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　｢体の調子が悪いから、検診を受けたいです｣と問い合わせをいただくことがありますが、本来、検診は自覚

症状の無い人が受診するもので、がんなどの疾患を早期に発見して治療につなげていくことが目的です(体の調

子が悪い場合は、早めに医療機関で診察を受けましょう)。

　市では、次のがん検診を実施しています。

あなたはがん検診を受けていますか？

★大腸がん検診
　大腸がん検診は35歳以上の人が対象で、２日分
の便をとり潜血反応の検査をします。

　検査容器は、胃がん集団検診の会場と実施医療機

関窓口で配布しています。

　例年、検査容器を受け取ったまま検査を受けない

人が大勢いますので、忘れずに提出しましょう。

▼問い合わせ…健康増進課健康係　内線 3172～3174

★肺がん検診
　肺がん検診は40歳以上の人が対象で、レントゲ
ン写真撮影により検査を行います。

　特定健診と同じ会場で実施していますので、皆さ

んセットで受診しましょう。

★乳がん・子宮がん検診
　乳がん検診は40歳以上、子宮がん検診は20歳以
上の女性が対象です。検診は隔年受診で、今年の検

診は和暦で偶数年生まれ(平成は奇数年生まれ)の人

が受診できます。

　近年、若年層でのがんの発見もありますので、年

齢に関係なく毎回受診し、疾患の早期発見・早期治

療につなげましょう。

　胃がん検診は35歳以上の人が対象で、公民館などで受診
する集団検診と、医療機関で受診する個別検診の二通りの方

法があります。このうち、集団検診は８月29日(日)で全地区
の巡回が終了します(個別検診は９月１日から11月30日まで
実施)。

　しかし、時間がとれずに受診できなかった人もいるかもし

れません。そこで、まだ受診していない人を対象に次の日程

で検診を行います。

　胃がんは早期に治療すればほとんどが治ります。自覚症状

がないうちに検診を受け、早期発見につなげましょう。

　前立腺がん検診は50歳以上の男性が対象で、血
液で前立腺がんを発見するPSA検査を行います。前

立腺がんは初期にはほとんど症状がありません。自

分で早期発見するのは難しいがんなので、年に１回

は受診しましょう。

★前立腺がん検診

★胃がん検診

※受診希望は随時受け付けていますので、下記までご連絡ください。

※通知書が届いた人で本年度市の検診を希望しない人は、通知書に理由を書いて返送いただくか、健康増進課

までご連絡をお願いします。

▼受 付 時 間…午前６時～８時

▼対 象 者…35歳以上の市民(本年度胃がん検診を受けていない人)
▼集団検診受診料…36～69歳の人・・・1,400円、長寿医療制度加入者・・・500円
　　　　　　　　　本年度35歳の人・生活保護・市民税非課税世帯の人・・・無料

日　　時 場　　所

９月４日(土) 和賀町保健センター

９月５日(日) 健康管理センター附属館

９月25日(土) 江釣子保健センター

９月26日(日) 健康管理センター附属館

　　通常、平日は検診車１台で検診をしていますが、この４日間は各会場とも３台配置して皆さんの

　受診をお待ちしています。

日　程
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休日当番医などは変更になることが
あります。あらかじめ電話で確認の
上、保険証をお持ちください。

とき 施術所

8/29
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8      　　63-3725

9/5
(日)

斎藤整骨院
大曲町8-27                65-4531

9/12
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16 　  66-5321

9/19
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61         77-3239

9/26
(日)

大和接骨院
常盤台1-20-1　　   63-8611

日曜日当番整骨院 (9:00 ～ 17:00）

※３週目以外の日曜日には開院
している歯科があります。

とき 歯　　科

9/19
(日)

村上歯科医院
大堤北2-9-3        67-4057

休日当番歯科(9:00～12:00）

休日当番薬局 (9:00 ～ 17:00）
とき 薬　　局 薬　　局

8/29
(日)

菊屋薬局
花園町1-5-7                        63-3406

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1                 71-1780

9/5
(日)

しらゆり薬局
本石町2-1-47                      63-7575

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                     66-7121

9/12
(日)

