
かしこく歳を
重ねるための豆豆知識
くらし ・ 健康づくりに役立つ情報をお届けします！

問  長寿介護課 ☎ 72-8221

子宮頸がん予防ワクチン接種を再開します

　子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの接種は、平成25

年から国による積極的な勧奨が一時的に差し控えら

れていましたが、この度再開されましたので対象者

へ接種通知書を送付します。市の本年度の送付対象

者と送付時期は下記のとおりです。HPVワクチンは

３回の接種が必要です。

　すでに接種通知書がある人は、お持ちの接種通知

書で接種可能です。

■問い合わせ…健康づくり課☎72-8295

カレンダーで健康長寿の習慣づくりを
　感染症や天候の影響で不活発な暮らしになっていませんか？ 

活発な暮らしづくりを応援する、いきいき応援カレンダーはい

かがでしょうか。フレイ

ル(虚弱状態)予防に役

立つ『健幸マメ知識』を

掲載していますので、毎

月無理なく健康長寿の習

慣づくりができます。

　カレンダーは市のホー

ムページからダウンロー

ドできるほか、同課また

はお近くの地域包括支援

センターで配付していま

す。

北上医師会コラム  

「いぼ｣ってなんだろう？

いわゆる｢いぼ｣という言葉は、皮膚の表面から盛り

上がる小さなできもの全般に対して用いられる俗称で

す。最も多いのはウイルス感染でできる｢いぼ」で、ウ

イルス性疣
ゆうぜい

贅と呼ばれます。

ウイルス性疣贅の中にも、見た目の違ういくつかのタ

イプがあります。よく見かけるのが手足にできることが

多い尋常性疣贅です。これはヒト乳頭腫ウイルスと呼ば

れるウイルスが皮膚に感染してできます。小さいお子さ

んのお腹や脇など、皮膚がこすれ合う場所にできること

が多い光沢がある白いプツプツは｢みずいぼ｣であるこ

とが多く、ポックスウイルスというウイルス感染症です。

ウイルス感染症に共通する厄介な点は、ウイルスが常

に変異を繰り返し増殖するため、特効薬を作ることが非

常に難しいということです。このため、「いぼ｣が大き

くなり数が増えてしまうと、治療には非常に時間がかか

ります。どんな病気にも共通して言える事ですが、早期

発見･早期治療が非常に大事になってきます。

最後に、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息

を願っています。

(みやもと皮ふ科クリニック　院長　宮本章弘)

対象者 接種期限 通知時期

定期接種対象者

…中学１年～高校１年生相当

の年齢の女子で、HPVワクチ

ンを１回も接種していない人

高校１年生相

当の年度の３月

31日まで(平成

18年４月２日～

20年４月１日

生まれの女子は

令和７年３月

31日まで）

５～６月頃

積極的勧奨を控えていた時期

に定期接種対象であった人

…平成９年４月２日～18年４

月１日生まれの女子で、HPVワ

クチンの接種を３回終了して

いない人

令和７年３月

31日まで
７月頃
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日曜日当番整骨院(9時～17時）

休日当番歯科(9時～12時）

月日 施　術　所 月日 施　術　所

4月24日 
㈰

髙橋整骨院 5月15日 
㈰

山内接骨院

下江釣子11-53-1 ☎73-5170 有田町11-20 ☎63-6505

5月1日 
㈰

きくち整骨院 5月22日 
㈰

うえのまち整骨院

村崎野24-20-16 ☎66-5321 上野町三丁目3-2 ☎61-4221

5月8日 
㈰

とどり接骨院 5月29日 
㈰

大河原整骨院

鬼柳町都鳥38-1 ☎67-5210 本通り三丁目1-26 ☎65-0104

月日 施　術　所 月日 施　術　所

4月29日 
(金･祝)

はなえ歯科医院 5月5日 
(木･祝)

スマイリーキッズ・デンタルケア

上江釣子17-93 ☎72-5545 九年橋三丁目7-22 ☎65-6011

5月3日 
(火･祝)

ファミリー歯科医院 5月15日 
㈰

本石町歯科医院

北鬼柳19-83-1 ☎77-4182 本石町一丁目1-18 ☎64-4100

5月4日 
(水･祝)

二子歯科医院

二子町鳥喰201 ☎66-3431

休日当番医(9時～17時） 休日当番薬局(9時～17時）

月日 当　番　医

4月24日 
㈰

小豆嶋胃腸科内科クリニック みやもと皮ふ科クリニック

本通り四丁目13-6 ☎65-6006 柳原町五丁目12-9 ☎62-4112

4月29日 
(金･祝)

