赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

赤ちゃんが生まれたら
いよいよ、赤ちゃんとの新しい生活がスタートします。いつの時代も子どもが元気に育
つことは、ママ・パパにとって一番の願いです。お医者さんや保健師さんなど、専門の方
と一緒に子どもたちの成長を見守っていきましょう。健康診査や相談、予防接種の時期
や内容、医療機関のことなど、あらかじめ知っておくととても役立つでしょう。

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

マス・スクリーニング検査
先天的な病気を早期発見する
ために、新生児（生まれてか
ら１～４週間の赤ちゃん）全
員に対して、公費で行われる
検査のことです。

ブックスタート
子どもとおでかけする
ところを知りたい

宗像市では４か月健診時に、
絵本１冊と、おすすめ絵本の
リストなどを手渡して、親子
が絵本でふれあう時間を持つ
ことをすすめています。
☎ 0940-37-1321
（宗像ユリックス図書館）

広

告

1 健康診査・健康診断
2 健康相談
3 予防接種
4 病気やケガをしたら

1 成長を見守る「健康診査・健康診断」

新生児の健康診査
先天性代謝異常等検査

生後５～７日に、出生した医療機関などで受ける検査です。新生児の血液によるマス・
スクリーニング検査で、先天性の代謝異常などを調べます。
【 手 続 き 】申込は出生した医療機関で行います。
【 費

用 】検査料は無料ですが、赤ちゃんの血液を採取する際の費用は自己負担です。
福岡県外で出産される方も、無料で検査を受けられます。

【必要なもの】母子健康手帳（別冊）
問い合わせ先

☎ 0940-36-2366（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）

１か月健診

出産した医療機関等で赤ちゃんの成長・発達の経過とお母さんの産後の回復をチェッ
クしています。

学びの環境について
知りたい

【 費

用 】検査料は自己負担です。

子どもの健康診査
生後から３歳を迎える間に４回の健康診査があり、問診、身体測定、診察、育児・栄養
相談だけでなく、ブックスタートも行っています。
健診

内容

子育て支援を
知りたい

４か月健診

ブックスタート（絵本の読み聞かせ）、問診、身体計測、
小児科医師による診察、予防接種の説明、育児・栄養相談、
離乳食のすすめ方

７か月健診

指定された各病（医）院での個別健診

１歳６か月健診

ブラッシング指導、問診、身体計測、小児科医師による
診察、歯科健診、栄養指導、育児・健康相談、子どもの心
とことばの相談

３歳健診

尿検査、視聴覚検査、問診、身体計測、小児科医師による
診察、歯科健診、歯科相談、育児・栄養相談、子どもの心
とことばの相談

問い合わせ先
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知りたい

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）
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赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

年中健診（満４歳）
年中児（満４歳）を対象に実施し、お子さんの成長発達や生活リズムの確認、育児支援
の充実を推進します。市内の認可保育所・幼稚園・認定こども園に通うお子さんは各
園で実施される内科健診に併せて実施します。市外の保育施設に通うお子さんや未就
園のお子さんは乳幼児健診で受診できます。
（要予約）
問い合わせ先

☎ 0940-36-9098（発達支援室）

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

2 すくすく元気に「健康相談」

10 か月すくすく相談会
10 か月頃のお子さんを対象に、健康相談を月１回実施しています。身体測定や、生活
リズム・離乳食・歯科保健・歌遊びの紹介・個別相談を行っています。個別通知が届
いたら、ぜひお越しください。
問い合わせ先

子どもとおでかけする
ところを知りたい

健康相談
「栄養なんでも相談室」の詳
しい日程は、広報紙「むなか
たタウンプレス」で確認くだ
さい。

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）

栄養なんでも相談室
毎月、第４水曜日（月によって第３、５水曜日）にメイトム宗像で、管理栄養士が妊娠
中の食事、子どもの栄養に関する心配ごとについて個別にアドバイスをします。
（事前
予約必要）体重測定もできます。
「離乳食作りの見学・試食コーナー」では、離乳食の
工夫を紹介し、大人のみに試食を提供しています。事前予約は不要です。お気軽にお立
ち寄りください。
①栄養個別相談（事前予約必須）／②体重測定（予約不要）／③離乳食教室（予約不要）
毎月第４水曜日（月によって第３、５水曜日の場合あり）

