みんなの健康
９月は｢がん征圧月間｣です

詳細 健康推進課
☎45-6610

日本人の２人に１人が生涯に一度はがんにかかり、３人に１人はがんで亡くなっています。

がんは、誰もがかかる可能性のある身近な病気です。自覚症状が現れてからでは治療が困難
になることもあり、予防や早期発見・早期治療が重要です。あなたとあなたの大切な人のため

に、がん検診を受けましょう。

がんを予防するために

がんと診断されたら

がん細胞は、私たちの体の中に毎日約5,000
個もできています。免疫細胞が毎日がん細胞と
戦って死滅させていますが、がん細胞が残った
場合、それが増殖して大きくなり、10年以上か
けてがんの塊になります。
がんを予防するには、

①禁煙
④運動

②塩分控えめ
⑤適正体重

③バランスの良い食事

⑥お酒を適量にする

などの生活習慣が大切です。

がん検診で早期発見
ほとんどのがんは、早期に発見してがんの広
がりが小さいうちに治療を始めた場合、良好な
経過をたどることが分かっています。早期がん
とは、大きさが２センチメートルくらいまでの
がんを指します。しかし、１センチメートル以
下のがんは検査しても発見できないことが多く、
早期発見できるがんは、１〜２センチメートル
です。１センチメートルのがんが２センチメー
トルになるのに１〜２年かかるといわれ、自覚
症状はほとんどないため、症状がなくても１〜
２年おきにがん検診を受けることが大切です。

市内には、国や北海道の指定を受けた「がん診療連携拠点・指定病院」が
あり､「がん相談支援センター」が設置されています。
がんの診断を受けた人、治療中の人、その家族が抱えるさまざまな悩みに
ついて相談員がお話を伺います。相談は無料です。また、下記の病院では毎
月がんサロンが開催され、その病院に通院していない人も参加できます。
※９月のがんサロンは、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため中止。
がん相談支援センター

日

時

電

話

市立室蘭総合病院
がん相談支援センター

8:50〜17:20

25-2241

日鋼記念病院
がん相談支援センター

月〜金曜日
8:30〜17:00
（祝日を除く）

22-2225

製鉄記念室蘭病院
がん相談支援センター

8:50〜17:25

47-4337

室蘭市がん対策推進条例
平成27年4月に制定し、室蘭市、学校などの教育関係者、病院などの保健
医療福祉関係者、会社などの事業者、市民の皆さんが一つになり、総合的・
計画的ながん対策を推進することを目的としています。

なくそう ! 受 動 喫 煙
受動喫煙とは
自分の意思とは関係なく、他人の喫煙により、たばこから出る煙を
吸わされてしまうことです。

たばこの煙の中には
煙には、約4,000種類の化学物質が含まれ、ニコチン・一酸化炭素
など人体に有害な物は250種類を超え、発がん性の疑いのあるもの
は50種類を超えるといわれています。煙には、喫煙者本人が吸い込む
「主流煙」と、火のついたたばこから出る「副流煙」があり、
「副流
煙」の方が「主流煙」より有害物質が多く含まれています。

受動喫煙の影響
たばこの煙は、虚血性心疾患・呼吸器疾患などのリスクや、肺がん
をはじめとしたがんにかかる危険性が高まるなど、さまざまな健康被
害の要因となります。たばこを吸う本人だけでなく、受動喫煙でも影
響を受けることが分かっています。吸わない人の健康も危険にさらさ
れます。

胎児・乳幼児・小児への影響
特に子どもへの影響が大きく、妊婦の喫煙や受動喫煙に
より低出生体重や乳幼児突然死症候群などの危険性を高め
る可能性があります。出生後も肺炎、喘息様気管支炎など、
呼吸器症状が増加します。

