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『健康診査』はもうお済みですか
　本年度の生活習慣病に関する健康診査などをまだ受診していない方
を対象に、健康診査を実施します。健康診査を受けていない方は、ぜ
ひ受診して健康管理に役立てましょう。

■託児サービス／ 10 月 17 日（土）　受付／９：00 ～ 10：00　対象年齢／２か月から未就学児
　※ご利用には事前予約と５日前までの申込書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
■ご注意ください
　・受診票がない方でも受診できます。健診会場にてお申し出ください。
　・�健診会場では、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診、前立腺がん検診、大腸がん検診（採
便した容器の提出のみ）を実施します。

　・結核、肺がん検診は「すこやか」会場でのみ実施します。
　・�大腸がん検診の新規申し込みは終了しており、上記の日時に加え、10 月 16 日（金）�16：00
から 18：00 の受付時間で「すこやか」の会場でも回収します。

　※対象となる方や料金など詳しくは、お問い合わせください。
■受診される皆さまへお願い
　●マスクを必ず着用してください。　●当日の朝に検温を済ませてください。
　●受診票はもれなく記入し持参してください。
　●新型コロナウイルス感染症により、重症化しやすいと考えられる方は受診を控えてください。
　●�３密（密閉・密集・密接）を回避するため、会場内の入場人数を制限します。番号札を受け取り後、
車などで待機をお願いする場合があります。

■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

■対象となる方・料金など
健康診査名 対象となる方 自己負担額

生
活
習
慣
病
の
健
診

一般
健康診査

20 歳以上 40 歳未満の方
（昭和 56 年４月１日～平成 13 年４月１日生まれの方） 1,000 円

特定
健康診査

40歳以上75歳未満の方で健診受診日に市の国民健康保険に加入している方
（昭和 56 年３月 31 日以前生まれの方で、健診受診日現在の年齢が 75
歳未満の方）

市民税課税世帯：
1,000 円

非課税世帯：無料

後期高齢者
健康診査

後期高齢者医療制度に加入している方
①健診受診日現在の年齢が、75 歳以上の方
② �65歳～ 74歳の方で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している方

無料

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。

■日時・受付時間・場所／
実 施 日 受付時間 対象地区 場　　　所

10 月 16 日（金） 午前のみ
� 9：00 ～ � 9：30 小原木 唐桑保健福祉センター「燦さん館」

（スリッパと外靴を入れる袋を持参し
てください）

� 9：30 ～ 10：30 中井
10：30 ～ 11：30 唐桑

10 月 17 日（土）
午前

� 9：00 ～ 10：15 大島

市民健康管理センター
「すこやか」（東新城）

10：15 ～ 11：30 鹿折

午後
13：30 ～ 14：00 面瀬
14：00 ～ 14：30 新月

10 月 18 日（日）
午前

� 9：00 ～ 10：15 階上
10：15 ～ 11：30 松岩

午後 13：30 ～ 14：30 気仙沼地区

10 月 19 日（月） 午前のみ
� 9：00 ～ 10：00 大谷

本吉保健福祉センター「いこい」
（外靴を入れる袋を持参してください）10：00 ～ 10：30 小泉

10：30 ～ 11：30 津谷
※�会場での密集・密接を避けるため、指定された日時の受診にご協力ください。都合が悪い場合は別の日時に受診できます。

受診すると
「気仙沼クルーカード」に

500 円分の
ポイントが付きます。

■持参する物／受診票、尿容器、健康保険証
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高齢者の方を対象にインフルエンザ予防接種を実施します高齢者の方を対象にインフルエンザ予防接種を実施します
接種希望の方は、早めに接種しましょう接種希望の方は、早めに接種しましょう

季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い
　国では、原則として、上記の対象となる方でインフルエンザ予防接種を希望される方は、10
月１日からお早めの接種を呼びかけております。それ以外の方は、10 月 26 日以降の接種にご
理解とご協力をお願いします。

高齢者インフルエンザワクチン予防接種費用助成制度

　市では、満 65 歳以上の方などの定期接種対象者
に予防接種費用の一部を助成します。接種を希望す
る方は、指定実施医療機関にお申し込みください。
■�対象となる方／本市に住所をお持ちの方で、以下
のどちらかの条件を満たす方
　①接種日に満 65 歳以上の方
　②�接種日に満 60 歳以上 65 歳未満で、心臓やじん
臓、呼吸器などに重い病気のある方