学びの環境について
知りたい

問い合わせ先

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）

保健師・助産師によるミニ相談会
毎月、各地区で行われている子育てサロンに、保健師・助産師が出向いてミニ相談会
を行います。子育てなど気になることをお気軽にご相談ください。お子さまの体重測
定もできます。場所や時間は市広報紙（毎月 1 日号）でお知らせしています。
問い合わせ先

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）

3 病気から守ろう「予防接種」

定期予防接種

臓の病気で、母子感染や周囲の人と

定期予防接種は、予防接種法で定められた予防接種です。対象の期間内であれば、市内
の小児科など、市が予防接種を委託している医療機関で無料で接種できます。それぞ
れの予防接種は、接種期間や接種間隔が決められており、接種期間や接種間隔から外
れた場合、原則、公費助成の対象外となりますので、ご注意ください。
ワクチン名（予防する病気）
B 型肝炎
ヒブ（ インフルエンザ菌ｂ型に
よる細菌性髄膜炎、敗血症など）
※季節性インフルエンザの予防

内容

１歳未満の間（標準の接種時期は、２か月～９か月
未満）に３回接種します。
生後２か月～５歳未満の間に接種しますが、接種を
始める年齢（月齢）により接種回数が異なります。

の接触で感染する場合があります。

ヒブ
インフルエンザ菌ｂ型（ヘモフィ
ルス・インフルエンザ b 型 :Hib）
感染症の予防に効果があります。

小児用肺炎球菌
小児の細菌性髄膜炎の起因菌の約
３割を占める肺炎球菌による細菌
性髄膜炎などの発症と重症化を防
ぐための予防接種です。

接種ではありません

小児用肺炎球菌（肺炎球菌に
よる細菌性髄膜炎、菌血症など）

BCG（結核）
四種混合（百日せき・ジフテリ
ア・破傷風・ポリオ）

MR〔麻しん（はしか）
風しん（３日はしか）混合〕

生後２か月～５歳未満の間に接種しますが、接種を
始める年齢（月齢）により接種回数が異なります。

BCG
結核菌による感染を予防するため

１歳未満の間（標準の接種時期は、５か月～８か月
未満）に接種します。

に行われます。

生後３か月～７歳半未満の間に４回接種します。

四種混合（DPT-IPV）ワクチンは

１歳の時に１回目、小学校に入学する前年度（いわ
ゆる幼稚園・保育所の最年長クラス児）に２回目を
接種します。

四種混合
平成 24 年 11 月に定期接種に導入
されました。

麻しん

水痘（みずぼうそう）

１歳～３歳未満の間に２回接種します。

はしか（麻しん）は感染力が極め

日本脳炎

生後６か月～７歳半未満の間に３回、９歳～ 13 歳
未満の間に１回接種します。

て強く、重症化する場合もありま

二種混合（ジフテリア・破傷風） 11 歳～ 13 歳未満の間に１回接種します。
ヒトパピローマウイルス
（子宮頸がん予防）

女子が対象で、小学 6 年生から高校 1 年生の間に、
3 回接種します。

※接種予定の予防接種については、冊子「予防接種と子どもの健康」の説明を読みましょう。
※子宮頸がんは、現在、積極的な勧奨は差し控えとなっています。

問い合わせ先

す。はしかの治療法はなく、予防
接種が最大の予防方法です。

風しん
年長児や大人の場合は、重症にな
ることがあります。妊娠初期にか
かると先天性風疹症候群が発生す
ることがあります。

※定期予防接種に関する情報は、令和元年 12 月１日現在のものです。

水痘（みずぼうそう）

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）

病原性を弱めた「みずぼうそう」の

子育て支援を
知りたい

ウイルスを用いた生ワクチンです。

任意予防接種
任意予防接種は、予防接種法に定められていない予防接種です。接種するか・しない
かの判断は、接種対象者の保護者の希望と医師の判断で接種します。おたふくかぜワ
クチン、ロタワクチンなどがあります。市ではおたふくかぜワクチン予防接種のみ費
用を一部助成しています。市内の小児科など、市が予防接種を委託している医療機関
で接種できます。
ワクチン名（予防する病気）
おたふくかぜ

問い合わせ先

内容

１歳～５歳未満の人を対象に接種費用のうち、
１回のみ 3,000 円を公費助成します。

※任意予防接種に関する情報は、令和元年 12 月１日現在のものです。
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B 型肝炎
B 型肝炎ウィルスの感染による肝

