
　食生活改善推進員会では、世代を超えてつながり、
地域のみんなで健康になることを目的に、「減塩」と
「野菜あと１皿（70ｇ）」をテーマに「TUNAGU」（繋
ぐ）パートナーシップ事業を行います。
　この一環として、ご家庭を訪問し、塩分測定器を使
用した家庭のみそ汁の塩分チェックと、リーフレット
配布を行います。訪問の際はご協力をお願いします。
問 健康づくり推進課（☎017－743－6111）

集団健（検）診　 12/14～１/17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

■実施場所　青森県総合健診センター
■実施日　　12月14日（月）、平成28年１月15日（金）、１月17日（日）
■健康診査

健（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 ８：30～
９：30

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

胃がん検診 40歳★以上 500円 1,000円 ８：30～
９：30前立腺がん検診 50歳★の男性 500円 1,000円

大腸がん検診 40歳★以上 無料 500円 女性のみ
午後の受

診も可肺がん検診・結核健診 40歳★以上 無料 無料※１

骨粗しょう症検診 40･45･50･55･60･65･70歳★の女性 500円 500円

12：30～
13：30

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…集団検診の場合、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

食生活改善推進員会の家庭訪問

問 健康づくり推進課　〒030－0962  佃二丁目19－13
　（☎017－743－1745、Ｆ 017－743－6276）

　がん検診受診促進のため、７月下旬、対象者に子宮
頸がん・乳がん・大腸がん検診の無料クーポン券を送
付しました。この機会にぜひ受診しましょう。
※無料クーポン券を紛失された場合は再発行します。
　希望されるかたはお問合せください。
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）

無料クーポン券でがん検診を受けましょう

　クーポン券をお送りしたかたのうち、受診してい
ないかたを対象に、12月から平成28年２月にかけ
て、電話等で受診勧奨をします。受診済のかたに電
話があった場合は、ご容赦ください。

【電話勧奨の発信番号】
　☎017－743－1795　または　☎017－743－1745

　健（検）診指定医療機関である「木村健一ク
リニック」（茶屋町）の名称が「木村健一　糖尿
病・内分泌クリニック」に変更となり、胃がん
検診は行わないこととなりました。

　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）

対象者　平成27年４月２日から平成28年４月１日ま
でに次の年齢になるかた

・子宮頸がん検診　①21、26、31、36、41歳の女性
で、平成21～26年度に市の実施する子宮頸がん検
診を受診していないかた　②23、28、33、38歳の
女性で、平成25年度に子宮頸がん検診無料クーポ
ン券の配布を受け、平成21～26年度に市の実施す
る子宮頸がん検診を受診していないかた

・乳がん検診　①41、46、51、56、61歳の女性で、
平成21～26年度に市の実施する乳がん検診を受診
していないかた　②43、48、53、58歳の女性で、
平成25年度に乳がん検診無料クーポン券の配布を
受け、平成21～26年度に市の実施する乳がん検診
を受診していないかた

・大腸がん検診　41、46、51、56、61歳のかた

食生活改善推進員が

ご家庭を訪問して、

みそ汁の塩分濃度を

測定します！
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　子宮がんには、子宮の入口部分である頸部にできる
子宮頸がんと、奥にできる子宮体がんの２種類があり
ます。市ではこのうち、子宮頸がんの検診を実施して
います。
　子宮頸がんの原因は、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイ
ルス）の感染といわれています。性交渉で感染し、多
くの場合は自然に消えますが、ウイルスが排除されず
に長期間感染が続くと、子宮頸がんを発症します。
　日本では、年間約１万１千人の女性が新たに子宮頸
がんと診断され、近年、20～40歳代前半の若い年齢
層で増加しています。
　検診は痛みもほとんどなく、数分で終わる簡単な検
査です。早期発見のため、20歳以上のかたは２年に
１度は検診を受けましょう。
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）