■助成期間／ 10 月１日から来年１月 31 日まで　
■助成回数／１回
■接種料金／自己負担金 2,000 円（税込）
　※対象となる方で、生活保護世帯の方は無料です。
■�予診票／医療機関に備え付けの予防接種説明書を
よく読み、必要性や副反応についてよく理解した
うえで記入してください。
■持ちもの／健康保険証など身分を証明するもの
■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

あいざわクリニック（東新城）
猪苗代医院（三日町）
猪苗代病院（南町）
うちクリニック（東新城）
大里胃腸科内科婦人科医院（南郷）
大島医院（高井）
大友医院（三日町）
おだか医院（田中前）
小野医院（唐桑町宿浦）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
葛内科胃腸科医院（田中前）
気仙沼市立病院（赤岩杉ノ沢）　
気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
小松クリニック（東八幡前）
こまつ内科医院（田谷）
齋藤外科クリニック（東新城）
佐々木小児科医院（本郷）
三条小児科医院（田中前）
条南整形外科（田中前）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
中原クリニック（田谷）
南気仙沼内科医院（内の脇）
村岡外科クリニック（田中前）
もとよしクリニック（本吉町津谷長根）
森産婦人科医院（入沢）
森田医院（八日町）

指定実施医療機関名（市内のみ掲載）

●�医療機関によっては、接種開始時期が異なり
ますので、ご注意ください。
●�予約が必要な場合や医療機関への定期受診な
どの有無により接種できない場合があります
ので、事前に医療機関へ確認のうえ、お申し
込みください。
●�上記以外の医療機関で接種を希望する場合は、
事前にお問い合わせください。

　市立病院でのインフルエンザ予防接種は、現在治療中の再来患者の方を対象に実施します。
予防接種のみの受診はできませんので、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
■接種期間／ 10 月１日から受付開始
　※高齢者インフルエンザワクチン予防接種費用助成制度の対象は来年１月 29 日（金）まで。
　※ワクチン製剤の在庫状況により終了します。
■�受付手順／診察の再来受付後、各ブロック受付に「インフルエンザ予防接種希望」をお申
し出ください。検温、予診票記入、診察の後に接種となりますが、発熱のある方などは接
種できないことがあります。

■接種料金／１回につき 4,400 円（１歳から 12 歳までの小児は２回目 3,100 円）
　※高齢者インフルエンザワクチン予防接種費用助成制度の対象の方は 2,000 円
■問い合わせ先／市立病院�医事課　☎�22-7100　内線 5221・5239

市立病院からのお知らせ市立病院からのお知らせ ～インフルエンザ予防接種～ ～インフルエンザ予防接種～
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10月10月はは

「乳がん月間」「乳がん月間」です  です  
～早期発見のポイントは、

定期的な検診と
セルフチェック～

■ 30歳代から急増
　�　日本では年々、乳がんにかかる
人が増加しています。30 歳代から
増えはじめ、30 歳から 64 歳では
死亡原因のトップとなっています。

■早期発見が重要
　�　乳がんは、早期の段階で見つけ
て治療すれば、より
高い確率で完全に治
すことができます。
定期的な検診と月１
回のセルフチェック
で、乳がんを早期に
発見しましょう。

セルフチェックのポイント

check1� �左右の乳房の大きさや形に違いはありませんか？
� �　鏡の前に立ち、左右の乳房の大きさや形
に違いがないか、乳房に「えくぼ」のよう
なくぼみ、乳首のひきつれやただれがない
かよく見ましょう。手を上げた状態でも同
じようにチェックします。

check2	 	乳房にしこりはありませんか？
� �　あお向けに寝た状態で片手を上げ、乳房
にしこりがないか調べます。乳房を指の腹
で押さえるようにして触り、大きな「の」
の字を描くようにまんべんなく行います。

check3	 	乳房から血液や膿が出たり、わきの下のリ
ンパが腫れたりしていませんか？
� �　乳頭をつまんでみて、乳首から血液や膿
のようなものが出ないかを調べます。最後
にわきの下のリンパ腺が腫れていないかど
うかも、触って確かめます。