日本脳炎
西日本を中心に流行する病気で、
ウイルスに感染した豚から、蚊に
よってウイルスが運ばれ、夏から
秋にかけて流行します。

おたふくかぜ
毒性を弱めたムンプスウイルスの
生ワクチンの接種を実施すること
により、ムンプスウイルスに対す
る抗体を作ることができます。

☎ 0940-36-1365（子ども家庭課）
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赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

4 急な場合に備えて「病気やケガをしたら」

小児科医（病）院
医療機関名

住所

医療機関名

電話番号

あさひ小児科クリニック 光岡 5-1

0940-34-8555

一木こどもクリニック 東郷 5-14-37

0940-36-0880

大島診療所

大島 1628-13

0940-72-2004

片山医院

稲元 1035-6

0940-32-3269

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

鴨川内科循環器科医院 陵厳寺 1-12-8

0940-32-2426

共立医院

0940-36-4584

田熊 4-5-11

コラム
住所

むなかた内科・呼吸
徳重 1-10-20
器内科クリニック

電話番号
0940-32-1110

（ダイヤル回線・携帯も可）

子どもとおでかけする
ところを知りたい

福岡地域センター
北九州地域センター

092-661-0771
093-662-6700

症状

湊診療所

神湊 937-1

1 何となく元気がない 2 いつも以上にひっついてくる

1 熱があるかどうか 2 風邪の症状があるか

宮原小児科医院

自由ヶ丘西町 2-5 0940-33-5120

0940-62-3050

3 よく泣く 4 顔色が悪い 5 嘔吐 6 腹痛

3 便の状態 4 お腹が張っていないか 5 呼吸が正常か

米倉医院

原町 151-1

などの症状や態度を示します。

などを確認します。

0940-36-2056

対策や注意

短縮番号

受付時間

（ブッシュ回線対応・携帯も可）

（平日）19：00 ～翌朝 7：00
（土曜）12：00 ～翌朝 7：00
（日祝）7：00 ～翌朝 7：00

#8000

福岡県救急医療電話相談（電話でアドバイスを受けることができる窓口です）
電話番号

#7119

休日・夜間の診療一覧
連絡先

診療時間

学びの環境について
知りたい

宗像地区急患センター
（内科・小児科）

田熊 5-5-5
0940-36-1199

《平日》19：30 ～翌朝 6：00 《土》18：00 ～翌朝 9：00
《日・祝日》9：00 ～翌朝 6：00（※翌日が休日の場合は翌朝 9：00 まで）
※お盆・年末年始は広報紙（むなかたタウンプレス）にてご確認下さい。

休日外科当番医
（外科）

宗像地区消防本部
0940-36-2425

《日・祝日》9：00 ～ 17：00 ※日・祝日の外科は当番医制です。市広報紙「む
なかたタウンプレス」毎月 15 日号で翌月の当番医をお知らせしています。

田熊 5-5-2
0940-34-8080

《日・祝日》
《お盆》８月13 日～８月15 日
《年末年始》12 月30日～１月３日 【受付時間】9：00 ～ 13：30

宗像地区歯科
休日急患センター（歯科）

救急告示病院
子育て支援を
知りたい

医療機関名

住所

電話番号

診療科目

宗像医師会病院

田熊 5-5-3

0940-37-1188

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・
外科・放射線科・リウマチ科・腎臓内科

蜂須賀病院

野坂 2650

0940-36-3636

脳神経外科・整形外科

宗像水光会総合病院

福津市日蒔野 5-7-1

0940-34-3111

外科・心臓血管外科・脳神経外科・整形外科・
呼吸器科・循環器科・内科・消化器内科

※診療科目によっては、受診できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
※宗像医師会病院については、救急車での搬入以外は開業医の紹介状が必要です。

福岡県救急医療情報センター
☎ 092-471-0099

24 時間体制で、診療可能な医療機関を紹介しています。
宗像地区急患センター等の診療科目以外で、受診を希望される場合などにご利用ください。
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症状が軽いものでも慎重に判断するようにしてください。痛みが強くな
るようであれば急ぎ対応が必要です。また、心理的な問題からも痛みが引
き起こされることがあります。身体的・心理的両面から観察し、対応する
ようにしましょう。
けいれん

