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　要支援者のケアマネジメントを行う「介護予防支援
事業所」および地域の方々の健康保持のための事業を
行う「地域包括支援センター」が守るべき基準につい
て、新たに市町村の条例により定めることとされました
ので、江別市が定める基準の意見を募集しています。
【条例で定める基準】①指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準。②地域包
括支援センターの人員及び運営に関する基準。
【募集期間】10月 20日㈪まで。【基準概要の配布場所】

　個別的労使紛争のあっせん
　北海道労働委員会では、突然の解雇や賃金未払い
など、労働者個人と使用者間の労働問題に関するト
ラブルの解決を支援する「個別的労使紛争あっせん」
を行っています。お気軽にご相談ください。
「あっせん」窓口（相談・申請）／北海道労働委員
会事務局調整課☎ 204-5667（月曜日～金曜日 8：
45 ～ 17：30　祝日、年末年始を除く）

担当課窓口、市役所情報公開コーナー、市役所大麻出
張所、各公民館ほか。市ホームページにも掲載。【意
見の提出方法】「パブリックコメント意見記入様式」ま
たは任意の用紙に、住所・氏名を明記し、持参、郵
送（必着）、ファクス、Ｅメールで各提出先へ。電話
は不可。【その他】お寄せいただいた意見は、個人を
特定できる箇所を除き公開する予定。意見提出者への
個別通知はいたしません。【提出先・詳細】①福祉課
E-mail=daihyo.hojinshido@city.ebetsu.lg.jp、②介護保険
課E-mail=kaigo@city.ebetsu.lg.jp



日時 /10 月12日㈰10時～11時 30分。会場 /
野幌公民館。詳細 / 公益法人日本詩吟学院北
海道中央岳風会江別支部（藤原）☎383-8286

内容 / 国際交流、ステージや世界の料理販売、
民族衣装の試着など。入場無料。日時 / 10 月
13日（月・祝）12時 30分～16時。会場 / コミュ
ニティセンター。詳細 / 江別国際センター☎
381-1111（月～金10時～18時。土・日・祝日
10時～13時）

内容 /日用品などを廉価で販売。
日時 / 10 月18日㈯10時～13時
30分。会場 / コミュニティセンター。詳細 / 日
赤奉仕団江別分団（伊藤）☎384-4750

内容 / ゲームやダンス、バルーンアートなど。
日時 / 10 月19日㈰ 13時 30 分～15時 30 分。
会場 / 総合社会福祉センター（錦町14-87）。定
員 /25 名。受講料 /500円。持ち物 / 飲み物、
動きやすい服装。申込・詳細 / 江別レクリエーショ
ン協会（西原）☎382- 2846、（浦）☎383- 3988

日時 / ① 10月19日㈰ 9時～14時。②11月8
日㈯、9日㈰11時～15時。会場 / ①イオン江
別店屋外駐車場（幸町35）、②市民会館ホワイエ
小ホール。対象 /アマチュアに限る。申込・詳細 /
日本リサイクルネットワークえべつ☎・ 385-2917

内容 / 講演とその症状にあわせた予防、改善の
実技指導。当日、直接会場へ。日時 /10 月22
日㈬10時～11時 30分。会場 / 野幌公会堂記
念館（野幌代々木町54）。講師 / 生命の貯蓄体
操道東総支部長 鳥本ヒサ子。詳細 / 生命の貯
蓄体操江別すみれ連絡所（吉田）☎383-3371

内容 / 公証人による正しい遺言書の書き方と
任意後見制度について分かりやすく説明。日時
/10 月25日㈯13時 30分～15時 30分。会場
/ 総合社会福祉センター（錦町14-87）講師 /
札幌大通公証役場 公証人 石田敏明。定員 /40
名程度。当日、直接会場へ。詳細 /NPO法人 

時時時時時時時時時時時時時時

さいわい成年後見センター☎398-4643

内容 / 江別の小麦を使ったピザ、野菜たっぷ
りミネストローネ、サラダ。日時 /11月8日㈯
9時 30分～。会場 / 野幌公民館。定員 / 先着
25名。費用 /1,000円。持ち物 / エプロン、三
角巾、タオル。申込・詳細 / 江別生涯学習イン
ストラクターの会事務局（松山）☎ 383-5751。
留守電に氏名と電話番号を。10月31日㈮締切。

