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　胃がん検診〈レントゲン（バリウム）検査〉・
大腸がん検診〈便潜血検査〉を実施します。健康
を確認するためにぜひ受診しましょう。
　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まれる方は、下記まで
ご連絡ください。
　検診の詳細については受診票（検診キット）で
お知らせします。
検診日／10月14日㈫～30日㈭
対象者／
　胃がん：40歳以上
　大腸がん：35歳以上
　（平成27年4月1日現在の年齢）
個人負担金

検診名
40～74歳

（大腸がん検診は
35～74歳）

75歳～

胃がん 1,500円 500円
大腸がん    500円 200円

検診場所／保健センター
申込・問／健康増進課（☎内線345・346）

　放射線・放射能による内部被ばくと健康への影響
をテーマに、専門家が分かりやすく解説し、皆さん
の疑問にお答えします。
日時／11月8日㈯　13時～16時
場所／仙台国際センター「レセプションホール桜2」
　　　（定員160人先着順）
内容／
　◇講演テーマ�「内部被ばくの現状と今後注意すべ

きこと」
　◇講師　東京大学医科学研究所 研究員
　　　　　坪倉　正治 氏
　◇質疑応答（質問を事前に受け付けます。）
　◇�宮城県放射線技師会による個別相談会（先着
10人程度。当日受け付けでお申し込みください。）

　◇�持込食材の放射線測定実演（先着5人程度。事
前に下記までお申し込みください。）

申込・問／宮城県原子力安全対策課
　（�☎022-211-2340　 022-211-2695�

gentaij@pref.miyagi.jp�
ホームページ�
�http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/event/）

番組名／「ごきげん歌謡笑劇団」
収録日／12月11日㈭　※放送日未定。　　会場／市民会館　大ホール
出　演／コロッケ（司会）、瀬口侑希、山岡秀明　ほか
　※�観覧の応募方法について詳しくは、広報11月号でお知らせします。
またＮＨＫ仙台放送局のホームページ（http://nhk.jp/sendai）でも
ご案内する予定です。（10月末頃掲載）

問／政策企画課（☎内線528）

　いつものウオーキングの質を、
1ランクアップさせてみません
か。この体験会では、専門のイン
ストラクターを講師に迎え、効果
的なウオーキングの方法を学ぶこ
とができます。
　また当日は、骨の健康度が分か
る『骨密度』の測定を行います。
自分の骨の状態を知り、運動や健
康づくりへ生かしていきましょう。

日　　時／11月7日㈮　10時～12時（受付：9時30分～10時）
集　　合／勤労者活動センター（雨天時は、同センター内にて体験
会を行います）

対　　象／市内在住の日頃からウオーキングに取り組んでいる方�
先着30人

講　　師／㈱マルシンク　健康運動指導士　薄井��啓�氏
参 加 費／無料　　申込期間／10月1日㈬～20日㈪
申込・問／健康増進課（☎内線347～349）
※申込者には後日、持ち物などの詳細を記載した通知を発送します。

胃がん検診・大腸がん検診を
受診しましょう

ＮＨＫ公開収録を
� 実施します

放射線・放射能に関する
セミナー・相談会

～金蛇水神社周辺コース ウオーキング体験会～
はじめてのウオーキンG

グ ～
ood ！ 参加者大募集
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2．インフルエンザ

予防接種に関するお知らせ

　予防接種法に基づき、高齢者の方のインフルエンザ感染による重症化を防止す
ることを目的とし、ワクチン接種費用の一部を公費負担します。接種の効果が表れ
るまで約2週間かかります。できるだけ12月中旬までに受けましょう。

①水痘
対象者／生後12月～生後36月の方（1歳の
誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで
の方）

接種回数／2回
　※�任意接種として既に接種したことがある
方は、残りの接種分が定期接種となります。

標準的な接種スケジュール／
　1回目：生後12月～生後15月の間
　2回目：�1回目接種日から6カ月後～12カ

月以内
特例措置／26年度に限り、生後36月に至っ
た日の翌日～生後60月の方（3歳の誕生
日当日から5歳の誕生日の前日までの方）
も定期接種の対象とし、1回接種すること
ができます。（既に接種したことがある方
は定期接種の対象外です）