子宮がん検診を受けましょう

　秋口から春先に多く発生し、１～２日の潜伏期間の
後、下痢、吐き気、腹痛、発熱（38度以下）等の症
状が見られます。多くは数日で回復しますが、抵抗力
が落ちている人や乳幼児、高齢者等では、脱水等によ
り重症化する場合もあります。
　患者の便やおう吐物からは大量のウイルスが排出さ
れますので、次の点に注意して感染を防ぎましょう。
■食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いま

しょう。
■症状があるかたは、食品を直接取り扱う作業をしな

いようにしましょう。
■患者のふん便やおう吐物は適切に処理しましょう。
■ウイルスには加熱処理が有効です。特に、抵抗力の

弱いかたは、加熱が必要な食品は中心部までしっか
り加熱して食べましょう。調理器具等は使用後に洗
浄・殺菌しましょう。

問 感染症について…保健予防課（☎017－765－5282）
　食中毒について…生活衛生課（☎017－765－5293）

ノロウイルスなどによる
感染性胃腸炎にご注意を

禁煙相談
時 所12月１日（火）10：00～16：00／元気プラザ
申 問 11月30日（月）までに、健康づくり推進課（☎017－

743－6111）へ

マタニティセミナー
時11月29日（日）10：00～12：00
　（受付は９：30～９：50）
所元気プラザ
内 妊娠期からはじめる家族の子育てサポート講座（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、妊娠擬似体験）

対妊婦さんとその家族
人40人（申込順）
備母子健康手帳・筆記用具を持参
申 問 11月24日（火）～27日（金）に健康づくり推進課（☎017

－743－6111）へ

在宅医療市民公開講座
時11月28日（土）14：00～
所ウェディングプラザ・アラスカ　地下「サファイア」
内 ①「安心できる家での療養生活に向けて」講師…齋

藤慶吾さん（青森市南地域包括支援センター セン
ター長）

　②「褥
じょくそう

瘡の予防」講師…長島弘明さん（長島皮フ科ク
リニック 院長）

　③「自宅で迎える『平穏死』～在宅医療、緩和ケアを
考えよう～」講師…北畠滋郎さん（北畠外科胃腸科
医院 院長）

問青森市医師会（☎017－777－1501）

「無煙のまちづくりの日」記念シンポジウム
◆タバコフリーで最短命県返上を
　～受動喫煙ゼロと喫煙率低下で健康寿命アップ～
時12月５日（土）17：00～19：00
所リンクモア平安閣市民ホール（市民ホール）会議室１
問青森県タバコ問題懇談会（☎017－722－5483）

ファミリー講座  きらきら塾（子育て講座）

時12月４日（金）10：00～12：30
所西部市民センター
内「私も主人公！～私の思い、それってわがまま？～」
　講師…佐藤恵子さん（NPO法人ウィメンズネット青森）
人30人程度
申 問 青森市子育てサポートセンター（☎・Ｆ 017－774

－6537※電話は火曜日10：00～13：00）へ

介 護 予 防 教 室 対65歳以上のかたとその家族
申11月16日（月）９：00から電話で申込み

内容 日時 場所 人員 料金 申込み・問合せ

いきいき健康料理教室
～効果的な食べ合わせは？～

12月４日（金）・５日（土）
10：30～12：30

ケーエム学院
（堤町二丁目） 各24人 無料 在宅介護支援センターふれあい

（☎017－744－1422）

本格的！門松作り教室開催!!
～寒くたって外に出よう！～

12月８日（火）
９：30～13：00 浪岡中央公民館 20人 500円 浪岡在宅介護支援センター

（☎0172－62－1212）

介護予防教室
～昭和の名曲で紅白歌合戦～

12月９日（水）
13：30～15：00

AMCケアレジデンス
（新町一丁目） 30人 無料 青森市中央地域包括支援センター

（☎017－723－9111）

「急病診療案内」掲載号を変更
　これまで、本紙毎月15日号に掲載していた

「急病診療案内」は、今後、毎月１日号にその月
の情報を掲載します。
問 健康福祉政策課（☎017－734－5315）
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