（西野幌 59-2）

詳細 /教務課（公開講座担当）☎ 385-4427
※申込方法など必ずお電話でご確認ください。
●レベルアップ！フォトショップ中級編【全4回】
講師 / 情報メディア学部情報メディア学科 非常
勤講師 北島優。定員 / 先着 30名（パソコンの
基本操作ができる方）日時 /10月30日、11月6
日、13日、20日すべて木曜日18時30分～20時。
受講料 /3,000円。申込 /10月10日㈮まで。
●英語でディスカッション【全 4回】:講師 /
経営情報学部先端経営学科講師 ジョエル・ラ
イアン。定員 / 先着 20 名。日時 /11月 4日、
11日、18日、25日すべて火曜日18時 30 分
～ 20 時。受講料 /1,000 円。申込 /10 月 6日
㈪～17日㈮

（文京台 23）

申込･詳細 / ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ☎ 387-3939、
387-3746、Email=kouzacen@hokusho-u.ac.jp
●「協働」でステップアップする大学と社
会研究とビジネスと行政の新しいカタチ :講
師 /NPO 法人ソーシャルビジネス推進セン
ター理事長 小樽商科大学特任名誉教授 相内
俊一。定員 /60 名。日時 /10 月15日㈬ 18時
10 分～ 19時 40 分。受講料 / 無料。●芸術
教育が担う創造性とイノベーション～北翔
大学とTEDxSapporoこれまでの歩み～ : 講
師 / 教育文化学部芸術学科准教授 浅井貴也。
TEDxSapporo 設立者 ディリップ BK シュナー
ル。TEDxSapporo代表 鈴木卓真。定員 /60名。
日時 /10月19日㈰11時～13時。受講料 /無料。
●北翔大学から世界へ～ 2014ソチ冬季オリ
ンピックの報告。女子アイスホッケーのオリ
ンピック出場までの道程と今後～ :講師 / ゲ
ストアスリート 堀珠花（2014北翔大学卒業）。
スポーツ教育学科准教授 吉田真（ソチオリン
ピック日本選手団本部メディカルスタッフ・ト
レーナー）。定員 / 250 名。日時 /10 月 20日

日㈮締

㈪17時～18時10分。受講料 /無料。※以上、
3講座の申込は10月10日㈮まで。または当日、
直接会場へ。●桃太郎の謎～子ども達に伝え
たい「日本の伝統」豆知識 :講師 / 短期大学
部こども学科教授 佐々木雅史。定員 /200 名。
日時 / 11月 8日㈯ 10時 40 分～ 12時 10 分。
受講料 / 無料。申込 /10 月29日㈬まで。また
は当日、直接会場へ。●コミュニティ心理学
から見る江別市の「強み」～救急車利用に関
する江別市調査より:講師 / 教育文化学部心
理カウンセリング学科教授 小坂守孝。同講師 
橋本菊次郎。定員 / 250 名。日時 /11月15日
㈯ 13時～15時。受講料 / 無料。申込 /11月
5日㈬まで。又は当日、直接会場へ。●ステッ
プアップ美術教室（アートの心に触れる連続
講座）②アートを楽しむ技法【全 4回】: 講
師 / 本学非常勤講師 大井敏恭。定員 /15 名。
日時 /11月 6日㈭～11月27日㈭毎週木曜日
10時～12時。受講料 /6,000円。教材費別途
500円。申込 /10 月 27日㈪まで。●人が集
えば文殊の知恵袋講座⑤私が自然卵を始めた
きっかけ。そしてこれから :講師 /自然卵のク
レープ代表 濱田友美。定員 /30 名。日時 /10
月 21日㈫ 13時 10 分～ 14時 40 分。受講料
/ 同シリーズ 3回で 500円。申込 /10 月10日
㈮まで。●裏千家茶道教室11月コース【全 4
回】:講師 /裏千家 準教授 深井宗久。定員 /8名。
日時 /11月 4日㈫～11月25日㈫ 13時 30 分
～15時 30分。受講料 /5,000円。申込 /10月
24日㈮まで。●おもしろ算数教室【小学2年
生コース・小学6年生コース】:講師 / 教育文
化学部教育学科 教授 松村憲治 ほかゼミ学生。
定員 /20 名。日時 /11月1日、15日、29日す
べて土曜日10時～11時30分。受講料 /500円。
教材費・保険料含む。申込 /10 月 22日㈬ま
で。●調剤事務講座【全 6回】: 講師 / 日本
医療事務協会講師。定員 /20 名。日時 /11月
6日㈭～12月1日㈪18時10分～20時40分。
受講料 /44,400円教材費含む、受験料別途。
申込 /10 月27日㈪まで。

