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認知症についてお医者さんからの
健康アドバイス vol.1

　ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症です。日本人の
約100人に１人が肝炎ウイルスに感染していると推計さ
れています。
　肝炎は肝臓の細胞が壊れていく病気の総称です。自覚
症状がないことが多いため、ウイルス感染に気付かず放
置してしまうと、肝硬変や肝がんを発
症する恐れがあります。がんによる死
因で３番目に多いのが肝がんで、その
原因の９割がB型・C型ウイルス性肝炎
によるものです。

肝炎ウイルス検査を受けましょう

　認知症を生じさせる主な疾患はアルツハイマー病で
す。病的な物忘れから始まることが多く、約10年で
寝たきりになると言われていますが、その間に出現す
るさまざまな症状(徘徊や妄想など)により、本人にと
どまらず、家族・社会にまで苦痛やトラブルをもたら
すことがあります。現在、根治的治療がないため、こ
れらの症状のケアには、医療・行政・福祉・地域など
の総合的な働きかけが必要とされ、今以上に各機関の
質の向上や有効でスムーズな連携の構築が求められて
います。認知症は年齢の上昇に伴い発症率が上がるた
め、日本の人口構成の最大を占める｢団塊の世代｣が

高齢者となる2025年ごろには、それを支える人的パ
ワーの不足もあり、認知症のケアは大きな社会問題に
なると予測されています。
　このようなことから、私たちは認知症に対する知識
と理解をさらに身につけておく必要があります。北上
医師会は、次の日程で認知症に関する講演会を開催し
ますので、ぜひ足をお運びください。
◆とき…７月２日(土)14:00～(開場は13:30)
◆ところ…日本現代詩歌文学館講堂
◆参加料…無料
◆問い合わせ…(一社)北上医師会　☎63-4518

ウイルス性肝炎とはどんな病気？

特に検査を受けた方が良い人

◎家族に肝炎ウイルス保有者または肝がんの患者がいる
人
◎母子感染予防策が実施されていなかった昭和60(1985)
年以前に生まれた人
◎妊婦
◎平成４(1992)年以前に輸血を受けた人(出産時を含む)
◎大きな手術を受けたことがある人

どんな検査をするの？

　血液検査でＢ型肝炎、Ｃ型肝炎の
感染の有無を調べます。

どこで検査を受けられるの？

　専門の医療機関を受診しましょう。市内の肝疾患かか
りつけ医は次のとおりです(県のホームページより)。
○小豆嶋胃腸科内科クリニック○黄木医院
○むらさきのクリニック　　　○いとう内科胃腸科医院
○すがい胃腸科内科クリニック○芳野内科医院

市の検診
　対象者に通知書を郵送します。通知書に同封している
受診券を受け取った人は、有効期限内に特定健診会場ま
たは指定の医療機関で検査を受けてください。
◆対象…過去に検査を受けたことがない40～79歳の人
◆受診料…無料
　詳しくは健康係にお問い合わせください。
保健所
　保健所で検査や相談を無料で受けることができます
(年齢制限はありません)。あらかじめ電話での予約が必
要になりますので、詳しくは中部保健所へお問い合わせ
ください。

検査結果が陽性と出た場合は？

　岩手県内に住所があり、肝炎の治療が必要と診断さ
れた人は医療費助成を受けることができます(岩手県
肝炎治療特別促進事業)。助成を受けるには申請が必
要になりますので、中部保健所にご相談ください。

治療費の助成を受けられます

問い合わせ　健康係　☎72-8295　中部保健所　☎0198-22-2331(内線232)

肝がんの原因

B 型肝炎
15%

その他
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C型肝炎
75%
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乳がん・子宮頸がん検診の
休日検診

　乳がん・子宮頸がん検診の休日検診を行います。｢平
日は忙しくて受診できない｣という人はぜひご利用くだ
さい。
◆とき…７月23日(土)、８月６日(土)
◆受付時間…午前＝9:30～10:30、午後＝13:00～14:00
◆ところ…健康管理センター付属館(本庁舎正面玄関向
かい)
◆対象…乳がん検診は40歳以上、子宮頸がん検診は20歳
以上のいずれも和暦で偶数年(平成は奇数年)生まれの女性
◆持ち物…受診通知書、受診料金(受診通知書記載)
※受診に必要な受診通知書は、お住まいの地区の検診日
程にあわせて順次発送していますが、上記休日検診を含
め、お住まいの地区以外を対象とする検診会場での受診
も可能です。また、受診通知書は随時発送しますので、
お住まいの地区を対象とする検診会場で受診できない人
はご連絡ください。▲