ロタウイルス感染症予防接種が 10 月１日から定期化します
　10 月１日から定期の予防接種となり、対象年齢の間は、無料で受けることができるようになり
ました（ただし、令和２年８月１日以降に生まれたお子さんに限ります）。
　また、任意接種として初回の接種を９月 30 日以前に受けた場合でも、残りの回数分を 10 月１
日以降に接種する場合は、定期の予防接種として受けることができます。

◆�初回の接種は、「腸
ちょう

重
じゅう

積
せき

症（※）」の起こりにくい時期を考慮して、生後 15週未満までに済ま
せることが望ましいとされています。また、２種類のワクチンの互換性に関する安全性や有効
性などについては確認されていませんので、いずれか一方のワクチンを接種してください。

※�腸重積症とは、腸の一部が隣接する腸管にはまり込む病気で、「突然激しく泣く」「嘔吐を繰り返す」「便に血が混ざる」
などの症状があらわれ、速やかな治療が必要です。ワクチンの接種にかかわらず、３カ月～２歳くらいまでのお子さん
がかかりやすい病気です。特にワクチン接種後（特に初回）１～２週間の間は、かかりやすくなると報告されています。

■問い合わせ先／市健康増進課�　☎ 21-1212

■ロタウイルスに感染すると
　胃腸炎を引き起こし、急激
な嘔吐と水様性の下痢を頻回
に排泄し、発熱が３割～５割
程度みられます。

■ワクチンの種類と対象年齢など

種　　類
ロタウイルスワクチン１価
（経口弱毒生ヒトロタウイ
ルスワクチン）

ロタウイルスワクチン５価
（五価経口弱毒生ロタウイ
ルスワクチン）

対象年齢 生後６週～ 24 週まで 生後６週～ 32 週まで
回　　数 ２回 ３回
間　　隔 27 日以上

■指定医療機関（予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へ確認のうえ、お申し込みください）
気仙沼市立病院 気仙沼市立本吉病院 佐々木小児科医院
三条小児科医院 小野医院 南三陸病院（南三陸町）
歌津八番クリニック（南三陸町） 佐藤徹内科クリニック（南三陸町）ささはら総合診療科（登米市）
�※上記以外の医療機関を希望する場合はお問い合わせください。
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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

４日（日）

葛内科胃腸科医院（田中前）
☎ 22-6750・小学生以上　内科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00
受付けは 30 分前まで 猪苗代歯科医院（松川前）

☎ 22-7184
こさか調剤薬局（南三陸町）
☎ 47-2355

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

11日（日）
鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167

はしかみ調剤薬局
（長磯牧通）
☎ 27-5939

18日（日）

こまつ内科医院（田谷）
☎ 29-6482・高校生以上
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00
受付けは 30 分前まで

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

共創未来気仙沼中央薬局
（田谷）
☎ 28-9061

25日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235

にこにこ堂調剤薬局
（田中前）☎ 23-3110

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(木) 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

４日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

16日（金）気仙沼保健福祉事務所
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

気仙沼市感染症クリニックの診療について気仙沼市感染症クリニックの診療について
　発熱、息苦しさ、強いだるさ（倦怠感）など
の症状により受診を希望する方へ応急的な診療
を行います。
■�診療日／毎週水・金曜日の午後４時から５時
までの完全予約制（祝日は除く）
■�予約受付時間／診療日の午前９時から午後２
時まで

■予約受付電話番号／ 080-4143-3849
　※ �10 月 21 日（水）は診療時間および予約時

間を変更します
　・診療時間：午後１時から２時まで
　・�予約受付時間：午前９時から11時 30分まで
　感染の状況によって変更することがあります。
■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
例年開催していた「歯の健康のつどい」と「健
康フェスティバル」に替えて、健康づくりに
関するパネル展示を行います。
　この機会に健康づくりについて一緒に学ん
でみませんか。
■内容／
　・�第３期けせんぬま健康プラン 21 改訂版
に基づいた、栄養、運動、こころ、生活

習慣病など、健康づくりに関する展示
　・�市内小学校児童から応募があった「よい
歯の標語コンクール」作品展示

　・�80 歳で 20 本以上の健康な歯を保った方
を表彰する「8020 よい歯のコンクール」
受賞者の紹介

期　間 場　所

10/19（月）～ 10/30（金） 市ワン・テン庁舎

11/ ２（月）～ 11/13（金） すこやか

■問い合わせ先／
　市健康増進課�健康増進係　☎ 21-1212

健康づくり健康づくり
パネル展示を行いますパネル展示を行います
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