料金／無料
実施場所／委託医療機関（【別表】参照）
留意点／
　・�水痘を発症したことがある方は接種する
必要はありません。

　・�接種回数、間隔等の確認のため、母子健
康手帳を必ずご持参ください。

実施期間／10月中旬～平成27年1月31日
対象者／・接種日現在で満65歳以上の方
　・�60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能また
は免疫機能に障害をお持ちの方で、接種を希望する方

※詳しくは主治医にご相談ください。

②高齢者肺炎球菌
定期接種の対象者／⑴今年度に各年齢となる方
　� 65歳：昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生の方
　� 70歳：昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生の方
　� 75歳：昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生の方
　� 80歳：昭和� 9年4月2日～昭和10年4月1日生の方
　� 85歳：昭和� 4年4月2日～昭和� 5年4月1日生の方
　� 90歳：大正13年4月2日～大正14年4月1日生の方
　� 95歳：大正� 8年4月2日～大正� 9年4月1日生の方
　100歳：大正� 3年4月2日～大正� 4年4月1日生の方
　101歳以上：大正3年4月1日以前の生まれの方
⑵ 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能また

は免疫機能に障害をお持ちの方で、接種を希望する方
　※�接種日現在で70歳以上の上記定期接種対象者以外の方は、
任意接種として接種することができます。ただし、その場合
は、市内委託医療機関（【別表】）のみでの接種となります。

接種回数／1回
　※�任意接種として既に接種したことがある方は、定期接種の対
象外です。

料金／自己負担5,000円（医療機関窓口に納入してください）
実施場所／委託医療機関（【別表】参照）
留意点／
　�過去に接種したことがある方は、前回の接種から5年以上間隔
をおく必要があります。（過去5年以内に接種したことがある
方は、注射部位の副反応が強く発現すると報告されています）

接種回数／1回
料金／自己負担1,000円（医療機関窓口に
納入してください）

実施場所／委託医療機関（【別表】参照）

※�生活保護受給者の方は、証明書を医療機関に提出した場合に限り接種負担金を減免します。
※�原発避難者特例法に基づく指定市町村から市内に避難している方も対象となります。（高齢者肺炎球菌の任意

接種を除く）
※�市外の医療機関で接種をご希望の方は、事前にご相談ください。

【別表】委託医療機関（50音順） 予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

※○印が付いた医療機関で接種できます。

【高齢者肺炎球菌の定期接種・インフルエンザの予防接種について】

医療機関名 電話番号 水痘 高齢者
肺炎球菌

インフル
エンザ

青木神経科内科クリニック 24-5501 ○ ○
あおば内科・胃腸内科クリニック 29-3741 ○ ○ ○
ありた総合内科クリニック 25-2561 ○ ○
石垣記念岩沼中央整形外科 22-5111 ○ ○
いたのこどもクリニック 29-4158 ○
板橋眼科医院 22-2611 ○
岩沼クリニック 25-6858 ○ ○
おなかのクリニック 25-6188 ○
佐藤医院 22-2848 ○ ○ ○
さとう純整形外科クリニック 25-4970 ○
スズキ記念病院 23-3111 ○ ○ ○

医療機関名 電話番号 水痘 高齢者
肺炎球菌

インフル
エンザ

西陵内科（予約制） 22-1818 ○ ○
丹野医院（耳鼻咽喉科） 22-2293 ○ ○
中川医院 22-2016 ○ ○ ○
なかやま整形外科クリニック 23-1639 ○ ○
脳外科内科すずきクリニック 25-6567 ○ ○
本郷医院 24-2100 ○ ○
緑の里クリニック 23-2678 ○ ○
森川こどもクリニック 25-2711 ○ ○ ○
森整形外科クリニック 22-1311 ○ ○
安田内科医院 22-2693 ○ ○
山本クリニック 22-2630 ○ ○

問／健康増進課（☎内線345・346）

1．水痘・高齢者肺炎球菌 　予防接種法の改正により、10月1日㈬から水痘と高齢者肺炎球菌
の予防接種が定期予防接種に導入されました。

～　　　　　　　　　　～
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