
　市では、麻しん・風しん第２期予防接種を実
施します。今回の接種は、第１期に受けている
麻しんおよび風しんの免疫を強化するために実
施するものです。対象者には通知しますので、
接種を受ける前に、同封の「麻しん風しん予防
接種を受けるに当たっての説明」をよく読んで
から予診票を記入し、希望する指定医療機関で
接種を受けましょう。　
■対象年齢／
　　平成 27 年４月２日から平成 28 年４月１日
生まれのお子さん（来年４月に小学校に入学
する幼稚園、保育所、認定こども園などの年
長児）

■費用助成期限／
　４月１日から来年３月 31 日まで
　※期間内に接種できなかった場合、任意接種
となり、料金は全額自己負担（12,551 円程度）
となります。

　※ワクチンの不足などで、すぐに接種できない
場合がありますので、早めに受けましょう。

■費用／無料（費用助成期限内）

■ 当日の持ち物／
　①母子健康手帳
　②記入した予診票
■実施医療機関／

※実施医療機関以外で接種を希望する場合は、
　お問い合わせください。
■問い合わせ先／健康増進課☎ 21-1212

麻しん風しん（MR）ワクチン第２期予防接種のお知らせ

実施医療機関名（所在地） 電話番号

大友医院（三日町） 22-6868

小野医院（唐桑町宿浦） 32-3128

鈴木医院（長磯原ノ沢）　　　　　
※満３歳以上のみ可 27-2315

気仙沼市立病院小児科外来
（赤岩杉ノ沢） 22-7100

市立本吉病院（本吉町津谷明戸） 42-2621

歌津八番クリニック（南三陸町） 36-9511

佐藤徹内科クリニック（南三陸町） 47-1175

南三陸病院（南三陸町） 46-3646

ささはら総合診療科（登米市） 0220-21-5660

健康プラザ健康プラザ健康プラザ
Healthy plaza

　※他にも申請に必要な書類や要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 
　■申請・問い合わせ先／健康増進課 健康予防係　☎ 21-1212

がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業
　療養生活の向上と社会参加の支援を図るため、医療用ウィッグを購入
した方に購入費用の一部を助成します。
■助成内容／
　本年 4月 1日以降に購入した医療用ウィッグ購入費用の２分の 1の額
または 3万円（上限額）のうち、どちらか低い額を助成します。
助成は一人につき 1回で、全頭用ウィッグに限ります。

骨髄移植等ドナー支援事業
　骨髄または末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るため、
骨髄バンク事業のドナーに対し助成を行います。
■助成内容／
　骨髄などの提供のための通院、入院または面談の日数に１日 2万円を
助成します。ただし、1回の骨髄などの提供につき、14 万円が上限です。

健康プラザ健康プラザ健康プラザ
Healthy plaza

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。

まちの健康相談室（ぬくもり）まちの健康相談室（ぬくもり）

献血日程献血日程

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

日 場　所 受付時間

13日（火）
階上公民館 10:30 ～ 12:00
気仙沼・本吉広域防災センター 13:30 ～ 15:00
鹿折公民館 16:00 ～ 17:00

17日（土）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

日 医　　科  歯 科(9：00～12：00）
                       　 ※最終受付11:30 薬　　局

４日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）☎ 47-1175
千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360

こさか調剤薬局
（南三陸町）☎ 47-2355

11日（日）
三条小児科医院（田中前）　　　　　　
☎ 23-0088 小児科のみ　　　　　　　  
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00

みうら歯科クリニック
（長磯船原）☎ 27-4145

ホープ薬局気仙沼店　　
（田中前）☎ 25-9931

18日（日）
鈴木医院（長磯原ノ沢）
☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00

山谷歯科医院
（本吉町津谷新明戸）
☎ 42-3577

はしかみ調剤薬局
（長磯牧通）☎ 27-5939

25日（日）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

ハーモニー歯科医院
（幸町）☎ 25-8367 ―

29日（木・祝）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
☎ 23-9890・内科のみ（小児科除く）
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30

皆川歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-9611 ―

　お口の健康についての相談を電話で受
け付けます。寄せられた相談については、
３日以内に歯科医師が直接相談者にお答
えします。

■日時／４月 19 日（月）
                 午前 10 時から午後４時
■電話番号／ 022-265-1667
■問い合わせ先／
　宮城県保険医師会　☎ 022-265-1667

「イイ歯デー」
歯科健康テレホン相談

造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付事業
　造血幹細胞移植※により、すでに接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、
任意で再度の予防接種を受ける場合の費用を助成します。
　※骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植
■対象者（次の項目全ての要件をみたすこと）
　①再接種を受ける日において気仙沼市に住所を有する 20 歳未満の者
　②造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接種（結核、ロタウイルス感染症を除く）の
免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認める者

　③再接種日が令和３年４月１日以降である者
■注意事項
　・助成金額は、予防接種の種類ごとに上限額を設けています。
　・助成の対象となる予防接種は、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種に限ります。
　・再接種を受ける前に費用助成に関する手続きが必要となります。
■問い合わせ先／健康増進課 健康予防係　☎ 21-1212
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