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月の予定など 　●問い合わせ
　　保健福祉部 保健課(81-2271

5 月の診療予定表
月 火 水 木 金
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― 中央通り
クリニックやない 石川医院 白岩医院 石塚医院

13 14 15 16 17

遠藤医院 春山医院 南東北
滝根診療所

かとうの
内科クリニック

のざわ内科
クリニック

20 21 22 23 24

青山医院 さいとう医院 大久保
クリニック 雷クリニック 大方病院

27 28 29 30 31

矢吹医院 橋本医院 秋元医院 まつざき内科
胃腸科クリニック せんざき医院

◆田村地方夜間診療所
　船引町船引字源次郎（福祉の森公園地内）　(81-2233
　受付時間…19:00 ～ 21:30　※土・日、祝日、お盆、年末年始は休診

※都合により担当医が変更になる場合があります。医師よって専門分野が違うた
　め、その日の担当医が対応できるか受診前にお電話ください。

◆福島県こども救急電話相談
　【受付時間】毎日、19:00 ～翌朝８:00
　・固定電話プッシュ回線・携帯電話から
　　(♯ 8000
　・固定電話アナログ回線などから
　　(024-521-3790

◆日曜休日夜間当番医案内
　(024-933-4000

急病時の問い合わせ先

AA田村ミーティング
●日　時　原則毎週土曜　13:30 ～ 15:00
※休みになる場合があります。
　下記の問い合わせ先へご確認のうえご参加ください。
●会　場　船引就業改善センター
●対　象　飲酒をやめたいと願う人・家族など
●内　容　断酒を成功させた方の話を聞くなど
問 AA 東北セントラルオフィス（ＴＣＯ）
　(022-276-5210（FAX 兼用）※ FAX は 24 時間受付
　・電話による受付時間：月・水・金の 13:00 ～ 16:00
　　【ホームページ】  http://www.cam.hi-ho.ne.jp/aa-jso/
AA…アルコール依存症からの回復を目的とした自助グループです。

こころの健康相談（相談無料、秘密厳守）
●日　時　15日（水）　13:30 ～ 15:30
●会　場　船引保健センター
●申　込　1 週間前までに保健課へお申し込みください。
※臨床心理士が相談に応じます。

◆福島県県中保健福祉事務所
　(0248-75-7800（代表）
　（月～金）※祝日を除く　8:30 ～ 17:15
　こころの健康、ひきこもり、アルコール問題、精
神障がい者の社会復帰などの相談のほか、エイズ、
肝炎への感染の検査、難病などの医療相談も行いま
す。

◆福島いのちの電話
　(024-536-4343
　（毎日）10:00 ～ 22:00
　「誰にもわかってもらえない」。そんな孤独と絶望
の中で苦しんでいる方、ひとりで悩まないで、お話
しください。

その他の相談先

こころとからだの健康相談

　
休日当番医・薬局

診療時間…9:00～ 18:00
※医療機関によっては 17:00 まで

福島医療情報ネットのホームページからも
検索することができます。
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◆その他病院に関する問い合わせ
　郡山消防本部通信指令課
　(024-933-4000

◆郡山市休日・夜間急病センター
　郡山市字上亀田 1-1（旧国立郡山病院跡）　
　(024-934-5656

診療時間 診療科目

休日
9:00
 ～ 17:00 内科・小児科・歯科

19:00
 ～ 22:00 内科・小児科

平日 19:00
 ～ 22:00 内科・小児科

　2（木・祝）
公立小野町地方綜合病院（小野町）
　　　　　　　　　　　　　(72-3181
ふくだや薬局（船引町）　　　(86-2013

1（水・祝）
船引クリニック（船引町）　　(82-0137
コスモ調剤薬局船引店（船引町）
　　　　　　　　　　　　　(81-2833

　3（金・祝）
まつえ整形外科（船引町）　　(81-1222
げんじろう調剤薬局（船引町）(81-1555

　4（土・祝）
三春病院（三春町）　　　　　(62-3131
さくら調剤薬局（三春町）　　(61-2555

　5（日）
青山医院（常葉町）　　　　　(77-2015
みはる調剤薬局ときわ店（常葉町）
　　　　　　　　　　　　　(61-5530　6（月・祝）
矢吹医院（三春町）　　　　　(62-3015
浜田薬局（三春町）　　　　　(62-2202