日時 /11月1日㈯14時～16時 10分。会場 / 
コミュニティセンター。費用 /100円。申込・
詳細 / 札幌市立大学サテライトキャンパス☎218-7500

日時 /11月 8日㈯ 9時 30 分～ 12時。会場 / 
イオン江別店（幸町 35）。対象 / 小学 4年～
6年生とその保護者、先着10組。申込・詳細
/ 江別保健所 ☎ 383-2111。10月10日㈮締切。



◎　歯 科 相 談・フ ッ 素 塗 布
日時/10月8日㈬、24日㈮13:15～15:00。対象/1歳～就学前のお子さん。
持ち物/母子手帳・歯ブラシ・コップ・タオル。料金/フッ素800円。◎　エ キ ノ コ ッ ク ス 検 診

◎　乳 幼 児 検  診
対象者に送られる個別案内または市HPをご覧ください。

◎　各 種 が ん 検 診

◎　高齢者インフルエンザ予防接種

日時 /10 月15日㈬ 17:30 ～ 19:30。23日㈭、26日㈰ 6:30 ～ 10:30。
対象 / 小学 3年生以上の市民。過去に異状のない方の検診は 5年
に一度。直接保健センターへ。無料。

広報10月号折り込みの江別けんしんだより（後期版）をご覧ください。

　今年度接種対象の方には、個別案内を送付します。詳し
くは、広報えべつ9月号、市ホームページをご覧ください。

　　　

◎　エ キ ノ コ ッ ク ス 検 診

10 月 1 日から子どもの水痘ワクチン、
高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種に

水痘ワクチン：保健センター☎385-5252
高齢者肺炎球菌ワクチン：保健センター管理係 ☎391-8036

日　　時 場　　所
6 ㈪・
7㈫ 10:00 ～ 17:00 札幌学院大学（文京台 11）※ 11:00 ～ 12:15 は昼休み

16㈭
9:30 ～ 11:00 江別市消防本部（野幌代々木町 80-8）

11:30 ～ 13:00 江別警察署（弥生町 23）

14:30 ～ 16:30 マックスバリュ上江別店（上江別 442-16）

21㈫・
22㈬ 10:00 ～ 17:00 酪農学園大学（文京台緑町582）※11:00～ 12:15は昼休み

23㈭
9:30 ～ 10:30 ESC北海道電気技術サービス㈱（西野幌120-8RTNパーク内）

12:15 ～ 17:00 北翔大学（文京台 23）

24㈮ 10:00 ～ 17:00 北翔大学（文京台 23）※ 11:00 ～ 12:15 は昼休み

◎　10月　献 血 バ ス ひ ま わ り 号 巡 回 日 程

※当日の輸血用血液の在庫状況によっては、400㎖献血のみの受付となります。

※ 特に記載があるものを除いて、会場・詳細は
保健センター（若草町 6-1 ☎ 385-5252）です。

【診療時間】内科・小児科 9:00 ～ 17:00/ 外科系 9:00 ～翌朝 9:00
（■印の医療機関は診療時間が異なります。）
※都合により変更される場合があります。新聞紙上または北海道救

月 /日 内　科・小　児　科　 外　科　系　

10/5 ㈰ □江別谷藤病院 ( 内科のみ )　幸町 22　☎ 382-5111
□おおぬま小児科　東野幌本町 7-5 セリオのっぽろ 2F　 ☎ 385-6782

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6
　☎ 382-1111

12 ㈰ □はまもと内科クリニック　上江別東町 4-27　☎ 788-7636 □江別谷藤病院　幸町 22　☎ 382-5111

13 ㈪ □アウル内科クリニック　東野幌本町 2-18　☎ 383-3456 □野幌病院　野幌町 53　☎ 382-3483

19 ㈰ □友愛記念病院（内科のみ）　新栄台 46-1　☎ 383-4124
■江別市立病院（小児科のみ）若草町 6　☎ 382-5151（診療時間 8:30 ～ 17:00）

