
内科、小児科診療科目
午後７時～翌朝７時平　日診

療
時
間

午後２時～翌朝７時土曜日
午前９時～翌朝７時休　日

夜間・休日急病センター
旭町２丁目　�３５‐０００１

２月休日当番病・医院
内科・外科＝９時～１７時

歯科＝９時～１１時
４日�日 

７２-５１４１稲岡内科小児科内科
５７-７１７１松沢クリニック外科
５３-８８８８うとない歯科歯科

１１日�日 
３６-２５５５花輪内科循環器科医院内科
３６-１２２１同樹会苫小牧病院外科
６８-４６１８いしざわ歯科クリニック歯科

１２日�月 
７４-５５７７川村クリニック内科
５７-０４５５苫小牧泌尿器科クリニック外科
３２-８２１１上田歯科医院歯科

１８日�日 
６７-１１１１いちむら小児科医院内科
７２-７０００苫小牧日翔病院外科
６８-０４１８ファミリー歯科クリニック歯科

２５日�日 
７２-１２０１苫小牧病院内科
３２-５４７０双葉外科医院外科
３３-３９９９江畑歯科クリニック歯科

３/４日�日 
３４-４５６５吉川医院内科
７１-２０００ケーアンドエークリニック外科
３３-８８２０新生台歯科クリニック歯科

ホームページでもご覧になれます
医師会　http://www.toma-med.or.jp/
歯科医師会　http://www.tomashi.org/
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情報

 詳細 健康管理課 �３２‐６４０７ＢＣＧ接種（料金無料） 
その他対　象会　場日　時

（注）参照生後３カ月以上
５カ月以下

保健センター
直接会場へ

５日�月 、２６日�月 、★３月１２日�月 
いずれも１４時～１４時４５分
受付は１３時５０分まで

（注）接種できない方　�三種混合予防接種後７日、ポリオの予防接種後２８日以上
たっていない方　�３７．５度を超える発熱があったり、重い病気の方や以前に予防接
種で強いアレルギー反応があった方　※母子健康手帳、予防接種のしおりを持参し、
保護者同伴。接種後２７日間は他の予防接種は受けられません

 詳細 健康管理課 �３２‐６４０７健康相談、健康教室（料金無料）
その他内　容会 場・日　時名 称

直接
会場へ

血圧測定、保健指導、栄養相談
市役所２階談話室
５日�月 、★３月５日�月 
９時３０分～１１時３０分

市民健康相談

植苗病院理事長による「認知症の対
策について」の講演、保健師の健康
指導と血圧測定

弥生連合町内会館
８日�木 　１３時～１５時市民健康教室

詳細 苫小牧保健所 �３４‐４１６８保健所の相談、検査（会場＝保健所）
申し込み内　容日　時名 称

予約必要専門職員の面接相談
１日�木 、★３月６日�火 精神保健相談

８日�木 、★３月８日�木 思春期精神保健相談

直接会場保健、医療、福祉などの相談月～金曜日　※祝日除く総合保健・医療相談

予約必要

Ｂ型＝５００円、Ｃ型＝１，４１０円、
Ｂ・Ｃ型両方＝１，６５０円６日�火 、★３月６日�火 肝炎ウイルス検査

１３時から３０分程度
対象＝１８歳以上５４歳以下

６日�火 、２０日�火 、★３月６
日�火 骨髄バンク登録

　フッ素塗布とは、歯の質を強くするむし歯予防法の一つです。
　フッ素は、直接歯の表面のエナメル質に作用して、むし歯菌が作り出す
酸に対して非常に抵抗力のある物質を作り出します。
　また、口の中に適当なフッ素が存在すると、むし歯菌の活動を抑えて、
むし歯菌が作り出す酸の生産能力を抑えます。この二つの作用で、フッ
素はむし歯に非常に有効です。

１　フッ素の働き

詳細 歯科医師会詳細　歯科医師会　��３３‐７５３０３３‐７５３０

歯 の 健 康 メ モ

メタボリックシンドロームは、動脈
硬化を急速に進行させ、心臓病や脳
卒中をはじめとする命にかかわる危
険な病気の原因となります。予防の
ために、生活習慣病健康診断を受け
るようにしましょう。（４月から３月
までの１年間に１回受診できます）　
対象　４０歳以上で、自営業・主婦・高
齢者など、事業所健診を受けられな

い方　料金　１，２００円
※がん検診無料の対
象の方は無料　内容
尿・血液検査、身体
計測など　実施医療
機関　市内各病（医）
院、保健センター
（事前に電話で確認してください）
詳細　健康管理課　�３２-６４１０

