8:30～17:00

22-2225

8:30～17:20

47-4337

室蘭市のがん検診
子宮がんは20歳代後半から増え、早期のうちはほとんど自覚
症状がありません。乳がんは、日本人女性の12人に1人がかかる
といわれる身近な病気で、40～50歳代の発症が最も多いです。
どちらも早期に治療するとほとんど治るといわれています。

子宮がん検診と乳がん検診
子宮がん検診
対象年齢
検査の方法
検査の頻度
無料クーポン
対象者

乳がん検診

今年度20歳以上の人
今年度40歳以上の人
※令和3年度は、
奇数月 ※令和3年度は、
奇数月
生まれの人が対象。
生まれの人が対象。
子宮頸部の内診（細胞診）

マンモグラフィー

2年に1回
今年度21歳になる人

今年度41歳になる人

受けましょう
がん検診

25-2241

1

人はがんで

製鉄記念室蘭病院
がん相談支援センター

8:50～17:20

3

人に

月～金曜日
（祝日を除く）

電

1

人が生涯に一度はがんにかかり︑

市立室蘭総合病院
がん相談支援センター

2

2

人に

1

1

日本人の

2

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︒

2

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

がんを予防するた め に は

2

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

■

がんと診断されたら⁝

1

を受けましょう︒

ンチメートル以下のがんは検査をし
話

1

日

日鋼記念病院
がん相談支援センター

時

10

■

相談先

ても発見できないことが多く、早期
がん細胞は、私たちの体の中に毎
発見できるのは、 ～ センチメー
日約５千個もできています。免疫細
トルまでの間です。 センチメート
胞が毎日がん細胞と戦って死滅させ
ルのがんが センチメートルになる
ていますが、がん細胞が残った場合、 のに ～ 年かかるといわれ、自覚
症状はほとんどありません。症状が
なくても ～ 年おきにがん検診を
受けることが大切です。

それが増殖して大きくなり、 年以
上かけてがんになります。
がんを予防するには、生活習慣が
大 切 で す。次 の こ と に 気 を つ け ま

しょう。
・禁煙 ・塩分控えめ
・バランスの良い食事 ・運動
・適正体重 ・お酒は適量 など

1

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。
■ がん検診で早期発 見
がんの診断を受けた人や治療中の
人、その家族が抱える、がんに関す
ほとんどのがんは、早期に発見し
る治療や療養生活全般など、さまざ
てがんの広がりが小さいうちに治療
まな悩みについて相談することがで
を始めれば、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、 きます。ただし、担当医に代わって
治療について判断するところではあ
大きさが センチメートルくらいま
りませんので、ご留意ください。
セ

でのがんを指します。しかし、

2

9月は
「がん征圧月間」
です

《詳細》健康推進課
☎45-6610

相談は誰でも無料で利用できま
す。また、各病院ではがんサロ
ンが開催されていますので、詳
細は、15ページの「がんへの
支援」をご覧ください。

休日に「乳がん検診」が
受けられます
多忙な平日を過ごす女性のため、日曜日に
「乳
がん検診」の受診ができます。女性技師が対応
します。
検査日より前に発熱や風邪の症状などがある
場合は、当日までに連絡してください。
検

査（年齢）

マンモグラフィー
（40歳以上推奨）

料

⎛
⎝

エコー
（20～39歳）

金（税込み）

4,500円
無料クーポン、室蘭市・
登別市検診助成制度の
利用可

⎞
⎠

3,500円

※無料クーポン券は、検診受診のきっかけづくりとして、対象と
なる人に5月末ごろ郵送しています。無料クーポン券をお持ち
の人は、早めに検診を受けてください。

マンモグラフィー
とエコー
（40歳以上推奨）

肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検診も実施しています

日時 10月24日（日）9:00～13:00
会場 市立室蘭総合病院
定員 各先着30人
申込方法 9月13日から、電話で

詳細は、健康推進課にお問い合わせください。
市ホームページでも確認できます。

8,000円

《詳細》市立室蘭総合病院 事務局医事課
☎25-3111
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休日歯科
救急医療
診療時間

