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48か月までのお子さん
できるだけ生後３か月から12か月までに
受けましょう。

午後１時30分～２時15分
●接種の際に医師と相談が必要なお子さん
次に該当するお子さんは、予診する医師の参考として診断
書が必要な場合もありますので、あらかじめ主治医とご相
談ください。
心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育障害などで治療や
指導を受けている　
前回の予防接種で２日以内に発熱、全身に発疹などのア
レルギ－とみられる症状があった　
今までにけいれんを起こしたことがある　
今までに免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある

●他の予防接種との間隔
前に三種混合、二種混合、日本脳炎、インフルエンザ、
Ｂ型肝炎(ＨＢワクチン)を受けたお子さんは１週間以上あ
けてください　
前にポリオ、麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘を受け
たお子さんは４週間以上あけてください
ＢＣＧ接種後、４週間は他の予防接種は受けられません

＊母子健康手帳と母子健康手帳別冊に折り込み
の予診票(白色→ツベルクリン､青色→ＢＣＧ)
は、記入して、別冊から切り離してお持ちく
ださい。予診票は会場にもあります

＊「予防接種と子どもの健康」の冊子をお持ちの
かたは読んでからおいでください

●ツベルクリンを受けられないお子さん
熱がある　 重い急性疾患にかかっている　 ま
ん延性の皮膚病にかかっている　 麻しんり患後４
週間を経過していない　 ツベルクリン反応検査に
おいて水ほうなどの強い反応を示したことがある
副じん皮質ホルモン剤を使用している

●ＢＣＧ接種を受けられないお子さん
熱がある　 重い急性疾患にかかっている
他の予防接種や外傷によるケロイドができやすい
その他、医師が不適当な状態と判断した場合

※混雑防止のため、できるだけ各地区の指定日に受けるよう、ご協力
をお願いします。ただし、指定日に３か月未満のお子さんは、でき
るだけ３か月以降の会場においでください。

実施会場
実　施　月　日
ツ反 ＢＣＧ
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浜田、下浜、豊岩

桜、桜ガ丘、桜台、大平台、太平
仁別、山内

御野場、御所野、四ツ小屋、大住、
仁井田

八橋、山王、茨島、広面、手形
手形山、新藤田、濁川、添川

新屋、寺内、大町、旭南、旭北

保戸野、中通、南通、千秋、高陽
東通、泉、川元、川尻、旭川
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飯島、将軍野、港北
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11月４日(火)

会場となる小学校

平成９年４月２日～10年４月１日に生まれたお子さん

午後１時20分～２時
①10月中旬に郵送する就学時健康診断票(通知)
②母子健康手帳
学事課tel(866)2243

対 象

用意する物

受付時間

大住、仁井田、横森、卸町、山手台、上北手

対象者

受付時間

用
意
す
る
物

将軍野、外旭川、各会場で指定
日に受けられなかったかた

６日(木) 八橋、東、大住、桜、保戸野

７日(金)

10日(月)

11日(火) 上新城、太平、下浜、飯島

12日(水)

13日(木)

＊入学期日および学校指定書などは、
就学時健康診断終了後に郵送します

四ツ小屋、下北手、高清水

築山、旭北、牛島、川尻、
仁井田

中通、旭南、土崎、
日新、勝平

旭川、港北、土崎南

下新城、浜田、豊岩、泉、
上北手、広面、外旭川

結核予防のために受けましょう。はじめにツベル
クリン反応検査の注射をし、２日後に判定して、陰
性の場合はＢＣＧを１回接種します。
お子さんは保護者かお子さんの健康状態を知って
いるかたがお連れください。接種は６会場で地区ご
とに行います。駐車場が狭いので、車での来場はご
遠慮ください。
今年４月から小・中学生に対するツベルクリン反

応検査・判定ＢＣＧ再接種が廃止されましたので、
この時期に忘れないで受けましょう。

反応検査

乳幼児の

月　日

広面、柳田、下北手

11月18日(火) 11月20日(木)

楢山、牛島

11月26日(水) 11月28日(金)

14日(金)
飯島南、寺内、御所野、
金足西、明徳

問い合わせ

来年小学校に入学するお子さんを対象に、右表
の日程で就学時健康診断を行います。対象になるお子さんには
通知しますので、住んでいる学区の小学校で受けてください。
ただし、山谷小学校区、木曽石分校区のお子さんは太平小学

