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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

３/20
㈯

小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
三船内科 天昌寺町９-10 646-2310
遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111

森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50
アスティ緑が丘１階 662-3326

ヒデ・デンタルクリニック 本宮七丁目１-１
イオンモール盛岡南２階 631-1418

せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
天昌寺薬局 天昌寺町３-27 646-7499
下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

３/21
㈰

栃内内科医院 神明町10-35 624-5277
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
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

トシ歯科医院 みたけ三丁目27-15 641-7152
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

３/28
㈰

荻野病院 本宮一丁目６-12 636-0317
久喜内科・脳神経内科医院 緑が丘三丁目２-34 662-7177 
さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
ささき歯科医院 三本柳３-12-７ 637-8211
アポロ薬局 本宮一丁目６-11 636-4332
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

診療時間外に具合が悪くなったら

■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▶

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

■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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インフル
エンザなどの検査は実施していません

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

■もりおか健康21プランシリーズ

大切な人の健康を脅かす

『受動喫煙受動喫煙』を 減らそう

　喫煙していなくても、タバコの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいま
す。「たまに吸い込むくらいなら、それほど心配しなくても」と思っていませんか。しか
し、受動喫煙により年間１万5000人が死亡※しているという統計も。吸う人も吸わ
ない人も、タバコの害について考えてみませんか。　  健康増進課☎603-8305
※国立がん研究センター　片野田耕太
　「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」（2015）

煙を吸い込むだけで
　　　　　　  影響大

禁煙治療に保険が
使える医療機関

サードハンドスモーク
　　　　　　  の危険

　目の前でタバコを吸っていなくて
も、喫煙する人の衣服や髪、吐く息
からタバコの臭いがする、という経
験はありませんか。このような「残留
タバコ煙」にさらされることを「サー
ドハンドスモーク」といい、これも受
動喫煙の一つです。特に小さい子ど
もは、親と密着する度合いが高いこ
とから、サードハンドスモークによる
受動喫煙の影響を受けやすいといわ
れています。

　火のついたタバコの先から立ち上
の ぼ

る煙は、喫煙者が直接タバコから吸
い込む煙よりも有害といわれていま
す。喫煙者が吸い込む煙は、燃焼温
度が高く、またフィルターを通すこと
により、かなりの有害物質が分解さ
れますが、周囲の人が吸う煙はあま
り分解されてないためです。受動喫
煙の影響を受けた人は、そうでない
人に比べ、脳卒中のリスクは1.24倍、
肺がんのリスクは1.28倍、そして虚血
性心疾患のリスクは1.3倍にもなると
されています。
参照：厚生労働省　生活習慣病予防のた 
めの健康情報サイト「ｅ－ヘルスネット」

タバコを吸う人が
　　　　　  守ること

　平成30年に健康増進法が一部改正
され、喫煙する人は次のルールを守る
ことが強く求められるようになりました。

禁煙を
　  成功させるために

　タバコは、本人が好きで吸ってい
る嗜

し

好
こ う

品と思われがちですが、実際
はタバコに含まれるニコチンに脳が
依存している状態。自分の意志だけ
で禁煙することが難しいのは、この
ためです。最近では禁煙をサポートす
るスマートフォンのアプリなどもあり
ますが、禁煙補助薬を活用する、専
門の医療機関の指導を受けるなどに
より、成功につながる確率が高まり
ます。

市内だけで
約50カ所！

①できる限り周囲に人がいない場所で
②屋内施設では喫煙可能エリアで　
③子どもや体の弱い人が集まる場所
　では吸わない
④屋外や家庭内でも受動喫煙させな
　い配慮を

　また、加熱式タバコによる受動喫
煙については、さらなる研究が必要
といわれていますが、紙巻きたばこ
と同程度のニコチンを含む製品もあ
り、注意が必要です。

実施日 名称 所在地 電話番号
４/４㈰ さとう整骨院 月が丘一丁目26-22 641-7586
４/11㈰ もとみや整骨院 本宮三丁目24-１ 677-8427
４/18㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー１階-A 681-2577
４/25㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313