受動喫煙を防ぐために
未成年者、妊産婦をはじめ、市民の皆さんがたばこの煙に
さらされないよう、喫煙者は、決められた場所で吸う、歩き
たばこをしないなどのマナーを守りましょう。また、施設の
管理者などは、受動喫煙対策のポスターを貼る、分煙を行う
などの対策を実施しましょう。
※受動喫煙対策のための標示ポスター
｢敷地内禁煙・建物内禁煙・建物内
分煙」を配布しています。配布を希
望する人は、市ホームページに掲載
の申請書でお申し込みください。
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みんなの健康
健康相談

詳細》健康推進課 ☎45-6610

休日歯科
救急医療

無料

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため，対面での
健康相談などを中止しています。
不安や疑問に思うことがあれば、保健師や栄養士が電話で
対応します。お気軽に健康推進課にご相談ください。

ひきこもり、アルコール問題、
無料
高次脳機能障がいに関する相談
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、令和３
年３月まで、ひきこもり家族交流会、アルコール問題を抱
える家族の集い、高次脳機能障がい者・家族交流会を中止
します。
ひきこもり、アルコール問題、高次脳機能障がいに関す
る悩みなどがあれば、室蘭保健所に電話でご相談ください。

詳細 室蘭保健所 ☎24-9846

診療日
6日
（日）

13日
（日）

詳細 室蘭歯科医師会 ☎43-3522
診療時間
9:00〜11:00
診

療

9月
所

森歯科クリニック
港北町2-5-18

☎55-0118

ふかせ歯科
（登別）
中央町2-16-4

☎85-2477

福田歯科クリニック伊達医院
（伊達）
旭町1-1
☎0142-82-3787
山本歯科
知利別町2-26-1

☎43-4722

横山歯科医院
21日
（月）
母恋北町2-3-16

☎22-2394

20日
（日）

22日
（火）

高砂公園歯科
高砂町2-1-21

☎43-2118

27日
（日）

J.FUKUDA DENTAL CLINIC
中島町1-31-10

☎41-7755

9/10「世界自殺予防デー」 9/10〜16 ｢自殺予防週間」

大切な人の悩みに気付いてください
〜そのサインを受け止めるのは、まわりにいる私たちです〜
自殺を考えている人は、悩みを抱え込みながらもサインを発
しています。「死にたい」と考えてはいても、心の中では「生
きたい」という気持ちとの間で激しく揺れ動いています。周り
の人の気付きや声掛け、また、本人の話を聞いて相談機関につ
なぎ、見守ることが大切です。
市では、平成31年3月に「室蘭市自殺対策計画」を策定しま
した。市民一人一人が健康で心豊かな生活を送ることを目指し、
心の健康を保つための知識や相談先の周知、ゲートキーパーの
養成などに取り組んでいます。

気付き
悩みや問題を抱え自殺を考えている人は、｢表情がなく元気
がない」､「周囲との交流を避けるようになった」､「食欲がな
い、酒量が増えた」､「死をほのめかす、投げやりな態度をと
る」など、何らかの "いつもと違う" サインを出しています。

声掛け
ちょっとした声掛けが、悩みなどを人に話すきっかけになり
ます。SOSサインに気付いたときは、勇気を出して声を掛けま
しょう。

傾聴
悩みを打ち明けられたら、まずはこれまでの苦労をねぎらい、
安心して話せる雰囲気を作りましょう。たとえ「死にたい」と
打ち明けられても話題をそらさず、気持ちを受け止めることが
大切です。相手の考えを否定したり、励ますことは逆効果にな
ります。

つなぎ、見守る
本人の意思を尊重しながら、適切な支援者や相談者につなぎ
ます。引き続き温かく寄り添いながら見守ることを伝え、相手
に安心感を与えましょう。
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詳細》健康推進課
☎45-6610

