
24 ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.６.１ 25

 

母子保健
　母子健康手帳の持参を。場所は弘前市保健センター（各
指定医療機関での個別健診を除く）で、料金は無料です。
なお、発熱など体調不良の場合は、次回に受診してくだ
さい。★は対象者に健康診査票を送付します。

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

定期予防接種

【麻しん風しん混合・３種混合・２
種混合・ＢＣＧ・日本脳炎・不活化
ポリオ・４種混合・ヒブ・小児肺炎
球菌】
　通年接種です。接種年齢から外れ
ると有料になりますので、ご注意く
ださい。
　接種を受ける際は、あらかじめ指
定医療機関に確認の上、母子健康手
帳と予診票を持参してください。な
お、対象者で予診票を持っていない
人には弘前市保健センターで配布し
ています。
【子宮頚がん予防ワクチンの接種に
ついて】
　子宮頚がん予防ワクチンの接種に
ついては、現在積極的に勧めていま
せんが、希望する場合は接種するこ
とができます。接種に当たっては、
有効性とリスクを理解した上で接種
してください。最新の情報は市ホー
ムページでご確認ください。

　本人や家族の心の悩みについて、
保健師が面接して相談に応じていま
す（無料）。希望する人は事前に電
話で申し込んでください。
▽６月・７月の相談日
６月＝９日・23日
７月＝７日
※時間は午前９時～午後３時。
▽ところ　弘前市保健センター
▽対象　市民
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
▽予約先　弘前市保健センター
※「こころの病気」の治療をしてい
ない人を優先します。現在治療して
いる人は、まず主治医に相談を。

こころの健康相談
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師
会
健
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セ
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ー

通年（６月15日～平成27
年３月 13日）
※女性限定日はお問い合わせ
ください。

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

弘前市医師会健診セン
ター検診課（☎フリー
ダイヤル 0120・050・
489、平日…午前 9 時
～午後４時〈正午～午
後１時を除く〉）へ。

胃・肺・大腸がん検診（50
歳以上は前立腺がん検診も
受診可〈別途500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

複
合
健
診

ヒ
ロ
ロ

６月21日～ 12月６日の
毎月第１・３土曜日

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※定員になり次第締切。

受診希望日の１週間前
までに、健康づくり推
進課（弘前市保健セン
ター内、土・日曜日、
祝日を除く午前８時半
～午後５時）へ。
※複合健診は、申込人数
が 10人に達しない場合、
受診日の変更をお願いす
ることがあります。

特定健診・後期高齢者健診
（無料）／胃・肺・大腸が
ん検診（50歳以上は前立
腺がん検診も受診可〈別途
500円〉）

1,900 円（市の国保加入
者は950円、70歳以上の
人は無料） 

女
性
の
健
康
診
査

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

６月 18 日・26 日、７月
２日・16日
※６月 26 日、７月 16 日は
託児あり（乳幼児10人まで）。
６月18日・26日、７月２日・
16 日は女性限定。次月以降
の日程はお問い合わせくださ
い。

18 歳～ 39 歳の主婦や自
営業の女性（職場で受診で
きる人、妊娠中やその疑い
のある人などを除く）
※定員になり次第締切。

血液検査、尿検査、内科診
察、骨密度検査など 800円

医療機関での検診

胃・大腸・前立腺・子宮・乳がん検診、骨密度検診、結核検診は、
医療機関でも受診できます。直接、「市の検診」と伝えて問い合わ
せを。詳細は「健康と福祉ごよみ」で確認するか、健康づくり推
進課へお問い合わせください。なお、乳がん検診は、国の指針に
基づき対象年齢を見直しし、対象は40歳以上の人です。

名　称 と　き 対象・定員 申込先内　容

乳
幼
児
の
健
康
診
査

４か月児★
７か月児★ 各指定医療機関での個別健診

１歳６か月児 ６月18日・19日／
受付＝午後０時半～１時半 平成24年 12月生まれ

３歳児 ６月４日・５日／
受付＝午後０時半～１時半 平成22年 11月生まれ

１歳児歯科 ６月11日・12日／
受付＝午後０時半～１時 平成25年６月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成23年 12月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

６月 27 日（金）、午後１時
～２時半／受付＝正午～午
後０時50分

平成 26年１月生まれ ６月４日～
26 日に、弘
前市保健セン
ターへ。離乳食講話・グループレッスン／ミニ講話（親子のふれあい、

はじめての歯みがき）／身長・体重測定／育児相談
※歯の相談希望者で歯ブラシを持っている場合は持参を。

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

Health　Information

「基本チェックリスト」の実施と
「いきいきシニア健康教室」のご案内
▽問い合わせ先　介護福祉課地域支援係（☎40・7072）

基本チェックリスト実施の流れ

基本チェックリストが送付
されます
送付予定日
１月生まれ…６月２日ごろ
２月生まれ…８月１日ごろ
３月生まれ…10月１日ごろ
４月生まれ…12月２日ごろ

※基本チェックリストは３年に
１回送付されますが、希望者は
随時実施することができます。

25項目の質問に回答し、返送してください

「いきいきシニア健康教室」への参加が
望ましい人には…

●市から「いきいきシニア健康教室」の案内を送付します。
●住んでいる地域を担当する地域包括支援センターの職員
が、説明のため電話や訪問をします。

○バスや電車で１人で外出していますか
○階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか
○６カ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか
○口の渇きが気になりますか
○（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

基本チェックリストの質問項目（一部抜粋）

65歳以上の
要支援・
要介護認定の
ない人へ

いきいきシニア健康教室 ※基本チェックリストの結果に基づいて参加できます。

筋力を回復させるためのストレッチ
とトレーニング

口腔（こうくう）機能の向上（月２回、合計６回） しっかりかめて、十分な唾液でむせ
ずに食べるためのトレーニング

栄養改善（月１回、合計６回） 良い栄養状態になるための食べ方・
食事の選び方の学習

閉じこもり、認知症、うつの予防・支援（月１回、合計６回） 必要な相談・指導

デイサービスや
デイケアの事業
所に通って行い
ます（筋力向上
トレーニングは
整骨院、接骨院
でも実施できま
す）

保健師などが自
宅に訪問します

　市では、高齢者の皆さんができるだけ介護を必要とせず、元気にいきいきと生活していけるよう、「基本チェックリスト」
の実施と、その結果に基づいて参加できる「いきいきシニア健康教室」を開催しています。
　本年度は基本チェックリストを１月～４月生まれの人に順次発送することとしています。皆さんから返送された基本
チェックリストの内容を基に、「いきいきシニア健康教室」への参加が望ましいと思われる人へ、利用参加の案内を送付
しますので、ぜひ参加して、介護予防に取り組みましょう。

日曜がん検診

　総合検診車による胃・肺・大腸がん検診
を実施します。肺がん検診は医療機関で実
施していませんので、受診をお勧めします。
▽とき　６月29日
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁
目）
▽内容　総合検診車による胃・肺・大腸が
ん検診

▽対象　40歳以上の市民（職場で受診で
きる人を除く）
▽定員　50人（先着順）
▽料金　1,900 円（市の国保加入者は
950円、70歳以上の人は無料）
▽問い合わせ先　６月５日～ 20日に、健
康づくり推進課（弘前市保健センター内、
☎37・3750）へ。

筋力向上トレーニング（週１回、合計12回）

基本チェックリストを、市が確認します


