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 健康の掲示板
弘前市保健センター（野田２丁目）　☎37・3750

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。なお、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、家族を自
死で亡くした人の悩みについて、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。
▽９月・10月の相談日
９月＝22日
10月＝６日・27日
※時間はいずれも午前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

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 ９月17日・18日／
受付＝午後０時半～１時半 平成25年３月生まれ

３歳児 ９月３日・４日／
受付＝午後０時半～１時半 平成23年２月生まれ

１歳児歯科 ９月10日・11日／
受付＝午後０時半～１時 平成25年９月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成24年３月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

９月 29 日（月）、午後１時
～２時半／受付＝正午～午
後０時50分

平成 26年４月生まれ ９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。

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９月16日～３月13
日
※女性限定日は問い合わせ
を。

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

９月20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

９月17日・21日・25日、
10月１日　
※９月 17日は託児あり（乳
幼児10人まで）。９月17日・
25日、10月１日は女性限定。

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。

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　10月５日
▽ところ　弘前市保健センター
▽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）
▽申込期間　９月２日～19日

Health　Information

自殺の現状について
知ってほしい
　日本の自殺者数は、平成 24年は
３万人を下回りました。平成 25年
の厚生労働省の人口動態統計（概
数）によると、本県の自殺による死
亡者数は 311 人で、４年連続で減
少しています。しかし、当市の自殺
者数は平成 24年は 38人で、前年
と比較すると７人増えています。全
体の約７割が男性で、働き盛りの中
高年の割合が高くなっており、また、
20代・70代も目立っています。
　自殺の多くは、さまざまな悩みや
問題を一人で抱えるうちに、心理的
に“追い込まれた末の死”です。そ
れは、決して特
別なことではな
く、“誰にでも
起こり得る”い
のちの危機とも
言えます。

自殺とこころの病気
との関係
　自殺の原因、動機の大部分を占め
る健康問題の中には、うつ病やアル
コール依存症などの「こころの健康
問題」が関連することが多く見られ
ます。

危険サインは
“こころの不調”
　言動や行動、体の調子など「いつ
もと違うな」という変化に早めに気
づくことが大切です。「生活を見直
す」「休養をとる」などをしても解
消せず、長引いてつらいようなら、
医療機関などに早めに相談受診しま
しょう。
　こころの病気に上手に対処して、
心身ともに健康な状態を保っていく
ことは、自殺を防ぐ上でもとても重
要なことです。

「気づき」「見守り」　こころの声に耳を傾け
かけがえのない命を守ろう！

◆ねぎらう…話を聴いたら
「大変でしたね」「よくやって
こられましたね」と、ねぎら
いの気持ちを言葉にして伝え
ましょう。

知っておいてくださ
い

９月10日は世界自殺予防デー／９月10日～16日は自殺予防週間

　国では、９月10日の世界自殺予防デーからの１週間を「自殺予防週間」と定め、自殺予防の普及啓発活動を強力
に推進しています。

〈身近な人が気づく変化〉

□「眠れない」とよく口にするよう
　になった
□食欲がなくなった
□体調不良の訴え（体の痛みや倦怠
　〈けんたい〉感）が多くなった
□飲酒量が増えた
□新聞やテレビに関心がなくなった

〈自分自身で気づく変化〉

□毎日の生活に充実感がない
□これまで楽しんでやれていたこと
　が楽しめなくなった
□以前は楽にできていたことが、今
　ではおっくうに感じる
□自分が役に立つ人間だと思えない
□わけもなく疲れたように感じる

打ち明けられたときは、ゆっくり話を聴く

　自殺に傾いている人の多くは、困難や苦痛から逃れたいだけで「死にたい」と思っているわけではありません。
そのような人に出会ったり気づいたりしたら、まずは話を聴いてあげてください。

◆聴く…相手の話
をじっくり聴き、
共感します。助言
や結論を急いでは
いけません。

◆つなぐ…適切
な相談者や機関
へつなぎつつ、
引き続き支援し
てあげましょう。

※弘前市保健センターでは、こころの健康相談を行っています。日程などについては、健康と福祉ごよみ、広報ひろ
さきの毎月１日号（今号は24ページに掲載）に掲載していますので、ご利用ください。
■問い合わせ先　弘前市保健センター（野田２丁目、☎37・3750）