校で、八田小学校区のお子さんは豊岩小学校で、金足東小学校
区のお子さんは下新城小学校で受診してください。
何らかの理由により学区以外の小学校で受診を希望するかた

は、就学時健康診断票が届いたあとにご連絡ください。

●健康管理課予防接種担当tel(883)1179

接種



胸部総合検診
(肺がんと結核)

今年の健診をまだ受けていないかたは、ぜひこの機会に受診
してください。市内に住民票があり、学校や勤務先で健診を受
ける機会のないかたが対象です。健康保険証を持っておいでく
ださい。なお、乳がん検診のみ１日先着100人です。事前の申し
込みは必要ありませんので、直接会場へどうぞ。初日は非常に
混み合いますので、２日目以降の受診をおすすめします。

◆胸部総合検診の喀痰
かくたん

細胞診検査は、次の①か②のいずれかに該
当し、希望するかたに行います。
①50歳以上で、喫煙指数(１日平均の喫煙本数×喫煙年数)が600
以上のかた②最近６か月以内に血の混じった痰がでたかた
◆子宮がん検診は、頸

けい

がん検診になります。

市保健所保健予防課tel(883)1172

実施日 11月４日(火)～７日(金)
会　場 市保健センター（八橋南一丁目)

「基本健康診査」「肝炎ウイルス検診」「大
腸がん検診」「乳がん検診」「子宮がん検診」
は、10月31日(金)まで、市内の受託医療機関
で受けられます。各医療機関に電話などで確
かめてから受診してください。詳しくは、広
報あきた８月８日号をご覧ください。

●胃がん検診を受けるかたは、前日の夜
８時から検診終了まで、飲食・喫煙を
避けてください。
●健康手帳、健康カードをお持ちのかた
は、ご持参ください。
●市が行う健康診査は、いずれも年１回
のみの受診となります。同じ健康診査
を重複して受診しないでください。

①70歳以上のかた
(昭和９年３月31日以前に生まれたかた)
「健康保険証」など、年齢を証明できる
ものをお持ちください
②生活保護世帯のかた
「医療のしおり」をお持ちください
③市民税が非課税の世帯のかた
平成15年度の「市民税・県民税課税(非
課税)証明書」をお持ちください
④秋田市の国民健康保険に加入しているかた
基本健康診査・胃がん検診が無料にな
りますので、「秋田市国民健康保険被
保険者証」をお持ちください

問い合わせ

対　象　者 受付時間 料　金

基本健康診査 7：30～10：00 1,800円

胃がん検診 7：30～10：00

7：30～10：00

900円

子宮がん検診

30歳以上の女性
昭和49年３月31日以前に生
まれたかた

来年3月31日までに、
16歳になるかたと
19歳以上のかた

40歳以上のかた
昭和39年３月31日以前に
生まれたかた

胸部X線は無
料、喀痰細胞診
検査は500円

7：30～８：30 1,100円

乳がん検診 7：30～８：30 600円

無
料
に
な
る
か
た

受
診
の
際
の
注
意
点

今年受けていないかたの

問い合わせ
保健予防課tel(883)1172

追加健康診査

節目検診
基本健康診査対象者のうち、
平成15年４月１日から平成
16年３月31日までに40歳・45
歳・50歳・55歳・60歳・65歳・
70歳になるかた
節目検診以外のかた
過去に肝機能異常を指摘さ

れたことのあるかた　 広範
な外科的手術を受けたことの
あるかた、または妊娠・分娩
時に多量に出血したことのあ
るかたで、定期的に肝機能検
査を受けていないかた　 基
本健康診査でALT(GPT)値に
より要指導とされたかた

実施する検診

肝炎ウイルス
検診

7：30～10：00 1,200円

追加健康診査

歯周疾患検診の委託医療機関に次の医療機関が追加になりました。
将軍野歯科診療所(将軍野南一丁目10-52) t e l (845)0863

10月中は医療機関で！！

歯周疾患検診 骨粗鬆
しょう

症検診
今年度40歳と50歳になるかた
(昭和38年４月２日～39年３月31日、昭和28
年４月２日～29年３月31日生まれのかた)

対象

検診料 500円

今年度40歳と50歳になる女性
(昭和38年４月２日～39年３月31日、昭和28
年４月２日～29年３月31日生まれの女性)

対象

検診料 1,000円

検診の対象者には、すでに受診券をお送りしています。まだ受けていないかたは、
受診券を持って10月31日(金)まで、お早めに受託医療機関へどうぞ。

15 広報あきた　10月10日号