ひかり調剤薬局
黒沢尻2-2-25                      63-6041

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　　　    81-4545

9/19
(日)

おおぞら薬局
柳原町4-15-29　　           65-2202

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1　　　    71-1780

9/20
(月)

あい薬局村崎野店
村崎野15-354-3                 71-1101 

おおぞら薬局
柳原町4-15-29　　           65-2202

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                     66-7121

9/23
(木)

あんず薬局
上江釣子17-218-2             71-5665

くるみ薬局
上江釣子16-151-1             72-5017

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　　　    81-4545

9/26
(日)

ツルハドラッグ大堤薬局
大堤南1-1-24　　　   　 67-6324 

つくし薬局大堤店
大堤北1-6-30　　　         67-0211

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1                 71-1780

とき 内科系 外科系

８/29
(日)

柴田医院
新穀町1-6-10                     61-5130

たまだ江釣子クリニック
上江釣子16-129-1            77-5656

９/５
(日)

山岡胃腸科内科医院
本石町2-1-45　                 63-5770

佐藤産婦人科小児科医院
新穀町1-5-28　                 63-6262

９/12
(日)

芳野内科医院
本通り1-3-22                     65-1811

小田島眼科
黒沢尻2-2-23　　             65-5600

９/19
(日)

なるいクリニック
柳原町1-1-41  　               64-1022

まゆみ皮フ科クリニック
柳原町4-15-26　     　      61-5220

９/20
(月)

小野寺こども医院
村崎野15-354-2       　     81-6660

ささもり耳鼻咽喉科医院
柳原町3-11-16              　 64-6644

９/23
(木)

ひらのこどもクリニック
上江釣子17-219-1      　  71-5800

菅整形外科医院
上江釣子16-51-2　           77-5110

９/26
(日)

いしかわ内科クリニック
大堤南1-1-25  　               67-2288

千田クリニック
大堤北1-5-8                        71-2455

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

秋のポリオ予防接種日程表
と　き と　こ　ろ 対象行政区

10月４日
(月)

健康管理センター附属館 黒沢尻３・４・７・８・11・12・24・25区

和賀町総合福祉センター 横川目・竪川目・仙人・岩沢・山口・煤孫区

５日
(火)

北上市総合福祉センター 黒沢尻23区、飯豊５・６・８区

二子地区交流センター 飯豊７・９区、二子・更木区

６日
(水)

北上市総合福祉センター 黒沢尻１・２・22区

立花農業者トレーニングセンター 黒沢尻16～18区、黒岩・口内・稲瀬区

７日
(木)

飯豊地区交流センター 飯豊１～４区・10区

市民相去体育館 相去１～７区

８日
(金)

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻14・20・27区

和賀町保健センター 藤根・長沼・後藤・岩崎・新田区

12日
(火)

健康管理センター附属館 黒沢尻５・６・９・13・26区

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻15・19区

13日
(水)

江釣子保健センター 江釣子１～７区

鬼柳地区交流センター 鬼柳区

14日
(木)

江釣子保健センター 江釣子８～17区

相去９区ふれあい会館 相去８～11区

15日
(金) 北上市総合福祉センター 黒沢尻10・21区

特定健診は医療機関でも

受診できます

・受付時間…午後１時～１時30分

・接種対象者…平成21年７月１日～22年６月30日生

まれの人、それ以前に生まれた７歳６カ月未満の人で

まだ２回接種していない人。

※21年７月１日～22年６月30日生まれの人には、９

月中旬ごろ通知書を発送します。通知書が届かなかっ

た人、なくした人は、母子手帳を持って直接会場にお

越しください。

▼問い合わせ…健康増進課健康係　内線 3174

　特定健診は、40歳以上の人を対象に医療保険ごと

に実施されていますが、北上市国民健康保険の人は市

内の指定医療機関でも受診することができます。

　集団健診の日程が合わない人や、かかりつけ医での

検診を希望する人はぜひご利用ください。

　詳しくは、特定健診受診券と一緒にお送りしている

医療機関一覧表をご覧いただくか、健康増進課まで問

い合わせください。

▼問い合わせ…健康増進課健康係　内線 3172～3174


