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肺がん検診・結核健診の巡回日程
　申事前予約不要、健康保険被保険者証持参で会場へ

検診日時 場　　所

８/10

（木）

８：30 ～９：00 後潟漁業協同組合前

９：15 ～９：45 北部地区農村環境改善センター前

10：00 ～ 10：30 西田沢公民館前

11：00 ～ 12：00 生協はまなす館・ハッピードラッグのぎわ店駐車場

13：30 ～ 14：00 滝内福祉館前

申込方法
希望日の２週間前までに次の方法でお申込みください。
◆電話　◆窓口…健康づくり推進課（元気プラザ内）、
浪岡事務所健康福祉課、国保医療年金課、各情報コー
ナー、各支所、まちなか保健室（アウガ５階）
◆はがき・FAX…住所・氏名・生年月日・電話番号・
健康保険被保険者証の種類・希望日・希望健診（検診）
名・希望会場を記載の上、下記申込み先へ　
◆市ホームページ･･･各種健診・検診申込みフォーム

申込み・問合せ先
健康づくり推進課　〒030－0962 佃二丁目19ー13
（☎017－743－1745　※間違い電話にご注意ください。
 Ｆ017－743－6276）
浪岡事務所健康福祉課　〒038ー1392 浪岡字稲村101ー１
（☎0172－62－1114、Ｆ0172－62－0023）

個別健診・検診
　健診・検診指定医療機関でも受診できます。直接、

医療機関に予約してください（医療機関によって受診

可能な内容は異なります。）

健康診査
健診・検診名 対　　象 自己負担金 受付時間

特定健康診査 40歳☆以上の青森市国保加入者

無料 午前の部
後期高齢者健康診査 後期高齢者医療制度加入者
健康診査 40歳☆以上の生活保護受給者等
若年健康診査 30～39歳☆の青森市国保加入者

がん検診など
青森市

国保加入者
左記以外

肺がん検診・結核健診 40歳★以上 無料※１ 無料※１ 午前の部
※２大腸がん検診 40歳★以上 無料 500円

胃がん検診 40歳★以上 500円 1,000円
午前の部

前立腺がん検診 50歳★の男性 500円 1,000円
子宮頸がん検診 20歳★以上

偶数年齢の女性
500円 1,000円

午後の部
乳がん検診

40～59歳★ 1,000円 1,400円
60歳★以上 無料 400円

骨粗しょう症検診※３ 40・45・50・55・60・65・70歳★の女性 500円 500円 午前・午後の部

☆･･･Ｈ29．４．１～Ｈ30．
３．31に誕生日を迎え
る年齢

★･･･Ｈ29．４．２～Ｈ30．
４．１に誕生日を迎え
る年齢

※１･･･必要と認められ
たかたは、喀痰検査
が追加（青森市国保
加入者以外のかたは
自己負担金400円）

※２･･･青森県総合健診
センターは、女性の
み午後も受付

※３･･･青森県総合健診
センターでのみ実施

実施場所 実施日・受付時間

青森県総合健診
センター

８/20（日）・28（月）・30（水）、
９/６（水）・10（日）・15（金）
午前の部　８：30～９：30
午後の部　12：30～13：30

油川市民センター
※内履き持参

８/23（水）
午前の部　９：00～10：00
午後の部　12：30～13：30

後潟漁業協同組合 ９/９（土）
午前の部　８：00～８：30

西部市民センター
９/13（水）
午前の部　９：00～10：00
午後の部　12：30～13：30

浪岡総合保健福祉
センター

８/19（土）
午前の部　７：00～８：30
午後の部　12：00～13：00

◆青森市健診・検診指定医療機関の登録抹消◆

桜庭内科診療所（特定健診、後期高齢者健康診査、若

年健康診査、大腸がん検診、前立腺がん検診を抹消）

問健康づくり推進課（☎017－743－6111）

◎特定健康診査は、加入している医療保険によって受診

方法等が異なります。ご加入の医療保険者窓口へお問

合せください。

◎高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証をお持ちの

かた、生活保護受給者・市民税非課税世帯のかたは、

検診が無料になります。

　脳卒中や心臓病、糖尿病などの生活習慣病につながる

メタボリックシンドローム。40～74歳の国民健康保険加

入者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特

定健康診査の無料受診券を送付しています。

　受診の結果、生活習慣病の予防と改善が期待できるか

特定健康診査・特定保健指導を
利用しましょう

たは、個人に合わせた健康づくりを支援する特定保健指

導が受けられます。この機会に生活習慣病の予防・改善

に取り組みましょう。

　青森市国民健康保険以外のかたは、加入している医療

保険者にお問合せください。

　問国保医療年金課（☎017－734－5343）

　　健康づくり推進課（☎017－743－6111）

　　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）

　　集団健診・検診（８/16～９/15の日程）
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蚊媒介感染症にご注意を

