
保健福祉部健康増進課  ☎64ー2111㈹／ファクス65ー6039
健康管理センター      （内線3172～3179）
江釣子保健センター   （内線4161・4162） 保健コーナー保健コーナー
保健福祉部健康増進課  ☎64ー2111㈹／ファクス65ー6039
健康管理センター      （内線3172～3179）
江釣子保健センター   （内線4161・4162） 保健コーナー保健コーナー

－ 11 －平成23年８月2６日

　

　平成23年５月20日付けで政令などが改正され、ワ
クチンの副反応の問題で17年５月以降に接種の機会
を逃した人の対応を含めて、次のとおり実施します。

医療機関名 医療機関名
 安部医院　　          64-2927   千田クリニック    71-2455

 いしかわ内科クリニック
                                    67-2288

  ちとせ医院          
                                    63-3780

 いとう小児科クリニック
                                    61-5155

  とどり小児科医院
                                    64-1603

 いとう内科胃腸科医院
                                    64-1795

  中島医院
                                    65-6151

 岩手県立中部病院（小児科）
                                    71-1511

  根本小児科医院
                                    63-4687

 及川放射線科内科医院
                                    65-3811

  日高見中央クリニック
                                    61-0888

 小川医院中野町クリニック
                                    63-2939

  ひらのこどもクリニック
                                    71-5800

 小野寺こども医院
                                    81-6660

  むらさきのクリニック
                                    71-3555

 かさい睡眠呼吸器クリニック
                                    61-6590

  茂木内科医院
                                    61-0222

 斎藤産婦人科医院 
                                    64-2136

  芳野内科医院
                                    65-1811

 佐藤産婦人科小児科医院
                                    63-6262

  立正堂医院            
                                    67-2708

 柴田医院                  61-5130

　

　市では本年度、子宮頸
けい

がん予防ワクチンの接種費用

を全額公費で負担する事業を行います。

　全国的なワクチンの供給量不足により４月１日から

事業を開始できませんでしたが、供給量に一定のめど

がついたことから、７月下旬に対象者あて接種通知書

を送付しました。

　子宮頸がん予防ワクチンは任意接種で、希望者が受

けるワクチンです。接種を希望する人は必ず予約して

から受けてください。

○対象者

　平成７年４月２日～11年４月１日に生まれた北上
市民の女性(中学１年～高校１年に相当する年齢の人)

○接種回数

　３回(２回目は１回目から１カ月後、３回目は１回

目から６カ月後に接種）

○無料で接種できる期限

　平成24年３月31日まで
(期間中に合計３回の接種を完了させるためには、遅

くとも９月末までに１回目の接種を受けてください)

○実施医療機関

※どの医療機関で接種する場合でも、事前に予約が必

要です。

日本脳炎予防接種の実施

◎平成19年４月２日以降に生まれた人
・１期初回…満３歳になる月の下旬に通知

　　→６～28日の間隔を空けて２回接種
・１期追加…満４歳になる月の下旬に通知

　　→１期初回接種終了から１年後に１回接種

・２期…対象者は９歳以上13歳未満
　　　　現在のところ２期の個別通知は行ってい

　　　　ません。

※１期は、７歳６カ月までに終了してください。

◎平成７年４月２日～19年４月１日に生まれた人
　次のとおり取り扱いますので、母子手帳などで

接種状況を確認し、健康増進課にご連絡ください。

必要回数分の通知書を発行します。なお、対象年

齢は20歳未満です。
・１期(合計３回)の接種を１度も受けていない

場合、初回接種を６～28日の間隔を空けて２回、
初回接種終了から１年後に追加接種を１回受けて

ください。

・１期接種が不十分な(合計３回の接種が終了し

ていない)場合、６日以上の間隔を空けて残りの

回数の接種を受けてください。

・２期接種は、１期追加接種から６日以上の間隔

を空けて接種を受けてください。ただし、接種は

９歳に達してからとなります。

※平成７年４月２日～５月31日に生まれた人は、
法定接種の対象外ですが、17年度当時の予防接
種実施状況を考慮し、接種機会を確保するため

に北上市独自の公費負担の対象とします(ただし、

健康被害救済制度が異なります)。

　本年度は小学３、４年生が第１期の接種勧奨対象者

となりました。市から接種が完了していないと思われ

る回数分の通知書を送付しますので、母子手帳をよく

確認し、医療機関で接種してください。

▼問い合わせ…健康係　内線 3174

子宮頸がん予防ワクチン

▼問い合わせ…健康係
　　　　　　　 内線 3174
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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。

