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盛岡市保健所の

健康ガイド このページに関する問い合わせやご意見、ご感想は下記へどうぞ。
■市保健所企画総務課 〠020-0884神明町３-29、☎603-8301
　電子メール kikakusoumu@city.morioka.iwate.jp

広　告 広　告

 11月の幼児健診 日程と対象は下表のとおり。診査票な
どは郵送します。

市保健所（神明町）

１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分

11/２㈬ 27年４月24日～５月２日生まれ
11/16㈬ 27年５月３日～５月11日生まれ
11/30㈬ 27年５月12日～５月20日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分

11/４㈮ 25年７月22日～８月１日生まれ
11/11㈮ 25年８月２日～８月10日生まれ
11/18㈮ 25年８月11日～８月18日生まれ

高松地区保健センター（上田字毛無森）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分 11/９㈬ 27年４月13日～５月９日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分 11/25㈮ 25年７月24日～８月18日生まれ

都南地区保健センター（津志田14）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分 11/17㈭ 27年４月21日～５月17日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分 11/10㈭ 25年７月６日～８月９日生まれ

玉山総合福祉センター（渋民字泉田）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時～９時15分 11/10㈭ 27年４月６日～５月９日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～９時半 11/10㈭ 25年７月１日～７月31日生まれ

【問】健康推進課☎603-8304
　　　玉山総合事務所健康福祉課☎683-3869
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日曜、祝日の日中は休日救急当番医（11ページ参照）を受診してください

当番病院一覧
中央 県立中央病院

上田一丁目４-１ ☎653-1151
日赤 盛岡赤十字病院

三本柳６-１-１ ☎637-3111
医大 岩手医科大学附属病院

内丸19 -１ ☎651-5111
こども もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14 ☎662-5656
川久保 川久保病院
津志田26-30-１ ☎635-1305

日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。また、時間外
の受診は小児救急入院受入当番病院に集中し、重症な子どもの治療に支障を来す恐れ
があります。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

■症状が軽い場合（19時～23時）

　　
神明町３-29（市保健所２階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休

■症状が重い場合

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、市夜間急患診療所や休日救急当番医が
診療していない時間帯の急病の子どもを受け入れます。

土曜は13時から17時まで、夜間は17時から翌朝９時までです。

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ
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（市保健所２階）（市保健所２階）

　市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
の子どもの救急についての情報を掲載しています。 盛岡市医師会

■インフルエンザ予防接種

　接種を希望する人は事前に指定
医療機関へ申し込み、当日は保険
証を提示し、医師とよく相談して
接種を受けてください。接種券は
指定医療機関にあります。詳しく
は、保健予防課☎603-8307へど
うぞ。
※岩手医大や県立中央病院など指
定医療機関ではない医療機関もあ
りますので、必ず事前に医療機関
や市公式ホームページなどで確認
してください
▶接種費用の補助
①乳幼児～小学生：今年から対象
を小学生まで拡大します。指定医
療機関で期間内に予防接種を受け
る場合、２回まで接種費用の一部
を補助。補助金額は１回に付き
1000円で、接種時に支払う料金
から補助金額分が差し引かれます。
【期間】10月20日㈭～来年１月
31日㈫
②65歳以上③60歳以上65歳未満
で、心臓・腎臓・呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能の障がいのため身体障害者
手帳１級を持つ人（接種時に手帳
を持参してください）：期間内、１
回に限り1500円で予防接種を受け
られます。ただし、指定医療機関で
の接種に限ります。※対象者のうち、
生活保護世帯と市民税非課税世帯
の人は接種料金が無料になります。
事前に保健予防課か玉山総合事務
所健康福祉課、接種を受ける指定
医療機関で申請してください
【期間】11月１日㈫～来年１月
31日㈫

