 ��I8ﾉ]ｸﾉ(��]ｸﾉ(蹌�家庭教育学級 受講者 �3cYkﾂ�区内小学校等 

計22回　537名
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②　乳がん自己検診法リーフレット配布

･配布枚数: 5,600枚

･配布先:乳がん･子宮がん検診の案内時､子育てママの健康診断結果説明､

乳がんキャンペーン､乳がん自己検診･女性の健康講座

③　乳がんキャンペーンの実施(乳がん月間1 0月)

･めぐりんピンクリボンエンブレム装飾(10月1日～10月31日) 13台

･めぐりんバス停でのピンクリボン､乳がん自己検診法リーフレット

ピンクリボン啓発ティッシュ配布　500名

(台東区役所･浅草駅･生涯学習センター各バス停にて10月中各3回で3回実施)

･乳がん予防啓発パネル展示

(台東区役所1階･台東保健所1階･浅草保健相談センター1階10月1日～31日

生涯学習センターアトリウム10月5日～10日)

･消費生活展出展　乳がん自己検診法リーフレット配布､乳がんモデノ凋虫診体験　250名

･区職員の名札-のピンクリボン装着協力依頼

④広報での啓発
･広報特集記事での啓発(平成21年9月20日号)

(4)女性の健康講座

目　　的:ライフサイクルの中で､女性特有の身体の変化等について正確な知識を提供するこ

とにより､その状態に応じた自己管理能力の向上と健康不安の軽減を図る｡

事業実績:講座の実施

フ~ーマ ����ｲ�講師 丶ｨﾜ8鳧ｯ｢�形式 ���｢�人数 

1 �5�6x8ﾈ5�,h�8訷,��WH*ｸﾘx*I_ｹd��区内在 住.荏勤者 �8蹌映ｹ�ｩwX����9月10日 (木) 午後 俎Xｶ��台東保健所 6階中会議室 �#"�

2 伜佩8,ﾈ*�.x+�,i�hｨ��産後 ��ｩnR姐ｸﾋB��(丑9月11日 (金)午前 俎Xｶ��(丑浅草保健相談 センター2階 宙��#"�
1年以内 �5�49o(ｼr�(参2月2日 (火)午前 刧A台東保健所 6階中会議室 ��3"�

3 傚y�ｸ,ﾈﾉ(ﾔ�4X48�ｸ4��区内在 ��ｩnR噂I�｢��3月5日 丿X顥�ｩ.��台東保健所 �#��～自分の身体に関心 偖｢阮�ｼ竟"�健康運動指導士 宙ｾ���ヨガ､ �8､ｹ�X檍ｶ8��

をもとう～ 劍ﾍ�2�ストレッチ等 滴､ｸﾉ)�h��

4 倡h�ｯｨ/�ﾇﾘ*h.倡�,x.��,ﾉ�ﾈ,i]ｸﾎﾈ�(,ﾉ�8ﾕﾈ*b�,�,(*(,B�夷浅草 小学校 ��ｩnR姐ｸﾋB��5�49o(ｼr�2月24日 (水) 午後 俎Xｶ��東浅草小学校 ��b�
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5 �i.ｸｻ8支ｧxｸ��家庭教学 ��I8ﾉ]ｸﾉ(��5月～ 俎Xｶ��区内幼稚園 小中学校 11カ所 �3cR�
健康アドバイス 从假8ﾗX�"�保健師 ���ﾈ��

6 �?ｸ*ｨ/�,ﾉuﾉf�,b���ｯｩJﾘﾊ��在住 荏勤者 �8蹌浦�>�=b��10月8日 (木) 午後 俎Xｶ��台東保健所 6階中会議室 ����

計17回　503名
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