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　結核とは、結核菌によって主
に肺に炎症が起こる病気です。結
核菌が咳やくしゃみと一緒に空気
中に飛び散り、それを周りの人が
吸い込むことによって感染します。
　
　結核は、50 年前までは、年間
死亡者数が 10 数万人におよび死
亡原因の第 1 位でした。今は医療
や生活水準の向上によって、薬を
飲めば完治できる時代となりまし
たが、今も１日に 50 人が罹

り

患
かん

し
ている「現代の病気」です。

　初期症状は風邪に似ていま
す。２週間以上痰が出たり、咳や
微熱が長引くようでしたら、医療
機関を受診しましょう。早期発見
は本人の重症化を防ぐだけでなく、
大切な家族や職場などへの感染の
拡大を防ぐためにも重要です。好
き嫌いをせずバランスのとれた食
事・適度な運動・十分な睡眠時間
が感染を防ぐために必要です。
　
　また、抵抗力の弱い高齢者や赤
ちゃんは結核に感染すると重症と
なりやすいです。65 歳以上の高
齢者は、感染症法により、年 1 回
の検診が義務付けられています。
また、赤ちゃんは、BCG 接種（遅
くとも１歳まで）による予防が有
効です。検診、予防接種を積極的
に受けましょう。

■問い合わせ先／市健康増進課
　☎ 21-1212

結核は１日で５人が
亡くなる日本の

重大な感染症です

９/24～30　
「結核予防週間」

介護予防講座参加者募集
　いつまでも元気で自分らしく生活を
送ることができるよう介護予防講座を
開催します。講座では、介護予防のた
めの運動や健康に関する講話を行いま
す。お気軽にご参加ください。

【感染防止のお願い】講座当日はあらかじめ自宅で検温を
済ませ、マスクを着用してお越しください。また、体調
がすぐれない場合は参加を自粛するようお願いします。

会場 中央公民館 すこやか

講師
南気仙沼接骨院
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対象者 おおむね 65 歳以上の方

日程

第１回： ９ 月 29 日（火）
第２回：10 月 20 日（火）
第３回：11 月 24 日（火）
第４回：12 月 15 日（火）

第１回： ９ 月 30 日（水）
第２回：10 月 28 日（水）
第３回：11 月 25 日（水）
第４回：12 月 ９ 日（水）

時間 午後２時 30 分から４時まで
（受付：午後２時から）

午後２時から３時まで
（受付：午後１時 30 分から）

申込
締切 ９月 25 日（金）まで

申込
方法

電話による受付
申込先／市健康増進課健康予防係　☎ 21-1212

定員 各会場 20 人　※定員になり次第締切
参加費 無料
準備物 動きやすい服装、フェイスタオル、飲み物

「健康ボランティア養成講座（後期）」
参加者募集

　災害時などに健康相談を行うボランティアを養成す
る講座を開催します。A 講座、B 講座ともに受講できる
方を募集します。（前期で A 講座または B 講座のいずれ
かを受講し、受講できなかった講座のみの応募も可）

■�参加資格／薬剤師、保健師、看護師、介護支援専
門員、理学療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、
被災された方の相談業務に従事された経験がある
方など
■日程／A 講座：10 月６日（火）
　　　　　　　　午前 10 時～ 90 分程度
　　　　B 講座：10 月 19 日（月）
　　　　　　　　午前 10 時～ 90 分程度
■会場／すこやか（東新城）
■内容／A 講座：被災者の健康相談　
　　　　B 講座：被災地のボランティア活動
■定員／各 30 人※定員になり次第締切
■問い合わせ・申し込み先／市健康増進課☎ 21-1212
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日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

６日（日）

村岡外科クリニック（田中前）
☎ 23-3990

鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

にこにこ堂調剤薬局
（田中前）☎ 23-3110条南整形外科（田中前）

☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

13日（日）
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
☎ 42-2621・内科
9:00 ～ 11:00、13:30 ～ 15:00

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

本吉調剤薬局
（本吉町津谷新明戸）

☎ 42-1088

20日（日）

齋藤外科クリニック（東新城）
☎ 22-7260　9:00 ～ 12:00 みうら歯科クリニック

（長磯船原）☎ 27-4145

かもめ薬局東新城店
（東新城）☎ 21-1026

9:00 ～ 12:30大友病院（三日町）
☎ 22-6868

21日（月・祝）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611

仙台調剤薬局気仙沼店
（松崎萱）

☎ 25-8456

22日（火・祝）おだか医院（田中前）
☎ 22-3210

米倉歯科クリニック（南郷）
☎ 22-9955 ー

27日（日）

森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

大谷歯科診療所（本吉町三島）
☎ 44-3131

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510佐々木小児科医院（本郷）

☎ 22-6811・小児科のみ
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30
受付けは30分前まで

休日当番医・調剤薬局休日当番医・調剤薬局 　都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関に
お問い合わせの上、受診願います。

まちの保健室まちの保健室
日 時　間 場　所 内　　容

15日(火) 10:00～15:00 イオン気仙沼店
保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

献血日程献血日程
日 場　所 受付時間

６日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

９月 10 日～９月 16 日は「自殺予防週間」です
　自死※の予防には、心の健康を保つこと
や、地域のみんなで声を掛け合うことが
大切です。心の健康を保つには、ストレ
スを溜めないようにすること、悩み事な
どは一人で抱え込まず誰かに話してみる
ことが重要です。また、地域のみんなで
日頃より声を掛け合い、孤立を防ぐこと
が、大切な命を守ることに繋がります。
　市では、「自殺予防週間」に合わせた取
り組みを行います。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
※「自殺予防週間」の名称を除き、「自殺」に代えて「自死」という言葉を使用しています。
■問い合わせ先／健康増進課健康増進係　☎ 21-1212

日　程 場　所 内　容

９／ 10（木）
～

９／ 16（水）

・ワン・テン庁舎
・すこやか
・燦さん館
・いこい

パネル展示及びパ
ンフレット・啓発
グッズの設置

・気仙沼図書館 パネル展示及びパ
ンフレット設置

９／ 15（火）
 午前 10 時～
　 11 時 30 分

イオン気仙沼店 パンフレット及び
啓発グッズの配布
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