■江別市立病院　若草町 6　☎ 382-5151
（診療時間 8:30 ～翌朝 8:30）

26 ㈰ ■むらかみ内科クリニック　大麻新町 7-6  ☎ 387-1555（診療時間 8:30 ～ 17:00） □江別谷藤病院　幸町 22　☎ 382-5111

11/2㈰ □渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111
□あずま子ども家庭クリニック（小児科のみ）　野幌住吉町 25-10　 ☎ 385-2500

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6
　☎ 382-1111

3㈪ □野幌病院（内科のみ）　野幌町 53　☎ 382-3483
□鈴木小児科医院　大麻扇町 3　 ☎ 386-5303 □野幌病院　野幌町 53　☎ 382-3483

●産婦人科救急夜間相談  ☎ 622-3299【さんぷきゅうきゅう】　札幌市産婦人科救急電話相談（年間全日対応 19:00 ～翌朝 7:00）

休日・祝日当番病・医院（ 救急・急病 ）
急医療情報案内センター（ 0120-20-8699､ 272-8699､ 携帯
電話からは 011-221-8699）江別市消防本部（☎ 382-5453）、江別
医師会のホームページでご確認ください。

●江別市夜間急病センター ☎ 391-0022 （錦町 14-5）内科・小児科 （年中無休）診療時間19:00 ～翌朝7:00  受付時間 18:30 ～翌朝６:30

 詳細：保健センター管理係　☎ 391-8036 
▶後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー（有効期限平成
27 年 7月 31 日のもの、適用区分はⅠ、Ⅱどちらでも可）※後期高齢者医療限
度額適用・標準負担額減額認定証の交付などの詳細は、医療助成課高齢者医療
係（☎ 381-1403）へ。 
これらの書類をお持ちでない方と接種対象者②（60 ～ 64 歳）に該当する方で
非課税世帯の方は、高齢者予防接種用非課税証明書を発行します（無料）。 
◎高齢者予防接種用非課税証明書の申請方法／本人確認ができる書類（免許証
や保険証など）を持参し、各証明交付窓口で申請。同居の親族以外が申請する
場合は委任状が必要。
※平成26年1月1日時点で江別市に居住していない方は、発行できませんので、
平成 26 年 1月 1日時点の住所地で取得してください。この場合、証明書の発
行は有料となる場合があります。
◎証明交付窓口／◆市役所市民税課市民税係（☎ 381-1012）◆市役所大麻出
張所（☎ 382-4855）◆野幌鉄南地区証明交付窓口（☎ 391-5855　東野幌本町
62-1）◆水道庁舎内証明交付窓口（☎ 385-1215）◆豊幌地区センター内証明
交付窓口（☎ 380-1002　豊幌 686-10）

◎期間／ 10 月 6日 ㈪～ 12 月 26 日 ㈮（休診日を除く）

◎対象／市民で①か②に該当し、接種希望の方。
①接種当日 65 歳以上の方。②接種当日 60 ～ 64 歳で、心臓、腎臓、
呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいのある
方。（障害等級 1級またはそれに準じる）
◎料金／ 1,000 円　　◎回数／ 1回　　◎申込／各医療機関に
直接。事前予約制。※やむを得ない理由で市内接種医療機関での
接種が困難な方は、事前に保健センターにご相談を。
◎持ち物／健康保険証などの住所・氏名・年齢が確認できるもの。
◎自己負担免除対象者／以下の方は、接種時に下記書類のコピーを医療機関に
提出すると自己負担額が免除されます。
①生活保護受給者の方：生活保護受給者証のコピー
②市民税非課税世帯の方：下記のいずれか 1点
※下記の書類をお持ちの方は非課税証明書の取得が不要となりました 
▶平成 26 年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書の世帯市民税状
況欄のコピー（世帯市民税状況欄に「非課税」の記載のあるもの） 

