
【対象者（平成27年度）】
　肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない次の年
齢（平成28年３月31日時点）で、接種を希望するかた
年齢 生年月日
65 歳 昭和 25 年 4月 2日 ～ 昭和 26 年 4月 1日
70 歳 昭和 20 年 4月 2日 ～ 昭和 21 年 4月 1日
75 歳 昭和 15 年 4月 2日 ～ 昭和 16 年 4月 1日
80 歳 昭和 10 年 4月 2日 ～ 昭和 11 年 4月 1日
85 歳 昭和 ５年 4月 2日 ～ 昭和 ６年 4月 1日
90 歳 大正 14 年 4月 2日 ～ 大正 15 年 4月 1日
95 歳 大正 ９年 4月 2日 ～ 大正 10 年 4月 1日
100 歳 大正 ４年 4月 2日 ～ 大正 ５年 4月 1日
※接種時に60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳の内
部障がい１級に該当するかたも対象

所青森市予防接種指定医療機関
料2,000円（自己負担金）　※生活保護受給者・市民税
非課税世帯（世帯全員が非課税）のかたは無料

申接種前に、健康保険証等を持参の上、健康づくり推進
課または浪岡事務所健康福祉課に申請してください
（郵送可。詳しくはお問合せください）。接種後の払
い戻しはしませんので、ご注意ください。

問健康づくり推進課（元気プラザ内、☎017－743－6111）
　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）

　高齢者の肺炎の原因のうち最も多い肺炎球菌の感染を
予防し、また、重症化を防ぎます。対象年齢が限られて
いますのでご注意ください。

　事前に医療機関への予約が必要です。詳しくは接種を
希望する医療機関にご確認ください。
時11月１日（日）～12月31日（木）
対①接種時に満65歳以上のかた
　②接種時に満60歳以上65歳未満で、内部障がい（心
臓・じん臓・呼吸の機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能）１級に該当するかた

料自己負担金1,000円	 ※生活保護受給者・市民税非
課税世帯（世帯全員が非課税）のかたは無料。必ず接
種前に医療機関に申し出てください。

備健康保険証、身体障害者手帳（②の場合）持参
申問健康づくり推進課（☎017－743－6111）
　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）

時11月６日（金）12：30～14：30受付
所浪岡総合保健福祉センター
内人脳の健康チェック15人程度、医師相談４人程度
申問10月30日（金）までに、浪岡事務所健康福祉課（☎
0172－62－1134）へ

　認知症の基礎的知識、対応方法を学び、認知症のかたや
家族を温かく見守る応援者（認知症サポーター）を養成。
時10月23日（金）13：30～15：00
所人浪岡総合保健福祉センター／30人程度
申問10月22日（木）までに電話で、浪岡事務所健康福祉
課（☎0172－62－1134）へ

集団健（検）診　 11/26～12/９の日程

◎希望日の２週間前までに次の方法でお申込みください。ただ
し、予約状況によって申込みを締め切る場合があります。

◇電話…健康づくり推進課（☎017ー743ー1745）
　　　　浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1114）
◇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、油川・荒川・西部・横内市
民センター、各支所

◇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（検）診名・希望会
場を記載の上、上記問合せ先へ

◇市ホームページ…各種健（検）診申込フォームから申込み
◎健（検）診は、一部検診を除き、指定医療機関でも受診できま

す。指定医療機関に直接お申込みください。
◎特定健康診査は、加入している医療保険者によって受診方法等

が異なります。

集団健（検）診の申込方法

■集団健（検）診の日程
場　所 受付日時 Ａ Ｂ Ｃ

青森県総合　
健診センター

11/26（木）		11/28（土）
11/30（月）		12/２（水）
12/６（日）		12/９（水）

８：30～９：30

女性のみ午後
の受診も可

荒川市民
センター 11/30（月）

大野市民
センター 12/１（火）

西部市民
センター 12/３（木）

浪岡総合保健
福祉センター 12/５（土）

※市民センターでは骨粗しょう症検診を実施しません。

■健康診査
健（検）診名  対　象 自己負担金

Ａ

特定健康診査 40歳☆以上の青森市国保加入者

無料
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
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

Ａ
胃がん検診 40歳★以上 500円 1,000円
前立腺がん検診 50歳★の男性 500円 1,000円

Ｂ
大腸がん検診 40歳★以上 無料 500円
肺がん検診・結核健診 40歳★以上 無料 無料※１

Ｃ

骨粗しょう症検診 40･45･50･55･60･65･70歳★の女性 500円 500円
子宮がん検診 20歳★以上

　偶数年齢
　　の女性

500円 1,000円

乳がん検診
30～39歳★ 無料※２ 400円※２
40～59歳★ 1,000円 1,400円
60歳★以上 無料 400円

☆…H27.	4.	1～H28.	3.	31に誕生日を迎える年齢
★…H27.	4.	2～H28.	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（自己負担金400円）
※２…視触診のみ。ただし、医師が必要と認めたかたはマンモグラ

フィ検査が追加（追加自己負担金1,000円）
【検診が無料となるかた】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（世帯全
員が非課税）のかた

12：30～
　13：30

12：30～
　13：30	

９：00～
　　10：00

12：00～
　13：00

７：00～
　　８：30

青森市健（検）診指定医療機関の登録抹消
・関野内科医院（中央一丁目）…閉院のため

高齢者肺炎球菌予防接種

高齢者のインフルエンザ予防接種

もの忘れ相談会

認知症サポーター養成講座

問 健康づくり推進課　〒030－0962  佃二丁目19－13
　（☎017－743－1745、Ｆ 017－743－6276）
　浪岡事務所健康福祉課　〒038－1392  浪岡字稲村101－１
　（☎0172－62－1114、Ｆ 0172－62－0023）
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急 病 診 療 案 内 　 　 問健康福祉政策課（☎017－734－5315）

