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　市は、４月から子宮頸がん予防ワクチンの接種を

対象である中学１年生から高校１年生相当の年齢の

人にご案内してきましたが、問題視されている副作

用のリスクについて解明されていない部分が多いこ

とから、国の決定に基づき、今後市より個別に対象

の人に対して積極的なご案内はしないこととなりま

した。　

子宮頸
けい

がん予防ワクチンに
ついてのお知らせ

　風疹は一度かかると免疫を獲得し、その後一

生かかることはありません。以前は幼少期にか

かることが多かったのですが、最近は風疹への

免疫をもたないまま成人となる人が増えていま

す。

　成人の風疹感染において特に問題となるのは

妊娠初期に初めて感染するケースです。その場

合、未完成の胎盤を通じて胎児へウイルスが移

行してしまいます。それにより先天性風疹症候

群と呼ばれる先天異常が発生することがあり、

生まれた赤ちゃんが白内障、心疾患、難聴など

重い障害を患うことになってしまいます。

　先天性風疹症候群を予防するためには、妊娠

前に風疹への免疫を獲得することが一番ですの

で、今後妊娠の可能性がある女性は医療機関に

て風疹に対する免疫があるかどうかを確認し、

なければ風疹ワクチンを接種することが望まし

いです。ただし、風疹ワクチンは妊娠中に打つ

ことはできませんので、すでに妊娠中の人で風

疹に対する免疫がないことが分かった場合に

は、人込みを避ける、感染者に近づかない、と

いった注意が必要になります。そして、次回の

妊娠に備えて産後に風疹ワクチンを接種した方

がよいとされています。

▲

協力…(社)北上医師会　

                 ☎ 63-4518

先天性風疹
しん

症候群

◆今後も接種を希望する人は変わらず

　　　　　無料で接種いただくことができます◆
　子宮頸がん予防ワクチンの接種は、現在、法律で

接種を定められている定期接種に位置付けられてい

ますが、今後もこの点は変わりありません。対象の

人は今後も無料で接種いただけます。

　また、万が一の副作用などが発生した場合の健康

被害救済制度 ( 国による補償 ) についても他の麻し

ん・風しん混合ワクチンや２種混合ワクチンの接種

といった定期接種同様に適用の対象となります。

　

　子宮頸がん予防ワクチンの接種にあたっては、市

より送付した接種通知書同封の説明書に必ず目を通

していただくようお願いします。子宮頸がん予防ワ

クチンについてはまれに重い副反応が起こることが

あります。現在、因果関係は不明ながら、持続的な

痛みを訴える重篤な副反応が国に報告されており、

その発生頻度については国で調査中です。これらの

リスクについて充分に認識したうえで接種いただく

ようお願いします。

◆接種にあたっては有効性とリスクを
　　　　　　　理解したうえで受けてください◆

がん検診啓発シリーズ　vol.1 子宮がん検診
　子宮がん検診、きちんと受けていますか。

　２年に一回の検診ということもあり、つい忘れが

ちになってしまいますよね。

　今、20 代から 30 代を中心に、子宮がんの罹患者

が増えています。早期発見・早期治療のためにも、

２年に一度の機会にしっかり受診しましょう！！

◆本年度の受診対象者◆
  　20歳以上、和暦で奇数年生まれの女性

　  (平成生まれは偶数年)

◆個別検診◆
　市より送られた通知書を持参し、受診していただ
きます。

◆集団検診◆

　集団検診会場にて医師の診察を受けていただきま
す。40歳以上の場合は乳がん検診とセットで受診
することができます。

病院名 電話番号

斎藤産婦人科医院 64-2136
佐藤産婦人科医院 63-6262
さやかクリニック 72-7228

個別検診実施医療機関

お医者さんからの
健康アドバイス vol.1

　問い合わせ　健康増進課健康係　☎72-8295

　問い合わせ　健康増進課健康係　☎72-8295
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※休日当番医などは変更になることがありますので、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

6/30
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1       73-5170

7/7
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8  　　　 63-3725

7/14
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16         66-5321

7/21
(日)

とどり接骨院
鬼柳町都鳥38-1         67-5210

7/28
(日)

小原整骨院
村崎野17-35-74         66-6626

日曜日当番整骨院 (9:00 ～ 17:00）

とき 歯　　科

7/21
(日)

及川歯科医院
川岸4-11-22   　 　   65-3334

※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

6/30
(日)

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

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171　　　　　 66-7121

7/7
(日)

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

リリィ薬局北上店
飯豊20-123-1　　　　　  72-6691

7/14
(日)

キセキレイ薬局
上江釣子15-57-2　　　    72-7735

ひかり調剤薬局
黒沢尻2-2-25          63-6041

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171　　　　　 66-7121

7/15
(月)

かたくり薬局
大通り4-3-1　　　　        61-3351

中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17-22-1 　　　  　 68-4976

7/21
(日)

ウィル調剤薬局
上江釣子7-97-1　　　　  71-5533

銀河薬局北上店
町分18-88-1　　　　　    72-6388

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

7/28
(日)

さくら調剤薬局
若宮町2-2-39          63-8822

あんず薬局
上江釣子17-218-2      71-5665

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171　　　　　 66-7121

　

　市は、本年度18歳になる人 (高校３年生相当) を対象に日本脳炎予防接種のご案内をしています。

　日本脳炎の予防接種については、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から

21年度まで、ご案内を行いませんでした。このため、平成７～18年度に生まれた人は、日本脳炎の予防接種が不

十分になっていることがあります。

　しかし、現在は新たなワクチンが開発され、通常通り日本脳炎の予防接種を受けられるようになっています。市

は、こうした経緯により日本脳炎の予防接種が不足している人に対し、順次接種のご案内を行っています。平成25

年度は、18歳になる人 (高校３年生相当) に個別に日本脳炎の予防接種無料券 (予防接種通知書) を送付しています。

ご自宅に届きましたら、すぐに医療機関にて接種されるようお願いします。

とき 内科系 外科系

6/30
(日)

茂木内科医院
本通り１-7-12　   　　 61-0222

前田皮膚科医院
新穀町2-1-17　　 　        64-0770

7/7
(日)

田郷医院
さくら通り3-14-25        72-7282

さやかクリニック
飯豊20-123-1 　　　　　72-7228

7/14
(日)

黄木内科医院
上江釣子15-60-2　　    77-2211

小田島眼科
黒沢尻2-2-23 　　　         65-5600

7/15
(月)

とどり小児科医院
大通り4-3-5 　　            64-1603

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

7/21
(日)

すがい胃腸科内科クリニック
上江釣子7-98-1　　　  71-5577

わたなべ脳神経外科クリニック
町分18-96-1 　　　　　  65-5777

7/28
(日)

ちとせ医院
大通り2-1-22　　           63-3780

藤田眼科医院
上江釣子17-204　　         71-5222

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

Ｑ１

～ 本年度18歳になる人(高校３年生相当) へ ～

日本脳炎の予防接種を済ませましょう ! !

　日本脳炎予防接種は１期初回(２回)→１期追加(１回)→２期(１回)の計

４回の接種で完了します。今回ご案内の対象となる本年度18歳になる

人については、４回目の接種にあたる｢第２期｣の接種が不足している場

合が多いです。保護者の皆さんは再度母子手帳で接種歴を確認してくだ

さい。

　通知書の再発行などにつきましては健康係までご連絡ください。

がん検診啓発シリーズ　vol.1

　問い合わせ　健康増進課健康係　☎72-8295


