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▼問い合わせ…健康係　☎72-8295

▼実施期間…３月31日(月)まで

▼対象者…次に該当する市民で希望する人

(１)妊娠を予定または希望する女性。ただし、妊娠中の

人を除く

(２)妊婦の夫(内縁の夫および近く婚姻予定の妊婦の夫も

含む)。接種を希望する人には、市より接種助成券を交

付しますので同課健康係までご連絡ください

▼接種料金(市からの助成金3,000円を差し引いた金額で

す)

麻しん風しん混合ワクチン　6,534円

風しんワクチン　　　　　　3,132円

※生活保護世帯の人は市より無料券を

発行しますので健康係までご連絡くだ

さい。

○市民であることを確認するため、運

転免許証または保険証を医療機関に提示してください。

また、妊娠経験のある人は母子手帳をご持参ください。

▼実施医療機関　　※必ず事前に予約をしてください。

大人の風しん予防接種の
助成を行っています!!

医療機関名称 住所 電話番号

いしかわ内科クリニック 大堤南1-1-25 67-2288

いとう小児科クリニック さくら通り1-5-11 61-5155

及川放射線科内科医院 立花10-28-1 65-3811

黄木医院 上江釣子15-60-2 77-2211

小野寺こども医院 村崎野15-354-2 81-6660

かさい睡眠呼吸器クリニック 堤ケ丘1-9-32 61-6590

斎藤産婦人科医院 諏訪町2-6-37 64-2136

坂の上野田村太志クリニック 上野町4-2-15 65-1111

さやかクリニック 飯豊20-123-1 72-7228

柴田医院 新穀町1-6-10 61-5130

田郷医院 さくら通り3-14-25 72-7282

千田クリニック 大堤北1-5-8 71-2455

ちとせ医院 大通り2-1-22 63-3780

とどり小児科医院 大通り4-3-5 64-1603

根本小児科医院 芳町6-5 63-4687

花北病院 村崎野16-89-1 66-2311

日高見中央クリニック 北鬼柳22-46 61-0888

ひらのこどもクリニック 上江釣子17-219-1 71-5800

むらさきのクリニック 村崎野15-150-1 71-3555

茂木内科医院 本通り1-7-12 61-0222

立正堂医院 相去町西野32-1 67-2708

北上済生会病院 花園町1-6-8 64-7722

がん検診受診希望調査に
ご協力ください

　市は毎年、各種がん検診を実施しています。平成26

年度に実施予定の市の検診について、受診を希望するか

どうかの調査を行います。

　今回の調査は次の項目に該当する人が対象です。

①子宮頸
けい

がん検診
　平成３年１月１日～12月31日生まれの女性
②乳がん検診
　昭和46年１月１日～12月31日生まれの女性
③胃がん・大腸がん検診
　昭和53年４月２日～54年４月１日生まれの人
④肺がん検診
　昭和48年４月２日～49年４月１日生まれの人
⑤前立腺がん検診
　昭和38年４月２日～39年４月１日生まれの男性
⑥平成25年７月１日～12月31日までに転入した人
のうち、各検診の対象年齢にある人

◎今回の調査対象に該当しない人は…

　過去の調査で申し込みをした人や25年度の検診を受

診した人には、毎年の申し込みがなくても継続して受診

通知書を送付します。また、年齢によっては受診希望の

有無にかかわらず、通知書を送付する場合があります。

　なお、受診申し込みは電話などで随時受け付けていま

す。また、同一世帯に調査対象

者がいる場合は調査書にまとめ

て記入しても構いません。退職

や疾患の治療が終了したなどの

理由で新たに市の検診を希望す

る人は、気軽に健康係までお申

し込みください。

検診名 対象者

子宮頸
けい

がん検診
20歳以上で、和暦で偶数年(平成は奇数
年)生まれの女性

乳がん検診 40歳以上で、和暦で偶数年生まれの女
性

胃がん・大腸がん検診 35歳以上の人

肺がん検診 40歳以上の人

前立腺がん検診 50歳以上の男性

▼問い合わせ…健康係　☎72-8295

　調査対象者には順次、調査書を送付しますので、必要

事項を記入の上、健康係まで返送(返信用封筒を利用)ま

たはご持参ください。
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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。

