
　体と心の健康を維持するためには日頃から
適度な運動を続けて、毎日の食事や自分の体調
の変化に気を付けることが大切です。気になる
ことがあるときには、すぐに相談しましょう。

健康相談

行　　事 実施日 時　間 会場 申込先・詳細

健康相談　当日直接� 月･水･金曜日
10:00

～

11:30 保
健
セ
ン
タ
ー

健康推進課
☎45-6610

女性のための健康相談�当日直接 12日（金）
  9:30

～

16:00

体脂肪と筋肉量の測定�当日直接 19日（金）

メタボリック・ダイエット相談�当日直接 26日（金）

からだと食事の健康相談� 予 約 � 月～金曜日

勤労者の
ための　
健康相談

予 約

整形外科・リハビリ科
安藤　　淳　医師  3 日（水）

18:30

～

20:30

保
健
セ
ン
タ
ー

室蘭地域産業
保健センター
☎45-4393

全科
村井紀太郎　医師 11日（木）

内科・消化器科
近藤　哲夫　医師 17日（水）

内科・消化器科・
循環器科・呼吸器科

下地　英樹　医師
25日（木）

心の健康相談� 予 約  9 日（火） 午　後
室蘭保健所健康推進課
精神保健福祉係
☎24-9847

無料

診療日 診　　療　　所
 7 日(日) いしい歯科　　　東町2-22-6 ☎44-3367
14日(日) いちはし歯科　　本輪西町3-6-13 ☎55-4323
21日(日) 岩倉歯科　　　　水元町12-6 ☎45-7117
28日(日) 宇賀歯科医院　　中央町2-9-10 ☎22-6989

休日歯科救急医療
9：00～11：00

　65歳以上の人が対象です。汗拭き用タオル
と飲み物を持参し、動きやすい服装と靴で当日
直接お越しください。いずれも２時間程度です。
日　　時 会　　場

 2 日（火）10:00
寿町町会会館
幌萌町会館

 3 日（水）10:00 母恋会館

 5 日（金）10:00
日の出町三丁目町会会館
白鳥台会館

 8 日（月）10:00
高砂町会館
天神町会館

10日（水）10:00
瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館

11日（木）10:00 港北町会館

12日（金）
10:00 絵鞆町会館
13:30 中島会館　

15日（月）14:00 道営常盤団地集会室

16日（火）10:00
本町会館
市民会館

17日（水）
10:00

港南町会館
室蘭工業大学大学会館

13:30 舟見町会館
18日（木）10:00 高砂第三会館

19日（金）10:00
知利別町楽山ヶ丘自治会会館
八丁平町会会館

22日（月）10:00 保健センター
23日（火）10:00 御崎町会館　
24日（水）10:00 柏木町会館

25日（木）
10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館

26日（金）10:00 本輪西会館（消防支署隣）

介護予防講座
「えみなメイト」
《詳細》健康推進課�☎45-6610

無料

糖尿病教室

月の健康講座6

　がんと診断を受けたことのある人とその家族が対象
です。一人で悩まずに、お気軽にお立ち寄りください。
●「がん患者さんの日常生活の過ごし方
　　　　　　～抗がん剤の副作用対策～」
　対馬理佳がん化学療法看護認定看護師
●参加者のお話
会場　市立室蘭総合病院
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●�糖尿病専門医　宮崎義則医師のお話
●�管理栄養士のお話「飲み物について」

《会場・詳細》�市立室蘭総合病院�☎25-2022

今月のテーマ

《詳細》�市立室蘭総合病院地域連携室医療福祉相談
　　　�☎25-2241

《詳細》�室蘭歯科医師会�☎43-3522

《詳細》�市立室蘭総合病院 緩和ケア担当・磯貝�☎25-3111

がんサロン

6/4～10　歯と口の健康週間

市立病院ひまわりサロン

ひまわりの会

おくりたい 未来の自分に きれいな

緩和ケア　「テーマ～希望」

無料
事前の申し込みは、必要ありません。
当日、直接会場にお越しください。

　｢希望｣ をテーマに、緩和ケアなどについての啓発活動の
一環として、開催します。
　❖講演「薬剤師のおはなし」「緩和ケアチームの紹介」
　❖相談コーナー（がんについての相談、食事、薬、心のケアなど）
　❖展示コーナー（薬やがんセンターなどのパンフレットの展示）
会場　市立室蘭総合病院　