《詳細》室蘭歯科医師会
☎43-3522
9月

9:00～11:00

診療日

診

5（日）

12（日）

療

所

柴田歯科高砂デンタルオフィス
高砂町3-9-20
☎45-8484
高橋歯科医院
（登別）
若草町3-14-10

☎86-2250

さかた歯科医院
（伊達）
舟岡町176-11
☎0142-22-1182

19（日）

八丁平歯科医院
八丁平2-27-16

☎46-1182

20（月）

高橋歯科クリニック
白鳥台4-20-5

☎59-2200

23（木）

小野瀬歯科医院
東町4-31-2

☎44-1310

26（日）

多田歯科医院
中央町3-7-13

☎22-1184

健康相談

《詳細》
健康推進課
☎45-6610

無料

健康を維持するために、体調の変化などの気になること
があるときには、すぐに相談しましょう。
会場 保健センター3階

当日 直接
■健康相談
日時

月・水・金曜日
10:00～11:30

■女性のための健康相談
日時

9月9日（木）
9:30～16:00

■メタボリック・
ダイエット相談
日時

■体組成計を使った体脂肪と
筋肉量の測定
日時

■からだと食事の健康相談
月～金曜日

9月21日（火）
9:30～16:00

赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重
い感染症になるリスクが高まります。
また、生活習慣病やがんの早期発見には、定期的な健康診断
やがん検診などの受診が重要です。かかりつけ医に早めに相談
し、健康診断は予定どおりに受けましょう。
□かかりつけ医への相談
□乳幼児健診・予防接種
□生活習慣病の健診・受診
□がん検診
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

がん情報
サービス

9:30～16:00
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国立がん研究センター
公式サイトのご案内

がん患者とその家族、医療関係者などに対して、がんに関す
る確かな情報を提供している公式サイトです。
相談先や病院が探しやすく、がんの種類だけで
なく、小児やAYA世代（主に15～39歳までの思
春期・若年成年期）、働く世代などのライフステー
ジに合わせて情報を探せます。
https://ganjoho.jp

がんへの支援

《詳細》健康推進課
☎45-6610

無料

がん相談支援センターでは、がんに関するさまざまな悩みを相談員が
伺います。また、定期的に開催しているがんサロンには、通院先を問わ
ず、がんの診断を受けた人、治療中の人、その家族が参加できます。

がんサロン

ひまわりの会

《詳細》
市立室蘭総合病院
がん相談支援センター
☎25-2241

9月の活動は未定です。決まり次第、市立室蘭総合病院のホームペー
ジやツイッターでお知らせします。
《詳細》
製鉄記念室蘭病院
がん相談支援センター
☎47-4337

がんサロン

はぁと

9月の活動は未定です。決まり次第、製鉄記念室蘭病院のホームペー
ジでお知らせします。

webがんサロン

ほっとほーむ

要 予約
日時

9月17日（金）
9:30～16:00

健診・予防接種を控えていませんか？

9/1㊌

13:30～14:45

《詳細》
日鋼記念病院
がん相談支援センター
☎22-2225

対象 西胆振地域に居住する人
申込方法 9月1日10時まで同サロン
のホームページで

本気の方のための

ダイエット道場

ハードな筋力トレーニングと有酸素運動で、脂肪を燃焼します。
対象 18歳以上
日時 10月～令和4年2月（毎月土・日曜日各1回）
10:00～11:00
会場 市体育館
定員 先着30人
料金 1回1,000円（保険は任意で申し込み）
申込方法 9月7日から、ホームページに掲載、または、市体育
館に備え付けの申込書で直接
《詳細》
市体育館 ☎44-7521
http://murotaikyo.sakura.ne.jp/taikyo/index.html

オレンジカフェ

《詳細》高齢福祉課
☎25-2861

無料

認知症の人とその家族、地域の人が気軽に立ち寄ることのできるカ
フェです。
また、市民の皆さんを対象に、毎月イベントを開催しています。飲
み物を持参し、気軽に参加してください。