　12（日）
まつざき内科胃腸科クリニック（常葉町）
　　　　　　　　　　　　　(77-2870　19（日）
島貫整形外科（小野町）　　　(72-2722

　26（日）
都路診療所（都路町）　　　　(75-2003

5 月の健康検査・がん検診（集団検診）
【受付時間】7:30 ～ 9:30

地区 日 対象地区 会場

大越

22（水） 早稲川区 早稲川多目的交流センター

23（木） 牧野区・栗出区（上） 牧野多目的交流センター

24（金） 三洞区・栗出区（下）

おおごえふるさと館
26（日） 白山区

27（月） 中部区

28（火） 上北部北・町郷区

29（水） 東部区・西部区（下町）
大越農村婦人の家

30（木） 南部区・西部区（原洞）

都路 31（金） 8・9・10 区 都路保健センター

※健康診査・がん検診は市内どの会場でも受診できます。

日 時間 内容 会場

10（金）

13:30 ～ 15:00
ストレッチ

転倒予防体操
筋力トレーニング

など

船引保健センター

17（金） 滝根保健センター

24（金） 船引保健センター

31（金） 滝根保健センター

5 月の体操教室

　風しんに対する免疫を持たない世代を中心に、風し
んが流行しています。妊娠中、特に妊娠２０週ごろま
でに風しんにかかると、胎児も風しんウイルスに感染
し、先天性風しん症候群（難聴、心疾患、白内障、発
達障害など）の赤ちゃんが生まれることがあります。
　市では、先天性風しん症候群の発生予防とともに風
しん感染予防として、下記対象者の方に対し、風しん
抗体検査・ワクチン接種の一部助成を行っています。
●対象者
　■　妊娠を希望する女性
　■　妊娠をしている女性の配偶者（婚姻の届け出をし
　　ていないが事実上婚姻関係にある方）
　※ただし、過去に検査費用の助成を受けたことがあ
　　る方、風しんまたは麻しん風しん混合ワクチンの
　　どちらか２回の接種歴のある方は除く。
●請求手続き 
　医療機関を受診した後、次のものを用意のうえ、保
　健課に請求してください。 　 
　■　田村市任意風しん抗体検査・予防接種助成請求書
　　※保健課またはホームページで入手できます。
　■　抗体検査結果
　■　ワクチン接種済証（ワクチン接種をした方）
　■　領収書　　　■　印鑑
　■　振り込み先口座の写し（口座番号がわかるもの）
●その他
　申請・依頼書交付の手続きをせずに、直接医療機関
　に予約を入れて、検査を受けることができます。

大人の風しん抗体検査費用を助成します
　これまでの風しん対策では、乳幼児、妊娠を希望す
る女性等を中心に行ってきましたが、30 代から 50
代の男性の風しん患者が増えています。そこで、30
代から 50 代の男性を対象に、３年間限定で定期予防
接種を行います。
●対象者
　昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年４月１日までに
　生まれた方
●予防接種の流れ
　■　郵送されたクーポン券を医療機関に持参し、抗体
　　検査を受ける。
　■　抗体検査で抗体価が低かった方は、予防接種をす
　　る。
●検査料金
　■　抗体検査　無料
　■　予防接種　自己負担が発生する場合があります。
●医療機関
　抗体検査・風しん予防接種を取り扱う医療機関
●クーポン券について
　事業は 4 月 1 日から開始します。クーポン券は対
　象者に順次郵送されます。31 年度のクーポン券発
　送予定対象者は、昭和 47 年 4 月 2 日から昭和 54
　年 4 月 1 日までに生まれた方です。クーポン券が
　届く前に検査を希望する方は、検査費用は立て替え
　払いになります。詳しくは保健課までお問い合わせ
　ください。

風しん第５期定期予防接種のお知らせ

風しんを予防しましょう