ゲートキーパー養成研修
ゲートキーパーとは、身近で気付き、声を掛け、話を聞き、
必要な支援につなぎ、見守ることができる人のことです。研
修は要望に応じて実施します。研修を希望する人は、健康推
進課にご連絡ください。
こころのサイン
こころの不調は誰にでも起こるものです。不調やストレス
症状が長く続くと、生活に支障が出てきます。以下のような
こころのサインがないか、チェックしてみましょう。
□ 気分が沈む、憂鬱になる
□ 何をするにも元気が出ない
□ イライラする、怒りやすくなった
□ 何度も確かめないと気がすまない
□ 何も食べたくない、食事がおいしくない
□ なかなか寝付けない、熟睡できない
□ 夜中に何度も目が覚める
□ 体がだるくて重い
こころ豊かに過ごすために
こころの不調をなくすため、以下のことを心掛けましょう。
・朝は、決まった時間に起き、朝日を浴びる
・1日3食バランスよく食べる
・適度な運動を心掛ける
・ストレスと上手に付き合う
・家事などは、頑張りすぎない
1人で悩まず相談を
気になる症状が続くときは、専門機関に相談しましょう。
・健康推進課 ☎45-6610
月〜金曜日（祝日を除く） 8:45〜17:15
・室蘭保健所 ☎24-9846
月〜金曜日（祝日を除く） 9:00〜17:00
・北海道いのちの電話 ☎011-231-4343
毎日24時間

みんなの健康
詳細 高齢福祉課 ☎25-2861

高齢者向け健康講座

えみなメイト

無料

※次の点に配慮をお願いします。

65歳以上の人を対象に、軽い運動と健康のお話を行います。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１時
間半程度です。参加者が多いときや悪天候の際は、中止する場合があります。

日

時 (9月)

1日(火) 10:00

2日(水) 10:00

会

場

寿町町会会館
幌萌町会館

時 (9月)

日の出町
三丁目町会会館

14日(月)

住み慣れたまちで、元気で
充実した生活を送るために

場

10:00 高砂町会館
14:00 常盤町会館

15日(火) 10:00

16日(水)

10:00

本町会館
市民会館
港南町会館
水元町会館

13:30 舟見町会館

9日(水) 10:00 緑ヶ丘町会会館
10日(木) 10:00 天神町会館

会

11日(金) 10:00 絵鞆町会館

母恋会館
(母恋北町2-2-18)

3日(木) 10:00 知利別集会所
4日(金) 10:00

日

17日(木) 10:00 高砂第三会館

・参加前に手を洗い、マスクを着用する
・ひとつの場所に集まらず、周りの人と２メー
トル程度距離を保つ
・発熱や風邪の症状があるときは、参加しない

日

時 (9月)

会

18日(金) 10:00

場

知利別町
楽山ヶ丘自治会会館

23日(水) 10:00 柏木町会館
24日(木)

10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館

25日(金) 10:00

本光寺
(本輪西町3-33-7)

28日(月) 10:00 保健センター
29日(火) 10:00 御崎町会館

｢お元気くらぶ｣に参加しませんか

市内の整骨院で柔道整復師、歯科衛生士、管理栄養士が、運動や口腔機能向
上・栄養改善のアドバイスを行い、機能の維持や回復を図ります。５人程度の
少人数で楽しくおしゃべりしながら、家でできる体操などを学びます。６カ月
24回コースで、１回２時間程度行います。
対

象

料
金
申込方法

要支援１・２と認定された人
生活状況の質問票「基本チェックリスト」で該当した人
1回500円(送迎代を含む)
以下の地域包括支援センターに電話でご相談ください

地域包括支援センター
白鳥ハイツ

母

恋

ことぶき
憩（いこい）

担

当

地

区

電

話

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町、小橋内町、築地町、本輪西町、
幌萌町、神代町、香川町、陣屋町、白鳥台、崎守町、石川町

59-3100

緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町、中央町、常盤町、清水町、
幸町、本町、栄町、舟見町、山手町、入江町、茶津町、新富町、
母恋北町、母恋南町、御前水町、御崎町、大沢町、輪西町、みゆき町

24-2112

東町、寿町、日の出町、高砂町、水元町、天神町

46-2121

中島町、中島本町、高平町、八丁平、知利別町、宮の森町、港北町、
柏木町

41-3076

▲お元気くらぶの様子

詳細 高齢福祉課
☎25-2861
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みんなの健康
9月は世界アルツハイマー月間です