休日当番薬局 (9:00 ～ 17:00）

とき 施術所

9/4
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61         77-3239

9/11
(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）

とき 歯　　科

9/18
(日)

かじまち小原歯科医院
鍛治町2-13-20           63-4058

※３週目以外の日曜日には開
院している歯科があります。

休日当番歯科(9:00～12:00）

とき 薬　　局 薬　　局

9/4
(日)

コノハ薬局
大通り2-396　                   61-0575

あさひ薬局北上店
花園町1-7-8　                   61-2838

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

9/11
(日)

佐藤薬局
本通り1-8-33　                  63-3141

おおぞら薬局
柳原町4-15-29　              65-2202

中央調剤薬局県立中部病院前
村崎野17-22-1     　　　  68-4976

9/18
(日)

フジ調剤薬局
上江釣子15-57-2　           71-5505

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

9/19
(月)

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

はなぞの調剤薬局
花園町1-1-35　                 65-3361

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　             81-4545

9/23
(金)

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

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1　　　    71-1780

9/25
(日)

ウィル調剤薬局
上江釣子7-97-1　             71-5533

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

中央調剤薬局県立中部病院前
村崎野17-22-1     　　　 68-4976

とき 内科系 外科系

9/4
(日)

いとう内科胃腸科医院
大通り3-1-9                        64-1795                

斎藤医院
川岸3-21-38       　            64-0021

9/11
(日)

茂木内科医院
本通り1-7-12　　　         61-0222

大内眼科クリニック
柳原町4-17-39                   64-0100

9/18
(日)

黄木内科医院
上江釣子15-60-2　　　  77-2211

斎藤産婦人科医院
諏訪町2-6-37　　             64-2136

9/19
(月)

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

山内耳鼻咽喉科医院
諏訪町1-4-45　　             63-8833

9/23
(金)

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

前田皮膚科医院
新穀町2-1-17                      64-0770

9/25
(日)

すがい胃腸科内科クリニック
上江釣子7-98-1                  71-5577

小田島眼科
黒沢尻2-2-23                      65-5600

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

とき 施術所

9/18
(日)

とどり接骨院
鬼柳町都鳥38-1       67-5210

9/25
(日)

小原整骨院
村崎野17-35-74       66-6626

秋のポリオ予防接種日程表
とき と　こ　ろ 対象行政区

10/3
(月)

健康管理センター附属館 黒沢尻３・４・７・８・11・12・24・25区

藤根地区交流センター 藤根・長沼・後藤区

10/4
(火)

飯豊地区交流センター 飯豊１～４区・10区

立花地区交流センター 黒沢尻16～18区、黒岩・口内・稲瀬区

10/5
(水)

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻15・19区

和賀町総合福祉センター 横川目・竪川目・仙人・岩沢・
山口・岩崎・新田・煤孫区

10/6
(木)

北上市総合福祉センター 黒沢尻23区、飯豊５・６・８区

相去９区ふれあい会館 相去８～11区

10/7
(金)

黒沢尻東地区交流センター 黒沢尻14・20・27区

鬼柳地区交流センター 鬼柳区

10/11
(火)

健康管理センター附属館 黒沢尻５・６・９・13・26区

二子地区交流センター 飯豊７・９区、二子・更木区

10/12
(水)

江釣子保健センター 江釣子８～17区

相去地区交流センタ－ 相去１～７区

10/13
(木)

北上市総合福祉センター 黒沢尻１・２・22区

江釣子保健センター 江釣子１～７区

10/14
(金) 北上市総合福祉センター 黒沢尻10・21区

・受付時間…午後１時～１時30分
・接種対象者…平成22年７月１日～23年６月30日生
まれの人、および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

※22年７月１日～23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…健康係　内線 3174

沿岸被災者のがん検診を
無料で実施します

　東日本大震災の義援金を活用して、沿岸などから市

内に避難している皆さんの体調管理に役立てるため、

各種がん検診を無料で実施します。

　市で把握している対象者には既に受診希望調査を送

っています。避難している人で希望調査票が届いてい

ない場合にはご連絡ください。実施する検診は、胃が

ん(35歳以上)、大腸がん(35歳以上)、乳がん(40歳以上
の女性)、子宮がん(20歳以上の女性)、結核・肺がん
(40歳以上)、前立腺がん(50歳以上男性)です。
▼問い合わせ…健康係　内線 3173


