
－ 200 －平成29年３月24日

保健福祉部健康増進課  ☎64ー2111㈹／ファクス65ー6039
健康管理センター      　　☎７２－８２９５～８２９７
江釣子保健センター      ☎７２－８２９８ 保健コーナー保健コーナー保健コーナー

平成29年度成人検診
　29年度の成人検診が５月から始まります。集団検診、個別検診でそれぞれ日程が異なりますので、確認の上
受診しましょう。検診の日程は、４月14日に全戸配布します。
　下のグラフは、過去３年間に市のがん検診でがんが発見された人の数です。年度によって人数は違いますが、
検診を受診したことで早期発見、早期治療につながっています。
　なお、乳がん・子宮がん検診の対象となるのは２年に１回ですので、対象の年は確実に受診することをお勧め
します。

■過去３年間の市がん検診によるがん患者発見数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

　29年度各種検診の対象と検診方法は次のとおりです。検診の申し込みをしている人、または前年度に受診
している人には、お住まいの地区で集団検診が行われるおよそ１カ月前に通知を発送します。なお、集団検診
は、お住まいの地区外でも受診できます。

検診名 対象 検診方法

胃がん検診 40歳以上 集団

大腸がん検診 40歳以上 個別

乳がん検診 40歳以上で和暦で奇数
年生まれの女性 集団

子宮頸
けい

がん検診

20歳以上で和暦で奇
数年(平成生まれの人
は偶数年)生まれの女
性

集団・個別

結核・肺がん検診 40歳以上 集団

前立腺がん検診 50歳以上の男性 集団・個別

特定健診 40歳以上の
国民健康保険被保険者 集団・個別

後期高齢者健康診査 後期高齢者医療保険
制度被保険者 集団・個別

～元気な時こそ受診しましょう！～

問い合わせ　健康係　☎72-8295

がん検診の申し込みは
電話で健康係へ
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※３週目以外の日曜

日には開院している

歯科があります。

休日当番薬局 (9:00 ～ 17:00）
とき 薬　　局

3/26
(日)

コノハ薬局
大通り2-396  　　　　    61-0575

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

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

4/2
(日)

かえで薬局
本通り1-５－4           6５-3361

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

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　   　　 81-4545

4/9
(日)

ツルハドラッグ大堤店
大堤南1-1-24          67-6324

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

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

4/16
(日)

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

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

4/23
(日)

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　   　　 81-4545

かたくり薬局
大通り4-3-1             61-33５1

4/29
(土)

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

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

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11　   　　     61-2277

4/30
(日)

コノハ薬局
大通り2-396  　　　　    61-0575

きたかみ中央薬局
さくら通り2-2-28　   　　 65-7550

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

とき 内科系 外科系

3/26
(日)

室岡医院
大通り3-5-6　　                63-3311    

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

4/2
(日)

芳野内科医院
本通り1-3-22                      65-1811       

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

4/9
(日)

いしかわ内科クリニック
大堤南1-1-25                      67-2288

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

4/16
(日)

なるいクリニック
柳原町1-1-41                      64-1022

菅整形外科医院
上江釣子16-51-2　　   　  77-5110

4/23
(日)

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

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

4/29
(土)

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

4/30
(日)

いとう内科胃腸科医院
大通り3-1-9       　              64-1795

いわぶち脳神経クリニック
さくら通り2-2-25　　　   65-3661

休日当番医 (9:00 ～ 17:00）

とき 施術所

3/26
(日)

うえのまち整骨院
上野町3-3-2　　         61-4221

4/2
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8                 63-3725

4/9
(日)

大和接骨院
常盤台1-20-1　           63-8611

日曜日当番整骨院 (9:00 ～ 17:00）
とき 施術所

4/16
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61　　   77-3239

4/23
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1        73-5170

4/30
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16          66-5321

とき 歯　　科

4/16
(日)

六本木歯科医院
さくら通り3-1-23　         64-6489

4/30
(日)

和賀歯科医院
中野町3-2-4　                    65-3000

休日当番歯科 (9:00 ～ 12:00）

突然の難聴・突発性難聴お医者さんからの
健康アドバイス vol.3

　いつどこで起きるかわからない難聴に突発性難聴
があります。急に聞こえなくなる、耳が詰まった感
じがする、急に耳鳴りがしだすなどが代表的な症状
で、めまいを伴うこともあります。突発性難聴の原
因は、ストレスや血液の循環障害など諸説あります
が、いまだ解明はされていません。多くはありませ
んが、聞こえの神経に腫瘍ができて(聴神経腫瘍)発
症するケースもあります。
　改善のためには、内服治療や点滴治療などを行い
ます。それでも改善がない場合は高気圧酸素療法と

いった、特殊な治療を行うケースもあります。聴神
経腫瘍ができていないか確かめるためにはMRIで精
査することが必要です。急な難聴は時間がたつほど
その改善が難しくなるため、１週間以内に治療を開
始する必要があります。少し経過を見て治らないよ
うなら病院に行ってみよう、と考えるかもしれませ
んがそれでは手遅れになるかもしれません。急な聞
こえの悪さを感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診す
るようにしましょう。▲
問い合わせ…(一社)北上医師会☎63-4518

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。


