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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。

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 11 月 24 日・25 日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 27 年 5 月生まれ

３歳児 11 月１日・２日／
受付＝午後０時半～１時半 平成 25 年 4 月生まれ

１歳児歯科 11 月 16 日・17 日／
受付＝午後０時半～１時 平成 27 年 11 月生まれ

２歳児歯科★ 対象＝平成 26 年 5 月生まれ…各指定歯科医療機関での個別健診

離乳食教室

11 月 30 日（水）、午後１時
～２時半／受付＝午後０時
半～１時

平成 28 年 6 月生まれ＝
25 組（先着順）

11 月８日か
ら、弘前市保
健 セ ン タ ー
へ。離乳食講話／グループレッスン／育児相談

※母子健康手帳・バスタオル・おむつ・ミルクの持参を。

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 11 月７日～３月 10
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

11 月 19 日（土）

40 歳以上の市民（職場で
受診できる人を除く）　
※特定健診および後期高齢者
健診とがん検診セットの場合
のみ受診可。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

11 月８日・22 日・25 日、
12 月３日　
※ 11 月 25 日は託児あり（乳
幼児 10 人まで）。

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。

Health　Information

 　市民を対象に開催しています。　　　　　
　希望する人は事前に電話で申し込みを。11月の各種健康相談

名　称 内　容 保健セ
ンター

ヒロロ健康
エリア 受付時間 問い合わせ・

申込先
健康相談
禁煙相談

生活習慣病の予防や健診結果、禁煙など、健康や栄養
について保健師や栄養士が無料で相談に応じます。 17 日 13 日・25 日・

30 日
午前９時～ 11 時（2 日前〈日曜
開催は 3 日前〉までに予約） 弘前市保健

セ ン タ ー
（ ☎ 37・
3750）へ。こころの

健康相談
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ます。治療
中の人は、まず主治医に相談してください。

15 日  午前９時～ 11 時（予約制）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

 

定期予防接種など

　糖尿病とは、インスリンという物質が不足したり、働
きが鈍くなったりするため、慢性的に血液中のブドウ糖
濃度が高い、高血糖になる病気です。この高血糖状態が
長く続くと、全身にさまざまな影響を及ぼし、命に関わ
る重篤な合併症を引き起こします。
　糖尿病予防の基本は、適正体重を維持する生活習慣で
す。ポイントとして「自分の適正体重と腹囲を知る」「バ
ランスのとれた規則正しい食生活」「適度な運動の継続」
が挙げられます。また、定期的に健康診断を受け、自分
のからだの状態を知ることも大切です。
　保健センターでは、健康相談を定期的に開催していま
す。「糖尿病について」だけではなく「健診結果を詳し
く知りたい」、「食生活について知りたい」などの相談に
保健師、栄養士が応じています。
■問弘前市保健センター（☎37・3750）

11月 14日は世界糖尿病デー

　11月 14日は「世界糖尿病デー」です。当日は世界
各地の建物が世界糖尿病デーのシンボルカラーである
「ブルー」にライトアップされます。そこで、広く皆さ
んに糖尿病への理解を深めてもらうため、青森銀行記念
館のブルーライトアップを行います。
▽とき　11月 19日（土）、午後5時～ 8時半（予定）
▽ところ　青森銀行記念館（元長町）
■問弘前大学医学部附属病院（柳町さん、☎33・5111、
内線 5062）

マタニティ歯科健診

▽とき　12月４日（日）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　歯科健診（健診結果によっ
てはブラッシング指導あり）
▽対象　市民で、出産予定日が平成
29 年１月 30 日～６月 18 日の妊
婦＝50人
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問 11 月４日から、弘前市保健セン
ター（☎37・3750）へ。

弘前公開糖尿病教室

　血糖測定や相談コーナーも設けて
いますので、ぜひおいでください。
▽とき　11月 19日（土）、午後２
時～４時（受け付けは午後１時半～）
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽内容　講演「一瞬懸命に生きる～
北海道の自然に魅せられて～」…講
師・岩山政則さん、「インスリン療
法ってどんなもの？」…講師・松橋
有紀さん（弘前大学大学院医学研究
科内分泌代謝内科学講座助教）、「血

糖測定　過去・現在・未来」…講師・
村上宏さん（同講座講師）
▽対象　糖尿病に関心のある市民＝
100人
▽参加料　無料
■問ノボノルディスクファーマ（梶原
さん、☎青森017・773・0031）

のびのび子ども相談

▽とき　11月 22日（火）
　　　　午前９時半～午後３時
※受け付けは午前９時半～午後２
時。相談が終わり次第終了（予約制）。
▽ところ　弘前市保健センター
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　市民（１歳以上の幼児とそ
の家族）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
■問 11 月１日～ 21日に、弘前市保
健センター（☎37・3750）へ。

「健康寿命を延ばすために
～健康長寿の秘訣教えます～」
▽とき　11月 27日（日）、午後１
時半～３時（午後１時開場）
▽ところ　土手町コミュニケーショ
ンプラザ１階多目的ホール
▽内容　講演「病気をしないための
秘訣（ひけつ）～長寿は健診から～」

…講師・坂本祥一さん（坂本アレル
ギー・呼吸器科医院院長）、「筋肉を
減らさないための秘訣～長寿は運動
から～」…講師・山内正三さん（山
内整形外科院長）、「栄養バランスを
保つ秘訣～長寿は食事から～」…講
師・村上宏さん（弘前大学医学部附
属病院糖尿病代謝内科）
▽対象　市民
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市医師会（弘前地区在宅医療・
介護連携支援センターそよかぜ、境
さん、☎32・2371）

弘大病院がん診療
市民公開講座
▽とき　12月４日（日）
　　　　午後１時～３時半
▽ところ　市民会館（下白銀町）大
会議室
▽内容　講演「知ってほしい！がん
のリハビリテーション」…講師・津
田英一さん（弘前大学医学部附属病
院リハビリテーション科科長）、「婦
人科がんの話」…講師・横山良仁さ
ん（同病院産科婦人科科長）
▽対象　市民
▽参加料　無料
■問弘前大学医学部附属病院がん相談
支援センター（高谷さん、☎39・
5174）

 健康

糖尿病にご注意を！
世界糖尿病デー
青森銀行記念館
ブルーライトアップ

【Ｂ型肝炎ワクチンが定期予防接種
に追加】
　近年、唾液や汗などによる保育園
でのＢ型肝炎の集団感染例が報告さ
れています。接種対象の人には個別
でお知らせしていますので、対象年
齢内に接種しましょう。
【日本脳炎ワクチンの積極的勧奨】
　日本脳炎は、蚊が媒介するウィル
スでおこり、発症した患者の約 50
％に運動障害などの後遺症が残る病
気です。平成７年４月２日～平成
19 年４月１日生まれの人は、20
歳になるまでに４回接種のうちの不
足分を定期（無料）で受けることが
できます。接種方法や間隔について
は問い合わせを。
【小児インフルエンザワクチンの接
種費用助成】
　生後６か月～未就学児を対象に、
１回分の接種費用を助成します。対
象者には助成券を送付しますが、再
発行はしませんので、接種時まで大
切に保管してください。
▽実施期間　平成 29年１月 31日
まで
【高齢者インフルエンザ予防接種】
　65歳以上の高齢者を対象に、季
節性インフルエンザ予防接種の接種
費用の一部を助成します。
▽実 施 期 間　11 月１日～ 12 月
31日
▽自己負担額　1,600 円（生活保
護受給者は無料）

保育園や小学校などで集団生
活を始める前には、定
期の予防接種が済んで
いるか母子手帳で確認
しましょう。