問い合わせ…健康係　☎72-8295

とき 施術所 とき 施術所

6/26
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16             66-5321

7/17
(日)

うえのまち整骨院
上野町3-3-2                    61-4221

7/3
(日)

とどり接骨院
鬼柳町都鳥38-1             67-5210

7/24
(日)

斎藤整骨院
大曲町8-27                     65-4531

7/10
(日)

小原整骨院
村崎野17-35-74             66-6626

7/31
(日)

山内接骨院
有田町11-32                  63-6505

日曜日当番整骨院 (9:00 ～ 17:00）

休日当番薬局 (9:00 ～ 17:00）

とき 薬　　局

6/26
(日)

さわやか薬局
立花10-48-7　                      65-5000

あんず薬局
上江釣子17-218-2　　　    71-5665

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　               81-4545

7/3
(日)

サンケア薬局県立中部病院前店
村崎野17-167- 1                  62-3331

おおぞら薬局
柳原町4-15-29　                   65-2202

7/10
(日)

まごころ薬局
上野町4-3-22　　　　　　　　　　　61-6600

おおぞら薬局
柳原町4-15-29　                   65-2202

フロンティア薬局北上店
村崎野17-171                       66-7121

7/17
(日)

みつばち薬局
村崎野15-149-1                   62-5900

くるみ薬局
上江釣子16-151-1　            72-5017

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　　　　　　68-4976

7/18
(月)

ひまわり薬局
芳町7-20　　　　　　　　　　　　　　　63-6877

まちぶん調剤薬局
柳原町4-15-8　　　　　　　　　　　　65-7810

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　　　　　　　　　81-4545

7/24
(日)

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11                   61-2277

フロンティア薬局北上店
村崎野17-171                       66-7121

7/31
(日)

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　　　　　　68-4976

つくし薬局大堤店
大堤北1-6-30                        67-0211

とき 内科系 外科系

6/26
(日)

及川放射線科内科医院
立花10-28-1                           65-3811

藤田眼科医院
上江釣子17-204                   71-5222

7/3
(日)

しゅういちろう内科クリニック
村崎野17-167-3                    72-6567

まゆみ皮フ科クリニック
柳原町4-15-26                      61-5220

7/10
(日)

坂の上野田村太志クリニック
上野町4-2ｰ15                        65-1111

ささもり耳鼻咽喉科医院
柳原町3-11-16                      64-6644

7/17
(日)

むらさきのクリニック
村崎野15-150-1                    71-3555

菅整形外科医院
上江釣子16-51-2                  77-5110

7/18
(月)

根本小児科医院
芳町6-5                                   63-4687

きたかみ腎クリニック
柳原町4-15-9                  　  61-5700

7/24
(日)

日高見中央クリニック
北鬼柳22-46                          61-0888

渕澤脳神経外科クリニック
鍛冶町2-14-40                      63-6321

7/31
(日)

きたかみ駅前内科クリニック
大通り1-3-1 2F                     61-3372

千田クリニック
大堤北1-5-8                           71-2455

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

とき 歯　　科

7/17
(日)

都鳥歯科小児歯科クリニック
大曲町9-26                             64-3033

休日当番歯科(9:00～12:00）

※３週目以外の日曜日には開院
している歯科があります。

　糖尿病に関する相談に保健師が個別
に応じます。
◆とき…７月27日(水)9:30～、10:00～、
10:30～、11:00～
※相談時間は１人20分程度。
◆ところ…健康管理センター付属館
◆対象…市内に住む65歳未満の人で、血糖値が高
めの人・糖尿病について知りたい人
◆定員・相談料…４人(先着順)・無料
◆持ち物…お持ちの人は健診結果および健康手帳
◆申し込み…７月22日(金)までに成人保健係へ
※健康管理センター・江釣子保健センターでは、平
日8:30から17:00までの間、健康相談を受け付けて
います。健康に関する相談をしたい人はご利用くだ
さい。申し込みは不要です。

▲

問い合わせ…成人保健係　☎72-8296

保健師による健康相談のお知らせ

※休日当番医などは変更になること
がありますので、あらかじめ電話で
確認の上、保険証をお持ちください。


