
　■問い合わせ先／市健康増進課☎21-1212・唐桑総合支所 保健福祉課 ☎32-4811・本吉総合支所 保健福祉課 ☎25-7645

乳幼児健康診査と教室・相談
　乳幼児健康診査は、市民健康管理セン
ター「すこやか」、本吉保健福祉センター
「いこい」のどちらの会場でも受けられま
す。居住地域の会場で受けることができな
い場合は、健診日の１週間前までに居住
地域の担当係までご連絡ください。来月の
予定は市ホームページをご覧ください。

休日当番医情報
　変更になる場合もありますので、あらかじめお問い
合わせの上、受診願います。診療時間 9:00~17:00
※歯科診療時間9:00~12:00、14：00～17：00（最終受付16：30）

葛内科胃腸科医院（田中前）    22-6750
※小学生以上
条南歯科医院（田中前）　　    23-5570
小野医院（唐桑町宿浦）　　    32-3128
※内科・小児科　9:00~12:00、14:00~17:00
三浦齒科医院（本吉町津谷明戸）　42-2418
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）　42-2621
※9:00~15:00
村岡外科クリニック（田中前）23-3990
熊谷歯科医院（八日町）　　    23-2211
おだか医院（田中前） 　        　22-3210
小野寺医院（赤岩五駄鱈）　    23-9890
※内科のみ(小児科除く) 9:00~12:00、14:00~17:00
小松歯科医院（東八幡前）         23-5571
条南整形外科（田中前）　　    29-6711
三条小児科医院（田中前）    　23-0088
※9:00~12:00、14:00~17:00
ファミリー歯科医院（田中前）   24-2822
熊谷歯科医院（八日町）　　    23-2211
小松クリニック（東八幡前）    21-5770
※精神科・内科(中学生以上)  9:00~17:00　
うちクリニック（東新城）    　23-0087
※9:00~12:00、14:00~17:00
小松歯科医院（東八幡前）         23-5571

日　程　 電話番号　　病院名（所在地）　

 ３日（日）

　
　　
10日（日）

17日（日）

　
23日（土・祝）

　
24日（日）

30日（土）

31日（日）

※営業時間は、各薬局にお問い合わせください。

電話番号

休日営業薬局情報
日　程 薬局名（所在地）　

23-3110
31-1511
21-2227
25-1381
24-2252
25-7956

17日（日）

24日（日）

31日（日）

にこにこ堂調剤薬局（田中前）
オルセー薬局（本吉町津谷新明戸）
条南マリン薬局（田中前）
田谷薬局（田中前）
ししおり調剤薬局（東八幡前）
新城調剤薬局（東新城）

市民健康管理センター「すこやか」会場市民健康管理センター「すこやか」会場（☎21-1212）

子育て相談

※「すこやか」での１歳６か月児健診・２歳６か月児健診・
３歳児健診の対象の方には、事前に通知を郵送していま
すので、日程をご確認ください。

４か 月 児
健康診査

平成29年８月1日
から14日生まれ

平成29年８月15日
から31日生まれ

就学前のお子さん
と保護者

妊婦とその家族
（定員15組）

７日（木）（12:15~12:30受付）

８日（金）（12:15~12:30受付）

名　称 日　程 対象

20 日（水）（9:30~10:30受付）

子育て相談 就学前のお子さん
と保護者15 日（金）（9:30~10:00受付）

献血日程

パパママ教室
(妊婦歯科健康診査）

９日（土）   （13:10~13:25受付）

本吉保健福祉センター「いこい」会場本吉保健福祉センター「いこい」会場 　（☎25-7645）

相談・教室
○こころの相談 
　14日（木）13:30~17:00 　県気仙沼保健所
　※ 要予約／１週間前までに市健康増進課へお申し込みください。

○まちの保健室
　15日（金）10:00~15:00 　イオン気仙沼店

○断酒会
　18日（月）14:00~15:30　本吉保健福祉センター「いこい」
　（問い合わせ先：ＮＰＯ法人宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870）

