
マークの見方と詳しい申し込み方法は、表紙をご覧ください
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診療時間外に具合が悪くなったら

休日救急当番医・薬局
　※往診はできません

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

日 区分 名称 所在地 電話番号

８/23
㈰

大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-４ 662-2888
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリ
ニック

菜園一丁目11-１エスビル菜
園４階 613-2760

子どもは未来もりおかこどもクリニック 上田字松屋敷11-14 656-1366
うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668
茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-１ 662-0576
菜園よつば薬局 大通一丁目11-５ 681-3222
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

８/30
㈰

マリオス小林内科クリニック 盛岡駅西通二丁目９-１マリオス11階 621-5222
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
大久保歯科医院 中ノ橋通二丁目10-９ 681-8214
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
こずかた薬局 上田一丁目７-17 654-7722
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～21時半★ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
休日救急

当番医
休日救急当番医・

薬局のとおり
９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
★ 21時半以降は内科または外科医師のみとなります。事前に市立病院へお問い合わせ 
     ください

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が
　診療していない時間は、「２次救急医療機関」へ

▶受診の際は、医療費と
は別に定額負担料金が必
要になる場合があります。
▶各病院で、その日の当直
診療科が異なります。事前
に各医療機関に問い合わ
せるか、市医師会のホーム
ページをご覧ください。

市医師会ホームページ

地図　 市夜間診療所の場所
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※８月16日㈰の休日救急当番医・薬局は８月１日号に掲載しました

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111

実施日 名称 所在地 電話番号
９/６㈰ 小山田接骨院 東松園二丁目２-２ 663-2574
９/13㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
９/20㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313
９/27㈰ コスモ接骨院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘205号 681-3328

接骨院の休日当番  受付時間：10時～16時
※当番院が変更になることがあるので、事前に電話
で確認してから利用してください

　	 	 	 	 	 	

　	 	 	 	 	
	

もりおか健康21 プランシリーズ

　	 	 	 	 	
	

　薬局での指導後、禁煙補助
薬を活用しながら３カ月の禁
煙に取り組みませんか。対象
の薬局など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
	実施期間：12月頃まで
	50人※禁煙を希望し、３回
の経過報告に協力できる人
	電話・薬局窓口・市ホーム

ページの申し込みフォーム：８
月31日㈪17時まで
	1023615

禁煙チャレンジャーを募集

今こそ禁煙！
　たばこの煙には、多くの有害物質などが含まれ、肺疾患や
他の疾患の発症原因となることが知られています。それでもた
ばこをやめられない人が多いのはなぜなのか。たばこの依存
性についてお知らせします。　 	健康増進課☎603-8305

第２次もりおか健康21プラン市民アンケート（平成30年度実施）の結果では、

実はこんなに！禁煙を考える人の割合

喫煙者の51.7㌫ が　　　　  しています。
多くの人が禁煙を望んでもやめられない原因には、２つの依存が関係しています。

●ニコチンへの依存
　たばこに含まれるニコチンは、麻薬やア
ルコール以上に依存性が高いといわれて
います。たばこをやめるのが難しいのは、
本人の意志の弱さのせいだけではありま
せん。禁煙を成功させるために、禁煙補
助薬を使用する方法や医療機関で医師の
指導を受ける方法※があります。※健康保
険で禁煙治療を受けられる場合があります

●習慣からくる依存
　朝起きてすぐや食後などにたばこを吸
いたくなるなど、長年の習慣が体に染み
ついていることがあります。
　禁煙に取り組む前に自分の喫煙パター
ンを振り返ってみると、どのような時間
帯・状況でたばこを吸っているのかがよく
分かり、禁煙への心構えなどに役立
ちます。

　ニコチンへの依存と
習慣性の依存が絡み合
っていることが、「たば
こがなかなかやめられ
ない」原因の１つです。

	健康増進課☎603-8305
禁煙を希望

～たばこをやめるのが
　　　　　　難しいのはなぜ？～

表４　結核レントゲン集団検診の日程
期日 会場 所在地 時間

９/９㈬

マルイチ天昌寺店 北天昌寺町 ９：20～10：00
ツルハドラッグ盛岡上堂店（２回目） 上堂一 10：30～11：10
上堂児童老人福祉センター 上堂三 11：40～12：10
下太田老人福祉センター 下太田榊 13：40～14：10
マックスバリュ盛岡駅前北通店 盛岡駅前北通 14：40～15：20

９/10㈭

マルイチ城西店（２回目） 城西町 ９：20～10：00
西部公民館（２回目） 南青山町 10：30～11：00
いわて生協ベルフ青山店（２回目） 青山四 11：30～12：30
県青少年会館（２回目） みたけ三 14：00～14：30

９/11㈮

ビッグハウス上盛岡店（２回目） 北山一 ９：20～10：10
上田公民館（２回目） 上田四 10：40～11：20
松園小学校（２回目） 松園三 13：00～13：30
ユニバースサンタウン松園店（２回目） 北松園二 14：00～14：40

９/16㈬
焼肉・冷麺ヤマト盛岡店 稲荷町 ９：20～10：10
ジョイス長橋台店（２回目） 長橋町 10：50～11：50
ツルハドラッグ盛岡南仙北店 南仙北一 13：20～14：00

９/17㈭
いわて生協ベルフ仙北店（２回目） 仙北三 ９：30～10：10
ユニバース中野店（２回目） 中野一 10：50～11：30
盛岡八幡宮駐車場(２回目) 八幡町 13：00～14：00