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

人間ドック費用を助成
健康保険課　

国保☎626-7527　後期高齢☎613-8439

国民健康保険または後期高齢者医療
制度に加入する人が、表１の指定検査
機関で人間ドックを受ける場合、費用
の一部を助成します。

 ２万円※乳がん・子宮がん検診を
受診する場合は２万4000円

 受診予約後、受診日の１週間前ま
でに、被保険者証を持参し同課か各
支所窓口で直接申し込み。※同課へ
の電話申し込みもできます

 国保：1003571
　 後期高齢：1003622

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。当日は検温と
マスクの着用をお願いします。

  表２のとおり　
 各12人※60歳以上
 電話：３月19日㈮10時から

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

表２　マッサージ等指導教室の日程など
期日 時間 会場（所在地）

４/９㈮
10時～12時

松園老人福祉センター（西松園二）
４/13㈫ 愛宕山老人福祉センター（愛宕町）
４/19㈪ 津志田老人福祉センター（津志田西二）
４/21㈬

13時半～15時半
青山地区活動センター（青山三）

４/22㈭ 永井地域交流活性化センター（永井23）

表４　元気はなまる筋力アップ教室の日程など（４月～７月開催分）
期日 時間 会場（所在地） 定員

４/13㈫・５/11㈫
６/８㈫・７/13㈫

①10時～10時45分
②11時～11時45分

青山地区活動センター
（青山三） 各40人

４/20㈫・５/18㈫
６/15㈫・７/15㈭

①13時半～14時15分
②14時半～15時15分 カワトク（菜園一） 各32人

４/21㈬・５/19㈬
６/16㈬・７/21㈬

①13時半～14時15分
②14時半～15時15分

永井地域交流活性化センター
（永井23） 各40人

表１　人間ドック助成対象の指定検査機関
検査機関名（所在地） 電話 １日コース １泊２日コース

市立病院（本宮五） 635-0101 ○ ○
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222 ○ ×

盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111 ○ 国保○
後期×

川久保病院（津志田26） 635-1305 ○ ×
遠山病院（下ノ橋町） 651-2118 ○ ×
松園第二病院（西松園三） 662-0100 ○ ×
県厚生連人間ドックセンター（永井14） 637-1910 ○ ×
岩手医科大附属内丸メディカルセンター
（内丸） 613-6111 × ○

盛岡南病院（津志田13） 638-2020 ○ ○
いわて健康管理センター（西仙北一） 618-0151 ○ ×
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101 ○ ○
県予防医学協会（北飯岡四） 638-7185 ○ ×
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201 ○ ×
※検査項目や料金など詳しくは、各機関へお問い合わせください

 1003805

香リラックスヨガ教室
盛岡体育館　☎652-8855

音と香りを楽しみながらヨガの深い
呼吸法と簡単なポーズで、心と体の
バランスを整えます。

 ４月14日～６月２日、水曜、19時
～20時と４月15日～６月10日、木曜、
13時15分～14時15分、全７回

 盛岡体育館（上田三）
 各20人※女性　  各5159円
 電話：３月18日㈭10時から
 1024269

楽々エアロビクス教室
盛岡体育館　☎652-8855

 ４月15日～６月10日、木曜、全７
回、14時半～15時半

 盛岡体育館（上田三）
 15人※女性
 5159円
 電話：３月18日㈭

　 10時から
 1024912

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３の健康教
室を開催します。

 都南老人福祉センター（湯沢１）
 電話：３月18日㈭10時から

表３　つどいの森の健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用

４/８㈭

10時半
～

11時半

かんたんコ
ロコロつど
りん教室

各
10人

500円
※

４/15㈭ ツボでセル
フケア体操

４/22㈭ リフレッシ
ュ体操教室 無料

４/23㈮ ピラテス体
操教室

500円
※

※初めての人は無料

元気はなまる筋力アップ教室
長寿社会課　☎613-8144

介護予防のための筋力アップ体操や
講話など。事前申し込みが必要です。

   表４のとおり※おおむね65
歳以上

 電話：３月18日㈭９時から
 1032759

女性だけの人工肛門・人工膀胱
に関するよろず相談会

日本オストミー協会岩手県支部の
川村さん　☎090-3128-1123

 ３月27日㈯13時～15時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 人工肛門・人工膀

ぼう
胱
こう

造設者とその
家族※いずれも女性

　動画を見ながら簡単にできる体操で、介護を必要としない
体づくりに取り組んでみませんか。一人で、家族で、音楽に合わ
せて楽しく体を動かし、生き生きとした毎日を過ごしましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  長寿社会課☎613-8144

元気盛りモリ体操 で 笑顔満快 生活を！

■貸し出し用ＤＶＤで視聴
▶貸し出し場所　
長寿社会課（本庁舎本館５階）
健康福祉課（玉山総合事務所１階）
■パソコンやスマートフォンで視聴
▶市ホームページで検索
▶スマートフォンから
  ＱＲコードを読み取り

元気盛りモリ体操

 盛岡市オリジナル

☞体調や体力に合わせて、立って行う
　体操と座って行う体操を選べます
☞日常生活で使わない大きい筋肉を
　動かすことができます
☞さまざまな体操で脳を刺激し、
　活性化します

体操の特長 視聴方法