■ラジオ体操活用術

　ラジオ体操第一を正しく学んで、

効果をアップさせませんか。自宅
でできるストレッチも紹介します。
【対象】市に住所があり、運動制
限のない人
【日時】11月２日㈬
　　　　13時半～15時半
【場所】市保健所（神明町）
【定員】30人（受講無料）
【申し込み】10月20日㈭10時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

■Ｍｙトレ＋バランス食で

　カラダ作り教室

　続けたくなる運動と食事のポイ
ントを、講義と実技を交えて２日
間で学びます。仕事帰りに参加で
きる「夜コース」です。
【対象】市に住所があり、運動制
限のない69歳以下の人
【日時】11月８日㈫19時～20時
50分と22日㈫19時～20時、全２回
【場所】市保健所（神明町）
【定員】25人（受講無料）
【申し込み】10月26日㈬10時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

■離乳食教室

離乳食についての講話や試食を
行い、初めての離乳食への不安を
解消します。
【対象】市に住所があり、28年
７月生まれの乳児と初めて子育て
をする母親
【日時】11月22日㈫10時～12時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】30組（受講無料）
【申し込み】10月25日㈫14時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け。グループでの
申し込みはお控えください

■パパママ教室～日曜コース～

妊娠中の健康管理や赤ちゃんの
お風呂の入れ方などを学びます。
夫婦での参加をお勧めします。
【対象】市に住所があり、来年３

月に初めて出産する予定の人
【日時】11月27日㈰10時～15時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】40組（受講無料）
【申し込み】11月11日㈮14時か
ら健康推進課☎603-8303で先着
順に電話受け付け

■歯科健康診査のお知らせ

市は、年間を通じて歯科健診
（個別）を実施しています。歯の
健康のために歯科健診を受けまし
ょう。対象や費用などは表１のと
おり。受診には、指定歯科医療機
関へ電話予約が必要です。
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歯科保健大会

【日時】11月13日㈰
　　　　10時～11時45分
【場所】アイーナ
　　　　（盛岡駅西通一）
【内容】ＮＰＯ法人インクルいわ
ての山屋理

り

恵
え

理事長による「食は
生きる力～みんなで食べる子ども
食堂」と題した講演など
【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】市歯科医師会☎651-1170か
健康推進課☎603-8303、玉山総
合事務所健康福祉課☎683-3869

■家族のための教室

　病気への理解を深める教室を、

表１　歯科健診の対象など
健診の種類 対象 費用 備考

１歳児 １歳以上１歳３カ月未満

無料
赤ちゃん手帳の歯科健診票を持
参     ２歳児 ２歳以上２歳３カ月未満

４歳児 ４歳以上４歳３カ月未満

５歳児 ５歳以上６歳未満 誕生日以降、健診票などを、市
保健所から個別に送付

シーラント
予防処置 ５歳児歯科健診受診児 一部

自己負担
歯の健康ノート（シーラント券）
を持参

成人 40歳以上の社会保険被保険
者本人以外の人 500円

健康手帳と保険証を持参
※70歳以上の人は口腔機能検査
を実施

妊産婦 妊娠中から産後１年以内の人 母子健康手帳と保険証を持参

県福祉総合相談センター（本町通
三）で開催します。適切な対応方
法やセルフケアについて学びます。
いずれも費用は無料。申し込みは
県精神保健福祉センター☎629-
9617で電話受け付けします
▶薬物依存症
【日時】10月20日～来年３月16日
毎月第３木曜、10時～12時半
【対象】薬物依存症の問題を抱え
る人の家族
【申込期限】各回の前日17時
▶うつ病
【日時】10月27日～来年２月23日
毎月第４木曜、13時半～15時半
【対象】うつ病の治療を受けてい
る人の家族
【申込期限】10月20日㈭17時
▶アルコール依存症
【日時】11月17日～来年３月16日
毎月第３木曜、13時半～15時半
【対象】アルコール依存症など飲
酒の問題を抱える人の家族
【申込期限】各回の前日17時