認知症を正しく理解しましょう
認知症とは

認知症に早く気付き、対応することが大事

誰にでも起こる脳の病気です。さまざまな原因で脳の細胞が
損傷を受け、働きが悪くなることによって記憶力や判断力など
が低下し、日常生活に支障が出る状態です。

｢老化による物忘れ｣と
｢認知症による物忘れ｣の違い
老化による物忘れ

認知症による物忘れ

物忘れの自覚がある

物忘れの自覚がない

食事のメニューなど体験の
一部を忘れる

食事を食べたことなど体験し
たこと自体を忘れる

判断力の低下はみられない

判断力が低下する

時間や場所、人との関係が
分かる

時間や場所、人との関係が分
からなくなる

かかりつけ医や地域包括支援センターにご相談ください。地
域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口で、年々認知症に
関する相談が増えています｡「物忘れが増えてきて心配」､「専
門医を受診させたいけれどどうしたらいいの｣、｢車の運転が心
配」など、気になることを気軽にご相談ください。
地域包括支援センターは、16ページの ｢ お元気くらぶ』に
参加しませんか」をご覧ください。

学ぼう 楽しもう

認知症カフェ

無料

☎25-7700
舟見町1-13-3(舟見の杜2014内)

9/28㊊ 14:00〜15:00

オープン
平日
10:00〜16:00

■書道教室
申込方法 9月25日まで、電話で
東町4-20-8(デイサービスセンターかがやき内)

9/11㊎ 18:00〜19:30
■認知症サポーター養成講座
申込方法 9月10日まで、電話で

17
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認知症予防のポイント
新型コロナウイルス感染症の影響で、思うように外出できな
い日々が続いていると思いますが、体を使わず頭を働かせない
と認知機能は衰えてしまいます。毎日の生活で以下のことを心
掛けましょう。
食事…おいしく、楽しく、バランスよく食べましょう。
運動…転倒に気を付けながら、ウオーキングや体操など、適度
な運動を継続的に行いましょう。
生活…規則正しい生活リズムで過ごし、頭を使って刺激のある
生活を送りましょう。本や新聞を読んだり、日記を書い
たり、電話で話すことも脳への刺激になります。

むろらん講演会

｢親・義母・姉の介護を体験して｣
講師

日時
会場
料金

家族介護者 前田 節子 さん

9月26日(土) 14:00〜16:00（受付は13:30から）
生涯学習センター「きらん」
定員 先着40人
500円
申込方法 9月21日まで、電話で

詳細 室蘭いが栗の会事務局・谷中 ☎090-7643-4189

認知症カフェは、認知症の人とその家族、地域の誰でも気軽に立ち寄ることができる
カフェです。お互いに交流したり、情報交換をすることができます。また、専門の職員
が皆さんの悩みを伺います。毎月イベントを開催していますので、飲み物を持参して気
軽に参加してください。

ふなみカフェ

☎44-0012

認知症の原因によっては、早期に発見して適切な対応・治療
を行うことで、進行を遅らせることができます。

世界アルツハイマーデー

どこに相談したらいいの？

かがやきカフェ

詳細 高齢福祉課 ☎25-2861

カフェ ちえろ

オープン
毎月最終水曜日
13:30〜16:30

☎41-1001
中島町1-8-5(有料老人ホームチエロ内)

9/30㊌ 13:30〜14:30

申込
不要

■頭と心と体のリフレッシュ講座
用意する物 上履き、外靴用の袋
オープン
第２金曜日
12:30〜15:30

おたがいサロンの喫茶店
白鳥台5-20-1

(

☎50-3890

サービス付き高齢者向け住宅
おたがいサロン内

9/14㊊ 13:30〜14:30
■昔懐かしの室蘭を知ろう

)

オープン
毎週月曜日
10:00〜15:00

申込
不要