青森市急病センター　市役所南西かど（中央一丁目、☎017－773－6477）
　・医師の判断で症状に適したほかの医療施設へ紹介・移送することがあります。

		時間帯や
		症状に応じて
		初期救急医療施設
		をご利用ください

・症状が重い場合は、曜日・時間帯にかかわらず、至
急１１９番通報してください。
・比較的軽度な急病患者への応急処置は、青森市急病
センターや在宅当番医などをご利用ください。
・浪岡地区では、市立浪岡病院（☎0172－62－3111）
が救急患者を受け付けています。

時間帯 月～土曜日 日曜日、祝日

 ９：00～13：00 医療施設
（診察時間は各診療所に
　直接ご確認ください）

休日在宅当番医（歯科は12：00まで）

12：00～18：00 青森市急病センター（内科・外科）

18：00～23：00 夜間在宅当番医（消防本部救急病院紹介へ問合せ）

19：00～23：00 青森市急病センター（小児科・内科・外科）

23：00～８：00 消防本部救急病院紹介へ問合せ

休日在宅当番医　（内科系・外科系	９：00～13：00／歯科	９：00～12：00）
　・変更となる場合があります。受診の際は消防本部救急病院紹介（☎017－

722－2211）へご確認を。
　・病状や年齢によって診療できない場合があります。受診の際はお問合せください。

診療日 診療科目 医　院　名 電話番号 所　在　地

11月１日
（日）

内科系 高屋医院 017－776－2881 長島三丁目
外科系 朝倉胃腸肛門科医院 017－722－1482 中央一丁目
歯科 いちかわ歯科クリニック 017－761－1107 里見一丁目

11月３日
（火）

内科系 森総合クリニック松原 017－776－6299 奥野二丁目
歯科 のぎわデンタルクリニック 017－788－4182 羽白字沢田

11月８日
（日）

内科系 川口内科 017－762－5252 東大野一丁目
外科系 神外科胃腸科医院 017－775－1021 本町三丁目
歯科 大空歯科クリニック 017－718－4511 浪館前田四丁目

11月15日
（日）

内科系 駒井胃腸科内科 017－765－1500 浜館四丁目
歯科 せきの歯科医院 017－764－4181 横内字亀井

11月22日
（日）

内科系 よこの循環器呼吸器内科医院 017－761－1188 石江字江渡
外科系 佐藤病院 017－722－4802 青柳二丁目

歯科
佐藤歯科医院 017－774－3223 久須志三丁目
ヤマダ歯科矯正歯科クリニック 017－739－1112 浜田字玉川

11月23日
（月）

内科系 あきやま胃腸科内科クリニック 017－743－1199 松森二丁目

歯科
とき歯科 017－736－1515 原別五丁目
よこうち歯科 017－763－2121 羽白字富田

11月29日
（日）

内科系 おきつ内科 017－757－8787 古川二丁目
外科系 神外科胃腸科医院 017－775－1021 本町三丁目
歯科 せき歯科クリニック 017－738－8148 幸畑一丁目

救急医療施設の確認は…

◎消防本部救急病院紹介（☎017－722－2211）
◎青森県医療情報センター（☎0120－733－620／音声ガイダンス）
◎あおもり医療情報ネットワーク（ HP http : //www. qq. pref .

aomori. jp、または 地上デジタル放送  ＮＨＫ総合で「ｄボタン」
→「防災・生活情報」→「休日・夜間診療所」を選択）

子どもの病気やケガに関するご相談は…

◎こども救急電話相談
（＃8000 または ☎017－722－1152／19：00～翌朝８：00）

禁煙相談
時11月１日（日）９：00～11：00
所元気プラザ
申問10月30日（金）までに、健康づく
り推進課（☎017－743－6111）へ

ミニ身に健康イベント
時10月25日（日）９：00～16：00
所マエダガーラモール店
備あおもり健康トライアル対象事業
問青森市薬剤師会（☎017－742－8859）

市民公開講座   骨髄移植を知ろう
時10月24日（土）12：00～16：00
所リンクモア平安閣市民ホール
問県立中央病院（☎017－726－8081）

歯周病予防キャンペーンイベント
～健康はお口から～

時11月３日（火）10：00～15：00
所サンロード青森サンホールほか
問青森県口腔保健支援センター（東
地方保健所、☎017－739－5421）

青森県高齢者大会
時10月31日（土）10：00～15：00
所リンクステーションホール青森
料500円（参加料）
　希望のかたは弁当代500円（要予約）
問青森県高齢者運動連絡会事務局
（伊藤、☎017－762－5888）

すこしおチャレンジ
　塩分の取り過ぎは短命県の一因。
尿塩分測定で摂取量を調べ「少しの
塩分」で「すこやかな生活」を目指
しましょう。家族や仲間など３人以
上のグループでお申込みください。
時10月１日（木）～12月31日（木）
申問青森保健生活協同組合組織部
（☎017－762－5888）へ

こころの健康展
時10月20日（火）・21日（水）
所ラ・セラ東バイパス店
内精神障がいの啓発活動等
問青森市精神保健福祉親交会（生協
さくら病院　福島・佐々木、☎017
－738－2101）へ

ファミリー講座  うとう塾・きらきら塾
所中央市民センター
申問青森市子育てサポートセンター
（☎・Ｆ017－774－6537※電話
は火曜日10：00～13：00）へ

◆うとう塾（うとう家庭教育学級）
時11月５日（木）10：00～12：00
内「ライフスキルってなぁに？」
◆きらきら塾（子育て講座）
時11月９日（月）10：00～12：00
内「いい子でいいの？」
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