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Health　Information

健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

検　診 　市の各種検診は、年度内に１回受診できます。

名
称

会
場

と　き 対象・定員 問い合わせ・申込先内　容 料　金

セ
ッ
ト
検
診

医
師
会
健
診
セ
ン
タ
ー

通年（８月11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）
※定員になり次第締め切り。 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

８月16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）
※定員になり次第締め切り。

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

８月28、９月６日・17日
※８月 28日、９月 17日は託児あり（乳
幼児 10 人まで）。８月 28 日、９月 17
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）
※定員になり次第締め切り。

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 ８月27日・28日／
受付＝午後０時半～１時半 平成25年２月生まれ

３歳児 ８月６日・７日／
受付＝午後０時半～１時半 平成23年１月生まれ

１歳児歯科 ８月20日・21日／
受付＝午後０時半～１時 平成25年８月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成24年２月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

パパママ教室・マ
タニティ歯科健診

９月 14日（日）、午前 10
時～午後０時半／受付＝午
前９時半～10時

開催日現在妊娠 12週～
31週（４か月～８か月）
の人とその家族＝ 40組
（先着順）
※マタニティ歯科健診は
本人のみ。

８ 月 18 日
から、弘前
市保健セン
ターへ。
※歯科健診の
み受診希望の
人は申込時に
お知らせを。

歯科健診／ブラッシング指導／パパママ教室（小児
科医師講話、ママの食生活展示、パパとママの育児
体験、赤ちゃんのお風呂実演、パパの妊婦体験など）

離乳食教室

８月 25 日（月）、午後１
時～２時半／受付＝正午～
午後０時50分

平成 26年３月生まれの
子とその家族 ８月４日～

22 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。

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。

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。

　　 こころの健康相談

　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。
▽８月・９月の相談日
８月＝４日・18日
９月＝1日・22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）
※「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。
■問い合わせ・予約先　健康づくり
推進課（☎37・3750）

　　 赤ちゃんとふれあおう

▽とき　８月 20 日・21 日、正午
～午後２時
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　乳幼児との触れ合い体験
（１歳児歯科健診受診児との触れ合
い）
▽対象　市内の小学校５年生～高校
生＝各日５人（先着順）
▽申込期間　８月１日～19日
※当日は動きやすい服装でおいでく
ださい。
■問い合わせ・申込先　健康づくり
推進課（☎37・3750）

　　 無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん (医
学博士 )のボランティアによる無料
健康相談を開催します。体のことな
どで気になる人はご相談ください。
また、ヒロロ（駅前町）３階健康広
場のセルフチェックコーナーでの計
測結果について、専門的なアドバイ
スを希望する人も気軽にご相談くだ
さい。
▽とき　８月９日・23日、午後１
時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問い合わせ・申込先　健康広場（☎
35・0157）

　市では、がんの早期発見と正しい
健康意識の普及および啓発を図り、
健康保持・増進を図ることを目的と
して、国の方針に基づき、「がん検
診推進事業」を実施します。対象と
なるのは下記に該当する人です。
　対象年齢に該当する人で、平成
26年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、８月中に無料
クーポン券および検診手帳を発送す
る予定です。
　なお、対象のうち、すでに市の大
腸がん検診を受診し、自己負担金を
支払った人には自己負担金を助成し
ますので、領収書の保管をお願いし

大腸がん（男性・女性）

※対象年齢は平成 26年４月 1日現在。

対象年齢 生年月日
40 歳 昭和48（1973）年４月２日～昭和49（1974）年４月１日
45歳 昭和43（1968）年４月２日～昭和44（1969）年４月１日
50歳 昭和38（1963）年４月２日～昭和39（1964）年４月１日
55歳 昭和33（1958）年４月２日～昭和34（1959）年４月１日
60歳 昭和28（1953）年４月２日～昭和29（1954）年４月１日

ます。
　また、４月 21日以降に弘前市に
転入した対象年齢の人は、前住所地
の市町村からクーポン券が発行され
ます。既に前住所地の市町村から
クーポン券が送付されている人は、
お問い合わせください。
※本年度の子宮・乳がん検診の無料
クーポン券の対象者や実施期間につ
いては別途お知らせします。
■問い合わせ先　土・日曜日、祝日
を除く午前８時半～午後５時に、健
康づくり推進課（野田２丁目、弘前
市保健センター内、☎ 37・3750）
へ。

がん検診
推進事業

大腸がん検診
無料クーポン券について

　いつまでも元気で生き生きと過ごせるよう、家でも簡単にできる高
齢者に適した体操の教室を開催します。楽しく体を動かして、体力づ
くりをしてみませんか。
▽日程および開催場所　下表のとおり
▽時間　午前10時～正午（受付は午前９時半～）
▽対象　65歳以上の市民
▽内容　健康運動指導士に
よる講話と体操
▽参加料　無料（各自傷害
保険などに加入を）
▽持ち物　運動できる服
装、汗拭きタオル、水分補
給のための飲み物
■問い合わせ・申込先　健
康づくり推進課（☎ 37・
3750）

おたっしゃ健幸塾 
 「からだが変わる！
　　　のびのび体操」

実施月日 会場
8月18日（月）サンライフ弘前
8月22日（金）弘前市農村環境改善センター
8月29日（金）堀越公民館
9月 1日（月）弘前市保健センター
9月 5日（金）清水交流センター
9月12日（金）城東団地町会集会所
9月17日（水）鷹ヶ丘老人福祉センター
9月26日（金）北児童センター
9月29日（月）桔梗野会館