ふなみカフェ

オープン
平日
10:00～16:00

☎25-7700

舟見町1-13-3（舟見の杜2014内）

9/27㊊ 14:00～15:00

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）

9/29㊌ 13:30～15:30

☎44-0012

東町4-20-8（デイサービスセンターかがやき内）

申込
不要
オープン
毎月第2金曜日
12:30～15:30

9/10㊎ 13:30～14:30
■
「みんなで脳トレ」
講師 地域包括支援センターことぶき
申込方法 9月8日まで、電話で

《詳細》高齢福祉課
☎25-2861

無料

当日
直接

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。

※次の点に配慮をお願いします。

・参加前に手を洗い、マスクを着用する
・一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）

会場

1（水） 10:00 母恋会館
2（木） 10:00

知利別中央会館
白鳥台集会所（白鳥台5-2-2）

3（金） 10:00 日の出町三丁目町会会館
7（火） 10:00 幌萌町会館
8（水） 10:00 緑ヶ丘町会会館
9（木） 10:00

天神町会館
港北ふれあいセンター

10（金） 10:00 絵鞆町会館

15（水）

10:00 高砂町会館
14:00 常盤町会館
10:00

港南町会館
水元町会館

13:30 舟見町会館
16（木） 10:00 高砂第三会館
17（金） 10:00 八丁平町会会館

■
「身も心も若返るスペシャルレクリエーション」
講師 （株）ライフアップ 波方 元希 さん
用意する物 上履き、外靴用の袋

かがやきカフェ

えみなメイト

13（月）

■書道教室
申込方法 9月24日まで、電話で

カフェちえろ

高齢者向け健康講座

21（火） 10:00

本町会館
市民会館

22（水） 10:00 柏木町会館
24（金） 10:00 本光寺
27（月） 10:00 保健センター
28（火） 10:00 御崎町会館

所長

鷲津 輝朗 さん

30（木）

10:00 白鳥台みなみ町会会館
13:30 中島連合会館
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9月10〜16日は自殺予防週間です

コロナ疲れの心と体をケアし、元気を保ちましょう
《詳細》健康推進課 ☎45-6610
新型コロナウイルス感染症の影響で環境が一変し、生活や仕事にさまざまなストレスや悩みを抱えている人も多い
のではないでしょうか。ストレス状態が長く続くと、ストレス反応として次のような変化が現れることがあります。
＜気持ちの変化＞
□不安や緊張が強い
□自分はダメな人間だと思う
□生きていても意味がないと感じる
□少しのことでイライラする
□誰とも話す気にならない

＜体の変化＞
□吐き気、嘔吐がある
□眠れない、悪夢を見る
□めまい、耳鳴り、頭痛、
肩こりがある
□食欲の増減
おう

と

＜行動の変化＞
□飲酒・喫煙量が増えた
□自傷行為、危険行為をする
□仕事を休もうとしない
□文章がすらすら読めない
□ＳＮＳやゲームの時間が増えた

＜考え方の変化＞
□考えがまとまらない
□同じことを繰り返し考
える
□記憶力が低下する
□悲観的な考え方になる

このような状態は、人により数週間続くことがありますが、強い、または、慢性的なストレスを受けたときに、多く
の人に起こりうる正常な反応です。放っておかずに小まめにセルフケアすることが重要です。無理なくできることから
実践してみましょう。
ストレスとうまく付き合うための心と体づくり
○十分に睡眠をとる
寝る前にスマートフォンを長時間見ていると、眠りが浅
くなるため注意が必要です。
○健康的においしく食べる
三食規則正しく、栄養バランスの取れた食生活を心掛け
ましょう。
○小まめに体を動かす
長時間の同じ姿勢を避け、気持ちよく体を動かす習慣を
つけましょう。
○電話やWebなどを使い、人と交流する
家族や友人、知人など、誰かと話すことはストレス発散
になります。
○メディアやインターネットを上手に使う
テレビやインターネット、SNSなどは便利ですが、心と
体を守るため、情報の取り入れすぎには注意が必要です。
○気分転換をする
自分なりの気分転換法を見つけましょう。気が付いたと
きの深呼吸もおすすめです。
○積極的に日常のあいさつや声掛けをする
返事を期待するのはストレスのもとになりますが、自分
が気持ちよく実践することが大事です。

1人で悩まず相談を

相談窓口

・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
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もし、大切な人に「ストレス反応」が出ていたら…
○気付き・声掛け
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。死にたいと考えている人も、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。
いつもと違うサインに気付いたら、声を掛けてください。
○傾聴
相手の気持ちを尊重し、耳を傾けてください（考えを否
定したり励ますのは逆効果です）。
○つなぎ、見守る
本人の意思を尊重しながら、早めに専門家に相談するよ
う勧め、温かく寄り添いながら見守りましょう。
若い世代の自殺者増加も深刻です。令和2年は、日本
全体で統計のある昭和55年以降、最多となりました。
大人は、ささいな話にも耳を傾け、ＳＯＳに気付き受
け止められるよう心掛けましょう。心配な状態だと感じ
たときは、安全を確保し、専門機関に相談しましょう。
ゲートキーパー養成講座
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。希望す
る人は健康推進課にご連絡ください。

・北海道いのちの電話

☎011-231-4343

毎日24時間

・若者向けサイト「こころもメンテしよう」
・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
・相談窓口、ゲートキーパーなどの情報を分かりやすくまとめた
サイト「まもろうよ こころ」（LINEやチャットなどで相談が
できます）