あなたは大丈夫？メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

１３ １２

市の木の花
ハスカップ

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド月の健康ガイド

詳細 健康管理課 �３２‐６４１１赤ちゃんのための健診・教室（会場＝保健センター、料金無料）
その他内　容対　象期 日・時 間名　称

２月１日�木 から健
康管理課

もく浴実習、お父さんの妊婦体
験（Ｔシャツ着用）、ビデオ学習

妊娠４～８カ月の初妊婦と
その夫　２４組　申し込み順

１８日�日 
１０時～１２時パパママ教室

開催日の２日前ま
でに健康管理課へ

離乳食の進め方、赤ちゃんの育
ち方、母親交流会１８年１２月生まれの子と親１６日�金 

１４時１５分～１６時
赤ちゃん教室
「２か月児」

１９日＝赤ちゃんと遊ぶ、発達を
考える、母親交流会　２３日＝離
乳食の進め方、歯を守る　

１８年７月生まれの子と親
２日間とも出席できる方

１９日�月 、２３日�金 
１４時１５分～１６時

赤ちゃん教室
「７か月児」

元気に遊ぼう親子遊び、母親交
流会１８年２月生まれの子と親２２日�木 

９時３０分～１１時
赤ちゃん教室
「１２か月児」

対象者に個別に通
知心身の発達状況の確認

１７年７月生まれの子
（２歳未満の未受診児も可）

１３日�火 　�９時３０分～１０時４５分 
　　　　�１３時～１４時３０分
１４日�水 　�９時３０分～１０時４５分

「１歳６か月児」
健康診査

１６年１月生まれの子
（４歳未満の未受診児も可）

１４日�水 　�１３時～１４時３０分
１５日�木 　�９時３０分～１０時４５分
　　　　�１３時～１４時３０分

「３歳児」
健康診査

開催日前日までに
健康管理課へ

最近の子育てや赤ちゃん・母親
との接し方

初孫が生まれる方、３歳未
満の初孫がいる方

２８日�水 
１４時～１６時孫まご教室

詳細 保健センター �３５‐０００１保健センターの健康診断（会場＝保健センター）
その他内　容対　象料　金期 日・時 間名　称

直接会場へ保健師による健康相談
無料

６日�火 、１９日�月 
受付＝１０時～１１時３０分

生活習慣病
予防相談

事前予約必要

栄養師による食事相談１５日�木 　受付＝１０時～１１時３０分食生活相談
問診、尿・中性脂肪・
肝機能・血糖検査など４０歳以上１,２００円１日�木 、８日�木 、２２日�木 、★３月１日�木 

受付＝８時３０分～　定員３５人
生活習慣病
健康診断

医療コンピューターに
よる検査

１８歳以上

２１,７３５円（本市国保
加入者２０,１６０円）月～金曜日（祝日を除く）

受付＝８時～

総合健康診断
（短期人間ドック）

体力測定で健康状態を
チェック

２,１００円（総合健康診
断受診者１,０５０円）

健康増進
（体力測定）

医療コンピューターに
よる検査（簡易）１６,０００円１７日�土 

受付＝８時～
土曜健診
（個人ミニドック）

★は３月実施です

詳細　健康管理課　�３２-６４０７、保健センター　�３５-０００１がん検診
申し込み定　員日　時実施がん検診会　場

大腸がんは７日前、その他は
前日までに健康管理課へ５０人

★３月７日�水 　
７時～７時４５分市役所１階ロビー
集合　会場までバスで送迎※対象者

は、検診
により異
なります
ので、下
表で確認
してくだ
さい

胃・肺・大腸・子
宮・乳札幌対がん協会

前日までに保健センターへ

２０人１４日�水 、１５日�木 　１３時～１４時乳
保健センター

胃・肺のみ＝
各２５人

１日�木 、８日�木 、２２日�木 、★３月１日
�木 　８時３０分～

胃・肺・大腸
１３日�火 　７時３０分～８時３０分、９時
３０分～１０時３０分日新町町内会館

１４日�水 　９時～１０時第七区総合福祉会館
１５日�木 　７時３０分～８時３０分、９時
３０分～１０時３０分新生台総合センター

子宮体部がん子宮がん乳がん大腸がん肺がん胃がん検診名
２０歳以上で問診
により必要な方２０歳以上５０歳以上４０歳以上

５０歳未満４０歳以上対　象
１８年４月１日から１９年３月３１日までに偶数歳になる方

体部細胞診検査頚部（けいぶ）
細胞診検査

マンモグラフィ（Ｘ線）と触
診による検査

問診と便潜血
検査レントゲン撮影内　容

７００円１,０００円１,７００円２,０００円４００円２００円
（かくたん検査は４００円追加）１,５００円

料　金 無料の方
�市民税が掛かっていない世帯（印鑑を持参し、健康管理課、勇払・のぞみ出張所で事前申請必要）の方
�老人保健法の医療受給者証、または各種医療保険の高齢受給者証をお持ちの方
�生活保護を受けている世帯の方

　がん検診は、市内各病・医院でも実施しています