※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

2/16
(日)

さくらデンタルクリニック
川岸2-10-25                        62-1110

休日当番薬局 (9:00 ～ 17:00）

とき 薬　　局 薬　　局

1/26
(日)

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

ニコニコ薬局
中野町1-10-29                      65-5551

2/2
(日)

フロンティア薬局北上店
村崎野17-171　　   　　 66-7121

ファースト調剤薬局
諏訪町2-5-42                        61-3023

2/9
(日)

さわやか薬局
立花10-48-7                        65-5000

つくし薬局　江釣子店
上江釣子15-135-3    　  　72-6646

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

2/11
(火)

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

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

2/16
(日)

まごころ薬局
上野町4-3-22                      61-6600

常盤台薬局
常盤台1-22-21                      61-2121

フロンティア薬局北上店
村崎野17-171　　   　　 66-7121

2/23
(日)

東北調剤薬局　むらさきの店
村崎野15-149-1                 62-5900

とちのき薬局
大通り3-8-12                        61-3886

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

とき 内科系 外科系

1/26
(日)

高橋医院
本通り3-2-46　    　　 　64-4159

小川医院中野町クリニック
中野町1-9-28　       　　　63-2939

2/2
(日)

小豆嶋胃腸科内科クリニック
本通り4-13-6   　　　      65-6006

斉藤整形外科
諏訪町2-6-41                        65-3441

2/9
(日)

及川放射線科内科医院
立花10-28-1   　　　 　   65-3811

みずかわ耳鼻咽喉科医院
上江釣子15-213                   72-6760

2/11
(火)

ひらのこどもクリニック
上江釣子17-219-1　　    71-5800

大内整形外科医院
本通り4-12-10                      63-7230

2/16
(日)

坂の上野 田村太志クリニック
上野町4-2-15                      65-1111

松浦脳神経外科
常盤台1-21-10                      65-2332

2/23
(日)

むらさきのクリニック
村崎野15-150-1                 71-3555

大野皮膚科医院
大曲町1-2           　　　　  64-6003

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

とき 施術所

1/26
(日)

大河原整骨院
本通り3-1-26    　　65-0104

2/2
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8   　       63-3725

2/9
(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 施術所

2/16
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1        73-5170

2/23
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61            77-3239

こころの健康相談(精神保健
相談)のご案内

　中部保健所では、こころの健康相談を行っています。

こころの病気、うつ病、眠れない、イライラして落ち着

かない、不安が強い、認知症、アルコールによる問題、

自殺などについてお悩みの人に、精神科医師による相談

を行います。

　相談できる人数に限りがありますので、あらかじめ、

電話・来所による予約が必要です。

▼会場・日程

北上会場：北上地区合同庁舎１階

２月５日(水)午後１時30分～３時30分

花巻会場：花巻地区合同庁舎２階

２月19日(水)、３月19日(水)午後２時～４時

遠野会場：遠野地区合同庁舎

３月６日(木)午後１時30分～３時30分

※相談日以外でも保健師による相談は受け付けています

ので、随時ご連絡ください。

▼費用…無料

▼予約先

中部保健所保健課　☎0198-22-2331

中部保健所北上分室　☎65-2732

ひきこもり家族相談会のご
案内

　｢ひきこもり｣は、さまざまな要因によって、自宅にこ

もりがちで社会参加することが少なくなっている状態の

ことをさします。ひきこもりの人に｢家族としてどう話

し掛け、どう接したらいいか分からない｣、そんな悩み

を抱えていませんか。中部保健所では、そのようなご家

族のために相談会を行っています。

▼とき…２月21日(金)午後１時30分～４時

※この日以外でも相談は受

け付けていますので、随時

ご連絡ください。

▼ところ…花巻地区合同庁

舎２階会議室

▼参加方法…下記までご相

談ください

中部保健所保健課

☎0198-22-2331(内線228)

休日当番歯科 (9:00 ～ 12:00）


