
健　康

行　　事　　名 実　施　日 時　間 会場 申込先・詳細

健康相談　当日直接 毎週
月・水・金曜日

10:00　
～11:30

保
健
セ
ン
タ
ー

健康づくり課
☎45‒6610

メタボリック症候群に関する相談
 当日直接

 1 日（火）
11日（金）
16日（水）
21日（月）

9:30 　
～16:00

ダイエット相談　当日直接 18日（金）

女性のための健康相談　当日直接 24日（木）

体脂肪と筋肉量の測定　当日直接 25日（金）

からだと食事の健康相談　 予 約   8 日（火）

勤労者の
ための　
健康相談
予 約

整形外科・リウマチ科・リハビリ科
 澤田　一二　医師  4 日（金）

18:30　
～20:30

保
健
セ
ン
タ
ー

室蘭地域産業
保健センター
☎45‒4393

内科・小児科
 畠山　正照　医師  9 日（水）

精神科・神経科
 千葉　泰二　医師 17日（木）

整形外科・リハビリ科
 安藤　　淳　医師 24日（木）

消化器科・内科
 神島雄一郎　医師 30日（水）

心の健康相談　 予 約 15日（火） 午　後 室蘭保健所子ども・
保健推進課☎24‒9847

　道内に在住の20歳以
上の人を対象に、口腔が
ん検診（１次検診）を実
施します。ただし、過去
から現在まで口腔がんに
より医療機関で検査・受
診している人、セカンド
オピニオンとして受診す
る人を除きます。

日時　11月26日（土）
　　　14:45～16:45

会場　室蘭歯科医師会館
　　　（東町１‒20‒26）

定員　先着50人

申込方法　
　 11月4日から18日まで、
電話で

　腎臓内科専門医の講演のほか、参加者のご質問にお
答えします。
日時　11月６日（日）13:00～15:00
　　　（12:30から受け付け）
会場　障害者福祉総合センター（ぴあ216）
講師　手稲渓仁会病院医師　山地 泉 さん
　　　日鋼記念病院医師　伊丹 儀友 さん
定員　先着100人
申込方法　当日会場で

口腔がん検診口腔がん検診

糖尿病フェア糖尿病フェア

公開シンポジウム公開シンポジウム
「あなたの腎臓を守るために」「あなたの腎臓を守るために」

体と心の健康を維持するためには、日ごろ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 無料

移動献血車「ひまわり号」

《詳細》北海道赤十字血液センター室蘭出張所 
　　　☎45‒8730

巡　回　日　時 会　　　場

17日（木）
 9：00～11：30 室蘭警察署
13：00～16：30 イオン室蘭店

《詳細》北海道腎臓病患者連絡協議会 
☎011‒747‒0217

《詳細》北海道歯科医師会
☎011‒231‒0945

《詳細》糖尿病療養指導士会事務局・相沢
☎090‒6877‒1938

休日歯科救急医療
診療日 医　　院　　名

 3 日（木） みうら歯科　　　　港北町2‒6‒1 ☎55‒6330

 6 日（日） 森歯科クリニック　港北町2‒5‒18 ☎55‒0118

13日（日） 本田歯科　　　　　港南町1‒9‒19 ☎22‒3322

20日（日） 横山歯科医院　　　母恋北町2‒3‒16 ☎22‒2394

23日（水） 日鋼記念病院歯科　新富町1‒5‒13 ☎24‒1717

27日（日） 高砂公園歯科　　　高砂町2‒1‒21 ☎43‒2118

（9:00～11:00）

　糖尿病に関心のある人なら、どなたでも参加
できます。
日時　11月19日（土）　10:30～15:00
会場　市民会館2階
内容
• 臨床検査技師（糖尿病療養指導士）による糖
尿病の検査についての講話
• 家庭でできる運動のアドバイス
• 血圧・血糖の測定、相談コーナーなど
　 管理栄養士（糖尿病療養指導士）による昼食
会の食事解説
　時間　11:45～12:30
　定員　先着60人　　料金　500円
　申込方法　電話で（当日申し込みも可）
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無料

無料



健　康

　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、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
 1 日（火） 10：00 幌萌町会館
 2 日（水） 10：00 母恋会館

 9 日（水） 10：00
瑞の江会館
緑ヶ丘町会会館

10日（木） 10：00 白鳥台会館
11日（金） 13：30 中島会館

14日（月） 10：00
天神町会館
高砂町会館

15日（火） 10：00
市民会館
本町会館

16日（水）
10：00

水元町会館
港南町会館

13：30 舟見町会館

17日（木） 10：00
日の出3丁目町会会館
高砂第三会館

18日（金） 10：00 八丁平会館
21日（月） 14：00 道営常盤団地集会室
22日（火） 10：00 御崎町会館

24日（木）
10：00 本輪西会館

（本輪西消防署隣）
13：30 中島連合会館

28日（月） 10：00 保健センター
30日（水） 10：00 柏木町会館

介護予防講座「えみなメイト」
《詳細》健康づくり課 ☎45-6610

　 「はぴらん体操」は、室蘭の名所や名物をイメージ
したご当地体操です。推進員になって、サークルや仲
間同士で健康づくりしませんか。
日時　11月10日（木）・17日（木）13:30～15:30
会場　保健センター４階
内容　健康づくりのお話と体操の実技など
定員　先着30人程度（２日間とも参加できる人）
申込方法　11月１日から９日まで、電話で

「はぴらん体操」推進員養成講座「はぴらん体操」推進員養成講座

《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

市立室蘭総合病院
マーク

インフルエンザワクチンの接種は、完全予約制で実
施しています。接種を希望する人は、必ず事前に予約
をしてください。
また、必ず体調の良いときに受けてください。診察
の結果、接種を見合わせると､ 料金がかかる場合があ
ります。

対　　象　• 接種する日までに65歳以上になる人
• 60歳以上で心臓・腎臓・呼吸器疾患・
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障
害で身体障害者手帳1級の人

期　　間　11月1日～12月31日
場　　所　室蘭・登別市内の実施医療機関
本人負担　1‚050円（1月以降は全額自己負担となります）
※ 65歳以上で次に該当する人は無料です。証明に必
要な書類を持参してください。
無料になる人 必要な書類

室蘭市国民健康保険加入
の人 国民健康保険被保険者証

後期高齢医療加入の人 後期高齢者医療被保険者証

市民税非課税世帯の人 課税証明書　または
介護保険納入通知書

生活保護受給世帯の人 扶助証明書　または
介護保険納入通知書

申込方法　各医療機関に直接
《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

対　　　象　高校生以上
接種開始日　11月1日から
用意する物　健康保険証
予 約 場 所　市立病院… １階受け付けまたは各診療科

受け付け
みなと診療所… 電話または窓口で受け付け

料　　　金　年齢、加入している健康保険により異な
ります。

インフルエンザのインフルエンザの
予防接種は予約が必要です予防接種は予約が必要です

市立室蘭総合病院と市立室蘭総合病院と
市立室蘭みなと診療所では市立室蘭みなと診療所では

インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種
料金の一部を助成します料金の一部を助成します

《詳細》
市立室蘭総合病院 ☎25‒3111(内線）8531
市立室蘭みなと診療所 ☎23－3710
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無料

無料