やご内科・循環器クリニック ひらのこどもクリニック

上野町五丁目５ ☎72-7717 上江釣子17-219-1 ☎71-5800

5月1日 
㈰

及川脳神経内科クリニック 大内整形外科医院

立花10-28-1　 ☎65-3811 本通り四丁目12-10 ☎63-7230

5月3日 
(火･祝)

しゅういちろう内科クリニック いとう小児科クリニック

村崎野17-167-3 ☎72-6567 さくら通り一丁目5-11 ☎61-5155

5月4日 
(水･祝)

坂の上野田村太志クリニック 根本小児科医院

上野町四丁目2-15 ☎65-1111 芳町6-5 ☎63-4687

5月5日 
(木･祝)

日高見中央クリニック 小野寺こども医院

北鬼柳22-46 ☎61-0888 村崎野15-354-2 ☎81-6660

5月8日 
㈰

きたかみ駅前内科クリニック 松浦脳神経外科

大通り一丁目3-1 ２階 ☎61-3372 常盤台一丁目21-10 ☎65-2332

5月15日 
㈰

立正堂医院 きたかみ皮膚科スキンケアクリニック

相去町西野32-1 ☎67-2708 大曲町1-2 ☎64-6003

5月22日 
㈰

さくらの内科クリニック 安部医院

大曲町7-20 ☎61-5060 大通り一丁目11-23 ☎64-2927

5月29日 
㈰

みなみ内科クリニック 大内眼科クリニック

鬼柳町荒高35-1 ☎62-3730 柳原町四丁目17-39 ☎64-0100

月日 当　番　医

4月24日 
㈰

つくし薬局柳原店 銀河薬局村崎野店

柳原町五丁目12-16 ☎62-5611 村崎野17-171 ☎66-7121

4月29日 
(金･祝)

とんぼ薬局 さくら薬局北上村崎野店

上野町五丁目1-14 ☎61-0101 村崎野17-170-2 ☎81-4545

あんず薬局 すずらん薬局

上江釣子17-218-2 ☎71-5665 北鬼柳22-36-11 ☎61-2277

5月1日 
㈰

さわやか薬局 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店

立花10-48-7 ☎65-5000 村崎野17-22-1 ☎68-4976

5月3日 
(火･祝)

すくらむ薬局 サンケア薬局県立中部病院前店

さくら通り一丁目5-7 ☎61-3388 村崎野17-167-1 ☎62-3331

5月4日 
(水･祝)

まごころ薬局 銀河薬局村崎野店

上野町四丁目3-22 ☎61-6600 村崎野17-171 ☎66-7121

ひまわり薬局

芳町7-20 ☎63-6877

5月5日 
(木･祝)

すずらん薬局 さくら薬局北上村崎野店

北鬼柳22-36-11 ☎61-2277 村崎野17-170-2 ☎81-4545

あい薬局村崎野店

村崎野15-354-3 ☎71-1101

5月8日 
㈰

常盤台薬局 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店

常盤台一丁目22-21 ☎61-2121 村崎野17-22-1 ☎68-4976

5月15日 
㈰

ほのぼの薬局 銀河薬局村崎野店

相去町相去51 ☎71-2727 村崎野17-171 ☎66-7121

とちのき薬局

大通り三丁目8-12 ☎61-3886

5月22日 
㈰

かたくり薬局 さくら薬局北上村崎野店

大通り四丁目3-1 ☎61-3351 村崎野17-170-2 ☎81-4545

いずみ薬局

青柳町一丁目5-10 ☎63-7353

5月29日 
㈰

日本調剤北上薬局 中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店

鬼柳町荒高33-1 ☎62-7272 村崎野17-22-1 ☎68-4976

おおぞら薬局

柳原町四丁目15-29 ☎65-2202

※発熱がある場合は、事前に電話相談の上、受診してください。
　休日当番医などは変更になることがあります。
　保険証を忘れずに持参してください。

※第３週目以外の日曜日には開院している歯科があります。電話連
絡の上、受診してください。

　発熱などの症状がある場合は、受診をお断りすることがあります。

こども救急電話相談実施中
岩手県医師会が運営する夜間のお子さんの病気や応急処置につ

いての窓口です。看護師がアドバイスします。

♯8000 または ☎019-605-9000(年中無休 19時～23時)

健康こども部健康づくり課／新穀町一丁目4-1ツインモールプラザ西館 健康こども部健康づくり課／新穀町一丁目4-1ツインモールプラザ西館 hh
ほ っ こほ っ こ

oKkooKko　　☎☎　72-8295～8297　　72-8295～8297　  65-3834 65-3834

新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクト･チーム　新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクト･チーム　☎ ☎ 72-8340　72-8340　  65-3834 65-3834
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