日　程 場　所受付時間

24日（日）        10:00～11:45   13:00～16:00    イオン気仙沼店

名　称 日　程 対象

※「いこい」での１歳６か月児健診の対象の方には、事前に
　通知を郵送しますので、日程をご確認ください。

年末年始（12月29日（金）から1月3日（水））
までの当番医などは「広報けせんぬま12月
15日号」に掲載します。
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健康プラザ
Ｈealthy plaza

にご注意ください！

●感染の原因と予防方法／

●実施期間／来年３月 16 日まで
●実施場所／指定医療機関
●対象となる方／ 20 歳以上の女性
●内容／問診、内診、細胞診（子宮頸部）
※医師が必要と認めた場合は子宮体部がん検診
があります（別料金）

●自己負担金／
　20歳から69歳まで：2,100円　70歳以上：735円
●その他／検診車での検診は申し込みが終了してい
ます。すでに申し込まれた方には検診前に受診票を
配付します。なお、検診車での検診は１～２月に実
施予定です。   ※本吉地域は４月に終了しています。

～冬でも食中毒は発生します～感染性胃腸炎
　食中毒は夏だけではなく、冬には「ノロウイルス」、「ロタウイルス」などを原因とする感染性
胃腸炎が発生します。主な症状は、腹痛・おう吐・下痢・発熱で、抵抗力の弱い方が感染すると
重症化することもあります。「ノロウイルス」にはワクチンがなく対症療法に限られるので、予防
対策を徹底しましょう。

ロタウイルス胃腸炎の特徴

・主に乳幼児に多く発症します。
・症状の持続期間は 1週間程度です。
・重症化すると、まれに脳炎や脳症を
起こします。

ノロウイルス胃腸炎の特徴

・年齢に関係なく発症します。
・症状の持続期間は１～２日程度です。

感染者の便やおう吐物に触れる

ウイルスのついた手で調理さ
れた食べ物を食べる

ウイルスを蓄積した二枚貝など
を加熱不十分な状態で食べる

主な感染原因 予防方法

こまめに手を洗いましょう
アルコール消毒はノロウイルスに効果がない
ため、流水による手洗いが重要です。

特に二枚貝はしっかり加熱しましょう。加熱できないもの
は流水でよく洗いましょう。

十分に加熱しましょう

●感染者の便やおう吐物を処理する場合は／

を受診しましょう子宮がん検診

●問い合わせ先／
・市健康増進課　　　　　  ☎ 21-1212
・唐桑総合支所保健福祉課  ☎ 32-4811
・本吉総合支所保健福祉課  ☎ 25-7645

　マスクや手袋などを着用し、ウイルスが飛び散らないよ
うに拭き取り、次亜塩素酸ナトリウムで殺菌し、水拭きし
ましょう。また処理の際は十分に換気を行いましょう。

■指定医療機関／
医療機関名　　　　　　　　　　　　受付時間　　　　　　　　　　　　注意事項

遠藤産婦人科医院（本郷）
☎ 22-6828

月～金：午前９時～正午、午後２時～５時
　　土：午前９時～正午

金曜日のみ：正午～12時30分（総合受付にて）
検診は午後１時から（外来診療終了後）
※検診は来年１月12日から再開します。
※緊急手術などで中止となる場合があります。

森産婦人科医院（入沢）
☎ 22-6808

気仙沼市立病院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-7100

月～金：午前９時～11時30分、午後２時～４時30分
             土：午前９時～11時30分

電話予約が必要です。

集団検診の場合のみ電話予約
が必要です。
平日の午後４時～５時の間に産
婦人科外来に電話予約してくだ
さい（12月1日から予約可能）。

※検診を受診する際は、必ず受診票をお持ちください。

●問い合わせ先／市健康増進課  ☎ 21-1212
○こころの相談 
　14日（木）13:30~17:00 　県気仙沼保健所
　※ 要予約／１週間前までに市健康増進課へお申し込みください。
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