禁煙相談

青森市ファミリー・サポート・
センターを利用しませんか

マタニティセミナー

ひきこもり相談会

７月28日は「日本肝炎デー」
肝炎ウイルス検査を受けましょう

難病患者等の訪問相談

難病患者医療講演会
「潰瘍性大腸炎と難病患者の就労支援について」

ジカウイルス感染症やデング熱など、世界

的に蚊を媒介した感染症が多く発生してい

ます。海外の流行地域に渡航する際は、蚊

に刺されないよう注意しましょう。

時８月１日（火）10：00～16：00

所アウガ５階　まちなか保健室

申 問７月31日（月）までに、健康づく

り推進課（☎017－743－6111）へ

　青森市ファミリー・サポート・センターは、子どもを

預けたい人（利用会員）と預かる人（サポート会員）の

ネットワークを作り、地域のみんなで子育てを支えあう

会員組織です。利用会員は保護者の就労に関わらず、登

録いただけますので、お気軽にご利用ください。

【サポートの内容】

　・保育所等の開始前、終了後の預かり

　・保育所等までの送迎

　・買い物等外出の際の預かり　など

　※対象年齢は概ね６か月から小学校６年生まで

　※利用には事前の会員登録が必要です

申問青森市ファミリー・サポート・センター

　　☎0120－916－800（フリーダイヤル）

　　受付　月～金（祝日・年末年始除く）８：30～17：00

問保健予防課（☎017－765－5282）

○蚊の多い場所では、肌が露出しないように長袖・長ズ

ボンを着用し、サンダル履きは避ける。

○虫よけ剤を使用する。

○妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症な

どの先天性障がいをもたらす可能性があることから、

妊婦や妊娠の可能性があるかたは流行地域への渡航は

控えてください。

○流行地域で蚊に刺された後、発熱や発疹、関節痛などの

症状が出たときは、早めに医療機関を受診しましょう。

○流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず、

蚊に刺されないための対策を少なくとも２週間程度は

特に注意を払って行うことを推奨します。

○蚊の発生を減らすため、定期的に周辺環境の水たまり

の除去、雨水マスの清掃を行いましょう。

時７月23日（日）10：00～12：00（受付９：30～）

所元気プラザ

内ママの心のサポート・タバコのお話、乳児のお風呂の

入れ方、妊娠疑似体験

対備妊婦さんとその家族／母子健康手帳・筆記用具持参

申問７月18日（火）～21日（金）に、健康づくり推進課（☎
017－743－6111）へ

時７月28日（金）13：00～16：00

所アピオあおもり　大研修室２

内精神保健福祉士等によるアドバイス、ＤＶＤ上映会

対料ひきこもりの問題を抱えた本人や家族など／無料

申問前日までに障がい者支援課（☎017－734－5319）へ

　ウイルス性肝炎は、放置すると慢性肝炎、肝硬変、肝

がんへと移行するおそれがあり、早期発見が大切です。

対料肝炎ウイルス検査を受けたことがない市民／無料

申事前に指定医療機関へお申込みください。

問保健予防課（☎017－765－5282）

　難病患者やその家族を対象に保健師や看護師が自宅を

訪問し、日常生活や療養上の悩みなどの相談をお受けし

ます。ご希望のかたはご連絡ください。

問保健予防課（☎017－765－5282）へ

時８月21日（月）14：00～16：00

所青森市保健所（元気プラザ）２階　健康教室

内県立中央病院消化器内科副部長・島谷孝司さんの講

演と個別相談、ハローワーク青森専門援助部門難病患

者就職サポーター・高橋牧子さんの講演

人50人、個別相談４人（要予約）

申問前日までに住所・氏名・電話番号を、保健予防課（☎
017－765－5282、Ｆ017－765－5202）へ

健康づくり推進課
保健師　泉谷綾乃

お気軽に
ご相談ください

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

元
気
ま
ち

情
報
ひ
ろ
ば