■難病についての医療講演会や

　患者交流会

　難病への理解を深め、安心して
療養生活が送れるよう、講演や患
者同士の交流会を盛岡地区合同庁
舎（内丸）で開催します。いずれ
も費用は無料で、保健予防課☎
603-8309で事前に電話申し込み
が必要です。
▶「もやもや病」について
【日時】10月30日㈰10時～12時
【内容】岩手医大の小笠原邦

く に

昭
あ き

医
師による講演など

【申込期限】10月27日㈭17時
▶「原発性胆汁性肝硬変・原発性
硬化性胆管炎」について
【日時】11月20日㈰10時～12時
【内容】吉田消化器科内科の吉田
俊
と し

巳
み

医師による講演など
【申込期限】11月16日㈬17時

■講演「脳卒中を予防するために
　～無理なく続ける食事のポイント」

【日時】11月６日㈰14時～15時
【場所】プラザおでって
　　　　（中ノ橋通一）
【内容】管理栄養士の臼井名

な

津
つ

子
こ

さんによる、脳卒中を予防し健康
で長生きするための食事について
の講演
【定員】先着60人
【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】県診療放射線技師会☎698-
2155

■長生きのための正しいお酒活用術

【日時】11月10日㈭
　　　　13時半～15時半
【場所】プラザおでって
　　　　（中ノ橋通一）
【内容】岩手医大の工藤薫

かおる

医師に
よる「飲みたい！でも飲ま
れない。百薬の長お酒」と
題した講演
【定員】150人（受講無料）
【申し込み】10月18日㈫10時か
ら保健予防課☎603-8309で先着
順に電話受け付け

■事故・犯罪被害で家族を亡くした

　あなたに伝えたいこと

　家族を事故などで亡くし、長期
間に渡って深い悲しみを抱える遺
族へのケアを学ぶ講座や遺族を対
象にしたプログラムを開催します。
費用はいずれも無料です。
【日時・内容】11月19日㈯▶公
開講座：13時～14時半、福島県
立医科大の中島聡

さ と
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み

医師による
「大切なご家族を亡くした後の長
引く悲嘆からの回復」と題した講

演▶こころサロンE
エ ナ ジ ー

NERGY：14
時50分～16時半、遺族を対象に
家族を亡くした悲嘆からの回復を
サポートするプログラム
【場所】県福祉総合相談センター
　　　　（本町通三）
【申し込み】県精神保健福祉セン
ター☎629-9617で電話または申
込用紙のファクス629-9603で受
け付け。申込用紙は同センターホ
ームページからダウンロードでき
ます。11月14日㈪17時締め切り

■医師によるプレミアム講座2016

【日時】11月26日㈯
　　　　13時半～15時
【場所】市保健所（神明町）
【内容】池田外科・消化器内科医
院の池田健

け ん
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医師による「腸か
らイキイキ健康講座～大腸がん予
防編」と題した講
演。ヘルシースイ
ーツ付き
【定員】50人
          （受講無料）
【申し込み】10月20日㈭13時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

■水質検査を受け付けます

　井戸水など飲用水の水質検査を
行っています。検査は、基本的な
11項目を検査する「簡易検査」
（8470円）と、塩素消毒をして
いる水に適した23項目を検査す
る「一般検査」（2万6610円）。
水を入れる専用容器は事前に生活
衛生課で貸し出します。表２の受
付日に水を採取して同課へ持参し
てください。受付時間は９時～
11時半。詳しくは、同課☎603-
8310へどうぞ。
表２　水質検査受付日
月 簡易検査 一般検査

10月 24日・31日 24日
11月 14日・28日 14日
12月 12日・19日 12日

来年１月 23日・30日 23日
来年２月 13日・20日 20日
来年３月 ６日・13日 ６日

楽しく一緒に学びましょう

健康のために受けましょう

９月27日開催の離乳食教室に
参加した子どもたち

その他のお知らせ

歯っぴーな暮らしのために