９/18㈮

マイヤ青山店（２回目） 青山一 ９：30～10：10
サンデー盛岡店 月が丘一 10：40～11：50
みたけ地区活動センター（２回目） みたけ四 13：30～14：00
緑が丘地区活動センター（３回目） 黒石野二 14：30～15：00

９/29㈫

ジョイス本町店（２回目） 本町通一 ９：30～10：30
岩手大教育学部附属中学校 加賀野三 11：00～11：30
いわて生協ベルフ山岸店（３回目） 山岸二 13：00～14：00
都南地区保健センター（３回目） 津志田14 14：30～15：00

９/30㈬

マックスバリュ盛岡駅前北通店（２回目） 盛岡駅前北通 ９：30～10：00
マルイチ本宮店（２回目） 本宮三 10：50～11：40
ユニバース鉈屋町店（２回目） 鉈屋町 13：10～13：40
市保健所（３回目） 神明町 14：20～15：00

※８月21日㈮以前の日程は７月15日号に掲載しました

定期健康相談を一部再開
健康増進課　☎603-8305

血圧測定や生活習慣病予防の相談
を予約制で再開します。詳細は、同
課にお問い合わせください。
	 	 	表１のとおり
	電話：随時受け付け
	1000592

健康づくり！マッサージ等指導教室
長寿社会課　☎603-8003

マッサージ師から軽体操とセルフマ
ッサージ方法の指導を受けられます。
タオルと飲み物持参。
	 	 	表２のとおり　
 各12人※60歳以上　
	1003805

統合失調症の家族講座
保健予防課　☎603-8309

統合失調症患者の家族を対象に表３
のとおり講座を開催します。
	市保健所（神明町）
	各40人
	電話：8月25日㈫10時から
	1028293

介護予防ヨガ教室
長寿社会課　☎603-8003

ヨガの動きを取り入れた体操で体を
動かします。タオルと飲み物持参。
	９月８日～来年２月２日、火曜、全
19回、10時～11時半
	永井地域交流活性化センター（永

井23）　 	25人※60歳以上
	電話：８月19日㈬10時から。日本

ヨガ連盟事務局☎601-8891で受け
付け　 	1030626

介護予防太極拳教室
長寿社会課　☎603-8003

太極拳の動きを取り入れた体操で体
を動かします。タオルと飲み物持参。
	９月９日～来年１月20日、水曜、

全19回、13時半～15時
	仁王老人福祉センター（名須川町）
	20人※60歳以上
	電話：８月20日㈭10時から

ゆるフィット運動クラス
健康増進課　☎603-8305

小さな動きで体を整える教室。参加者
にはＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊポイントが付きます。

	９月10日～10月22日、木曜、全6
回、10時～11時15分※10月１日を除く
	市保健所（神明町）
	15人※64歳以下で運動習慣がな

い人　 	電話：８月21日㈮10時から
	1022896

結核レントゲン集団検診
保健予防課　☎603-8308

６月に送付した受診券に必要事項を
記入し、各会場へお越しください。
	 	表４のとおり　 	1006625

MORIOKA☆ユース食堂
～リフレッシュコース～
健康増進課　☎603-8305

健康づくりにつながる食育の講話と
ヨガで体をリフレッシュ。参加者に
はＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊポイントが付きます。
	９月27日㈰13時半～15時半
	高松地区保健センター（上田字毛

表５　健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用

９/３㈭

10時半
～

11時半

リフレッシ
ュ体操教室 10人 無料

９/10㈭
かんたんコ
ロコロつど
りん教室

10人 無料

９/11㈮ 大人のリズ
ム遊び教室 15人 無料

９/17㈭ ツボでセル
フケア体操 10人 500円

９/25㈮ ピラテス体
操教室 10人 500円

表３　統合失調症の家族講座の開催日時と内容
日時 内容

９/７㈪
14時～15時半

未来の風せいわ病院の田嶋宣行病院長が「統合失調症を理解しよう～症
状・治療・再発防止について」と題して講話

９/16㈬
13時半～15時 「回復力を高める家族のコミュニケーション」と題して講話

9/25㈮
13時半～15時

のびやか丸サービス管理責任者の松永和代さんが「暮らしに役立つ社会
資源～将来に備えて今出来ること～」と題して講話

表１　定期健康相談の日程など　
会場（所在地） 定員 おおむねの開催日 時間

市保健所（神明町） 各６人 毎月第１火曜 13時半～15時
毎月第３火曜 10時～11時半

高松地区保健センター（上田字毛無森） 各９人 毎月第４火曜 10時～11時半
※日程が変更になる場合があります。詳しくは、健康増進課へお問い合わせください

無森）　
	20人※妊産婦を除く、おおむね20

～30代の人
	電話・市ホームページの申し込みフォ

ーム：９月７日㈪14時から　 	1023064

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎638-1122

60歳以上の人を対象に表５の健康教
室を開催します。
	電話：８月18日㈫10時から

表２　マッサージ等指導教室の日程※当日は検温とマスクの着用をお願いします
期日など 時間 会場（所在地）

８/27㈭ ★
９/10㈭ ◆
９/24㈭ ●

13時半～15時半 永井地域交流活性化センター（永井23）

９/２㈬ ★
９/16㈬ ● 13時半～15時半 青山地区活動センター（青山三）
９/８㈫ ★
９/29㈫ ▲ 10時～12時 愛宕山老人福祉センター（愛宕山）
９/11㈮ ◆
９/25㈮ ● 10時～12時 松園老人福祉センター（西松園二）
９/14㈪ ◆
９/28㈪ ▲ 10時～12時 津志田老人福祉センター（津志田西二）
 電話：★８/19㈬10時から ◆８/19㈬14時から ●８/26㈬10時から ▲８/26㈬14時から


