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～健康なまちづくりをめざして～
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「いわぬま“健幸”つくり隊」の紹介

出前講座を行うなど、市と協働ですこやか・しあわせな生活を広めようと活
動している「いわぬま “ 健幸 ” つくり隊」。今回、どなたでも参加できる「健
ちゃん幸ちゃんウオーキング」
を行います。秋空の下さわやかに歩きましょう。
日時／ 11 月 17 日㈰ 10 時に岩沼駅東口広場（芭蕉像前）集合（雨天中止）
※予約不要。参加無料。タオル・水またはお茶持参。約 1 時間市内を歩きます。
主催・問／いわぬま “ 健幸 ” つくり隊（☎ 090-5555-0756）
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健康増進課からのお知らせ
問／予防衛生係（☎内線345・346）
・健康対策係（☎内線347~349）

骨粗しょう症検診を受けましょう
骨粗しょう症は、体内のカルシウムが次第に
減少し、骨にすが入った状態です。女性は特に
ホルモンの影響で骨粗しょう症になりやすいと
いわれています。自覚症状がないので、早めに
自分の骨量を知り生活習慣を改善するため、節
目となる年齢に検診を実施しています。検診の
申し込みをされた方に受診票を発送します。こ
れから検診を申し込みされる方は、予防衛生係
までご連絡ください。
対象者
健診日時

30歳、
40歳、
45歳、
50歳、
55歳、
60歳、
65歳、
70歳、
75歳の女性
（平成26年4月1日現在）
9時~11時
11月15日㈮
13時~15時
11月16日㈯
9時~11時

岩沼市国民健康保険加入者
の特定健康診査の追加実施

6 月・7 月に実施した
特定健康診査を受けるこ
とができなかった 40歳
～74歳の岩沼市国民健
康保険の方を対象に行い
ます。
共済組合、協会健保などの特定健診受診券を
お持ちの方も会場で受診できる場合があります
ので、それぞれの保険証の発行元にお問い合わ
せください。
問／予防衛生係
9時~11時
13時~15時
11月9日㈯
9時~11時
場所
市保健センター
受診券、被保険者証（保険証）
持ち物
自己負担金
健診
日時

11月8日㈮

小児用肺炎球菌ワクチンに関して

現在、小児の肺炎球菌感染症を予防するワク
チンとして「沈降 7 価肺炎球菌結合型ワクチ
ン」が使用されていますが、
法令の改正により、
11 月 1 日㈮から「沈降 13 価肺炎球菌結合型
ワクチン」に切り替わります。新たに 6 種類
の肺炎球菌の成分が追加されることで、従来よ
りも多くの種類に対して予防効果が期待できる
と考えられています。
なお、11 月 1 日㈮以降、定期接種として使
用できるのは「沈降 13 価肺炎球菌結合型ワク
チン」のみです。接種スケジュールは従来と変
わりありませんので、残りの接種回数を、スケ
ジュール通り実施してください。
問／予防衛生係・健康対策係

1 歳からの離乳食完了期教室

離乳食完了期は、母乳やミルクから卒業し、
食べ物中心の栄養にかわる大切な時期です。食
べ物をよくかんで食べる能力を育てる時期でも
あります。そこで、この教室ではお子さんが上
手に離乳食を卒業し、幼児食に移行できるよう
にアドバイスを行います。ぜひお子さんと一緒
に参加し、健康な食生活のために役立ててみま
せんか。
申込・問／予防衛生係
11月22日㈮ 9時30分~11時30分
（受付:9時15分~）
場所
市保健センター
歯科衛生士と管理栄養士のお話（託児
内容 あり。離乳食完了期食の試食も用意し
ています）
平成24年10月と11月生まれの子と親
対象
（家族でも可）
定員
25組 先着順（要申込）
参加費
無料
日時
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岩沼市民の健康状態 & 意識ってどうなっているの ?

~ 栄養と食生活編 ~
H19 と H24 に実施

あなたはいかがですか ?

「市民健康意識調査」の比較から見えてきたこと（20 歳以上の市民 2,000 人に実施）

朝 食 は、 半

分眠った体
と頭をシャ
キッと目覚

めさせます。

➡

け・ん・こ・う・ま・め
知っていま
すか ?

項目
食事バランスガイドを
活用している人
食事を適量食べるよう
こころがけている人
朝食を食べない人
（20~30代）
男性
女性

H19

H24

評

価

22.5%

26.0%

改

善

74.1%

76.8%

改

善

27.8%
17.7%

30.7%
18.8%

要改善

知・識

野菜料理を食べましょう
最初に野菜料理（海藻・こんにゃく・きのこ類でも）を食べて空腹
を満たすと、野菜の食物繊維がクッションの働きをして、その後の
食事でとる糖分や脂分の吸収を緩やかにしてくれます。
二番目は、メインのおかず（肉や魚・卵・大豆製品の料理）を、次に汁物で水分
をとってひと休み、最後に糖分の多いごはん（ほかにパン・麺・芋類 ) を食べると血
糖値が急激に高くならずに済みます。体にとっても優しい食べ方なのです。
皆さんも、朝・昼・夕それぞれに野菜料理を取り入れ、1 日 5 皿（350g）を目指
してみませんか。毎日の食事で実行してみましょう。

管理栄養士による個別の栄養相談も行っています。お気軽にお電話ください。
問／健康増進課（☎内線 345・346）

平日夜間初期救急外来事業の実施開始から 1 年が経ちました
平成 24 年 11 月から、岩沼市・亘理町・山元町の
1 市 2 町で、岩沼市医師会（森学武会長）
、亘理郡医
師会の先生方などの協力を得て、岩沼・亘理地区の平
日夜間初期救急診療事業が始まり、1 年が経ちました。
この事業は、平日の 19 時～ 22 時まで診療を行っ
ており、開設当初から 25 年 8 月までの実績では、来
院者が 708 名、1 日平均 3.6 人となっています。地
域別では、岩沼市が全体の 45.2% を占めています。
初期救急医療体制の整備により、市民の安全安心を
高めるとともに、重症患者を対象とする救急病院の負
担の軽減にもつながっています。

♤開設場所

総合南東北病院 1 階（夜間のみ開設）
岩沼市里の杜一丁目 2 番 5 号
♧受付時間 平日 19 時～ 21 時 30 分
♡診察医師 岩沼市医師会および亘理郡医師会などの
当番医師
♢診療科目 内科・外科など、当番医師の専門を中心
とした診療科目
※原則、小児科・眼科・歯科などは診療対象外です。
※全ての診療科目に対応できるわけではなく、当番医師
の専門外の病気などの場合は、ほかの医療機関の受診
をお願いすることもあります。

平日夜間初期救急外来受診についての注意事項

1. 急な発熱などの救急患者を診療するものです。
2. 対象となるのは、自家用車やタクシーなどにより受診できる方です。救急車
で搬送される重症患者は対象外です。
3. 受付専用電話に電話し、症状そのほかの状況を伝え、受診可能かどうか問い
合わせの上、受診してください。（受付専用電話番号☎ 070-6635-9454）

問／健康増進課（☎内線 345・346）
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岩沼亘理地区平日夜間初期救急外来で働ける方を募集します。勤務日／月曜日〜金曜日（応
相談） 勤務時間／18時30分〜22時30分 時給／2,500円 勤務場所／総合南東北病院内
看護師募集
広報いわぬま2013.11月号
応募資格／看護師免許所持・経験者 問／総合南東北病院総務課（☎23-3151）