◦8020コンテスト
◦図画・ポスターの展示
◦歯科相談、口臭診断
◦口腔清掃指導および無料フッ化物塗布、
　歯ブラシソムリエによる歯ブラシ選び（衛生士会）
◦栄養相談（栄養士会）
◦歯科技工物展示（技工士会）
◦口腔ケアグッズの展示・フッ化物洗口体験コーナー
会場　市民会館

歯
歯と口の健康週間に合わせ、
歯と口の健康づくりの情報を
発信するのだ。



室蘭市がん対策推進条例が施行されました
　がんは2人に1人がかかり、今や＂国民病＂ともいわれています。
市内では、男性は肺がん、女性は大腸がんで亡くなる人が多く、
３人に１人はがんで亡くなっているのが現状です。
　そのため、市、教育機関、医療機関、事業者、市民それぞれ
の役割を明確にし、一体となってがん対策に取り組んでいくこ
とを目的に、「室蘭市がん対策推進条例」を制定し、平成27年
4月から施行しています。
　条例の全文は、市ホームページに掲載し、健康推進課でも配
布しています。
　　予防　がんに関する健康教育など、がんに関する知識の普及
　　早期発見　がん検診の受診率向上、精密検査の受診勧奨
　　情報共有　市から関係機関への情報提供や問題の共有

室蘭市がん対策推進条例が施行されました
《詳細》�
健康推進課
☎45-6610
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がん検診を受けましょう がん相談支援センターで
がんサロンを開催しています

ピロリ菌検査が始まりました

　がんは早期発見することで治る病気です。
積極的にがん検診を受診しましょう。
　がんが死因の第1位になるのは40代から
です。40歳以上の人は要件により、肺がん・
大腸がん・胃がん・前立腺がん・乳がん検診、
20歳以上の女性は子宮頸がん検診を受けら
れます。
　市で実施している検診は、助成さ
れるため通常より少ない負担で受診
できます。検診実施医療機関は、4
月号の折込チラシをご覧ください。
市ホームページでも確認できます。

　◎市立室蘭総合病院がん相談支援センター
　　受付時間　8:50～17:20　　☎25-2241
　◎日鋼記念病院がん相談支援センター
　　受付時間　8:30～17:00　　☎22-2225
　◎製鉄記念室蘭病院がん相談支援センター
　　受付時間　8:50～17:25　　☎47-4337
　※土・日曜日、祝日を除く。

　ピロリ菌は胃がんの原因とされ、50歳以上の世代は8割以
上の人が感染しているというデータもあります。除菌治療をす
ることで胃がん予防に有効とされていますので、
ピロリ菌検査を受けましょう。
　今年度の対象年齢が決まっていますので、
検査実施医療機関で早めに受診してください。
また、定期的にがん検診を受けることが大切です。

検査方法　尿検査　　料金　700円
今年度の対象者

※対象となるのは今年度限りですので、注意して
ください。

医療機関 電話番号
きのした内科クリニック 22-5288
市立室蘭みなと診療所 23-3710
鈴木内科 22-5206
日鋼記念病院 24-1331
母恋内科クリニック 23-2006
くがはら内科クリニック 22-1010
ふじかね内科医院 44-5072
福永医院 44-2320

医療機関 電話番号
勤医協室蘭診療所 43-1737
東室蘭医院 44-1650
上田病院 44-3690
室蘭･登別総合健診センター 45-5759
さはら呼吸器内科クリニック 41-5130
かみしま医院 46-3200
製鉄記念室蘭病院 44-4650
野尻内科消化器科クリニック 41-1551

医療機関 電話番号
サテライトクリニック高砂 45-3971
西里内科循環器科医院 45-6117
下地内科クリニック 55-7187
いくた内科クリニック 55-1900
本輪西ファミリークリニック 55-1212
白鳥台医院 59-2551
室蘭太平洋病院 59-2211
登別市の実施医療機関は、市ホームページに掲載。

年齢と生年月日
50歳 昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
55歳 昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
60歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
65歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

ピロリ菌検査実施医療機関　診療時間、受診方法などは、実施医療機関に直接お問い合わせください。

　市内３カ所のがん相談支援センターでは、がんサロンを
開催しています。その病院に通院していない人やご家族の
相談も受けています。詳細は、お問い合わせください。

早期
発見

予防

情報
共有

室蘭市の死亡原因

（平成23年度北海道統計年報より）

その他
34%　396人

悪性新生物（がん）
29%　341人

心疾患
18%　209人

脳血管疾患
12%　142人

呼吸器疾患
7%　76人

総数
1,164人

主
な
対
策