痙攣をした

咳が出た

症状

症状
1 熱があるかどうか 2 咳の持続期間はどうか
3 呼吸状態

などを確認します。

呼吸困難があるときや、眠れないときには急いで病院へ連れて行ってく
ださい。肺炎、喘息発作、細気管支炎、気管支異物のあるときにはこのよ
うな状態になることがあります。痰（たん）が確認できる場合には、痰を
軟らかくして、出しやすくするために加湿してください。咳で痰をうまく
出せない子どもには、咳をしているとき背中をさすったり軽くたたいて
補助してあげるとよいでしょう。

吐いた
症状
1 熱があるかどうか 2 便の状態はどうか

1

けいれんが何分続いているか（３分以上続いている

場合、救急車を呼ぶ準備をします。）
2

どのようなけいれんか（全身けいれんなのか、左だ

けのけいれんなのか、顔だけなのかなど）観察するこ
とが診断の重要な情報になります。
対策や注意
けいれん中に舌を噛むのを防ぐために無理して口に何かを入れるのはや
めてください。嘔吐を誘発して、吐いたものが気管に入る危険があるため
です。けいれんが止まった後は、病院へ連れて行くまで呼吸状態、顔色、
手足がきちんと動いているかどうか観察してください。意識状態も重要
な情報です。

下痢をした

3 お腹が痛いかどうか 4 おなかを見て大きくなっているかどうか

症状

5 頭が痛いかどうか 6 耳が痛いかどうか

1 水のような下痢、血便かどうか 2 激しい嘔吐を伴うか

などを確認します。

3 水分がとれているか

対策や注意

上記の宗像地区急患センターと市内医療機関の運営時間外に急患が発生した場合には、下記の「救急告示病院」へご相談く
ださい。24 時間対応の病院です。

問い合わせ先

対策や注意

体を触って熱があると感じたときには体温計で測り、37 度～ 37 度５分
ほどのときは注意してみておきましょう。37 度５分以上の場合は熱が上
がる可能性が高いため、早めにかかりつけ医などの診断を仰ぎましょう。
また、起床時、午前、午後、夜それぞれの時間帯での平熱を測っておき、
発熱を判断できるようにしておきましょう。

対策や注意

24 時間 365 日電話可

医療機関名

お腹が痛い

症状

子どもの急な病気（発熱、下痢、嘔吐、けいれん、ひきつけ等）で、夜間に病院にかかったほうがいいかどうか迷ったときに
ご利用ください。看護師または必要に応じて小児科医からのアドバイスを受けることができます。
地域

熱が出た

ひぐちこどもクリニック くりえいと 2-3-48 0940-35-7600

福岡県小児救急医療電話相談

専用電話番号

病気・ケガのための対応マニュアル

嘔吐以外の症状がはっきりしている場合には、病院を受診してください。
嘔吐以外の症状が軽いか、無い場合には様子を見ましょう。ポイントは繰
り返し吐くかどうかです。繰り返し吐く場合は病院に連れていきましょ
う。吐いた後は、30 分ぐらい時間をあけ「お茶」や「イオン飲料水」を少
し与えてください。それでも吐くかどうか観察します。その後、吐かなけ
れば飲み物を少しずつ増やして与えます。

誤飲した
症状

誤飲時の処置は、気付いた時点で舌の奥を下の方へ押
し、液状異物の場合は水や牛乳を（10～15ml 位 / 体重）
を飲ませてすぐに吐かせるのが原則です。
※ただし、①意識障害がある ②けいれんを起こしている ③揮発性の灯
油、ガソリン、ベンジン、マニキュア除光液などの誤飲 ④強酸、強アルカ
リ（漂白剤やトイレ用洗剤など）の誤飲 ⑤血を吐いた ⑥とがったものの
誤飲など吐かせてはいけない場合もあります。

などを確認します。

対策や注意
一時的な軽いものか、治療が必要そうなものか、注意して見るようにして、
改善が見られなければ受診してください。下痢の原因として多いのが胃
腸炎です。特にウイルス性が多く考えられますが、細菌性の場合もありま
す。下痢が続くと脱水症状を引き起こすこともあるため、十分な水分補給
を心がけましょう。

乳幼児突然死症候群（SIDS）
の予防のために
乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death Syndrome）
は、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、眠っ
ている間に突然死亡してしまう病気です。SIDS の原因はまだわ
かっていませんが、男児、早産児、低出生体重児、冬季、早朝から
午前中に多いことや、うつぶせ寝や家族の喫煙、人工栄養児で多
いことがわかっています。

予防のポイント
①うつぶせ寝は避けましょう。②たばこはやめましょう。
③できるだけ母乳で育てましょう。
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