市内接種医療機関：【江別地区】えべつ神経内科☎ 389-7722 ／泌尿器科さいとうクリニック☎ 382-3136 ／近藤眼科☎ 382-4121 ／林内科☎ 383-
9816 ／たぐち内科クリニック☎ 389-7855 ／プリモウイメンズクリニック☎ 391-7577 ／みはらしクリニック☎ 384-3184 ／江別内科クリニック☎
381-8900 ／たけだ整形外科クリニック☎ 391-0030 ／はまもと内科クリニック☎ 788-7636 ／江別すずらん病院☎ 384-2100 ／上江別内科胃腸科ク
リニック☎ 381-1188 ／江別市立病院☎ 382-5151
【野幌地区】江別循環器☎ 389-0810 ／江別脳神経外科☎ 391-3333 ／ゆきざさ循環器内科☎ 384-1000 ／友愛記念病院☎ 383-4124 ／野幌病院☎
382-3483／江別谷藤脳神経クリニック☎382-3333／江別谷藤病院☎382-5111／おくの内科胃腸科クリニック☎381-0501／ささなみ内科クリニッ
ク☎ 382-3373 ／野幌眼科☎ 382-2453 ／とがし小児科☎ 385-0150 ／緑苑クリニック☎ 381-6490 ／あずま子ども家庭クリニック☎ 385-2500 ／こ
んの小児科医院☎ 391-1148 ／渓和会江別病院☎ 382-1111 ／片山内科胃腸科医院☎ 385-5050 ／紺野内科医院☎ 381-5001 ／アウル内科クリニック
☎ 383-3456 ／おおぬま小児科☎ 385-6782 ／平賀内科クリニック☎ 382-5989 ／内科循環器科白樺通りクリニック☎ 383-7111
【大麻地区】池永クリニック☎ 387-1111 ／高橋内科医院☎ 386-5222 ／鈴木小児科医院☎ 386-5303 ／なかざわ整形外科クリニック☎ 387-6755 ／
みみ・はな・のどはらだクリニック☎ 388-3333 ／高橋内科医院三番通りクリニック☎ 387-7788 ／ウルトラ内科小児科クリニック☎ 688-8801 ／い
とう耳鼻咽喉科医院☎ 387-1133 ／ないとうクリニック☎ 386-8855 ／おおあさクリニック☎ 388-2233 ／くろだ耳鼻咽喉科クリニック☎ 387-8000
／北町クリニック☎ 386-2160 ／むらかみ内科クリニック☎ 387-1555

臓、
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の
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※ 祝日は休みます。

●こころと体の健康相談／保健師・栄養士
が相談を受けます。月～金曜日9:00～17:00 
保健センター☎385-5252

 ● 子育て・教育
●乳幼児の子育て相談／電話、来園、訪問
で相談を受けます。月～金曜日9:00～17:00 
子育て支援センターすくすく☎381-1714
●子どもの発達相談／子どもの発達につい
て相談を受けます。月～金曜日8:45～ 17:15
子ども発達支援センター☎385-1015
●子育てテレホン相談／しつけ、思春期
問題、親子関係など。月～金曜日10:00 ～
12:00 相談室（教育委員会内）☎384-7005
●家庭児童相談／しつけ・言葉の遅れ・成
長発達・心身の問題・非行・いじめ・不登
校など。月～金曜日9:00 ～ 17:00 子ども家
庭課☎381-1236
●ひとり親・家庭相談／身上相談やDV相
談。月～金曜日9:00 ～ 17:00 子ども家庭課
☎381-1236
●教育相談（要予約）／ 臨床心理士（スクー
ルカウンセラー）がいじめや不登校などの
相談を受けます。10/7、14、21、28、11/4い
ずれも火曜日10:00～12:00 少年指導センター
（青年センタ－2階サークル室3）☎384-7830
●いじめ・不登校相談／さまざまな教育相
談を電話で受付。月～金曜日10:00 ～ 17:00 
少年指導センター☎382-4044
●子ども電話相談／子どもの悩み事や心配事
など。月～金曜日10:00～17:00 少年指導セン
ター☎384-7830
●ヤングテレホン／青少年の悩みごとや非
行問題など。月～金曜日13:00～ 17:00 相談
室（教育委員会内）☎383-8009

 ● 福　祉
●認知症の悩みごと相談／江別認知症の人
の家族を支える会が電話・面談にて相談を受
けます。水・木曜日10:00 ～ 15:00 いきいき

 ● 暮 ら し
●一般相談／日常の悩みや困りごとの相談
を受け、助言や専門機関を紹介。月～金曜
日 8:45～ 17:15 市民相談所☎381-1021
●税務相談（要予約）／税理士が税全般の
相談を受けます。10/15 ㈬、11/19㈬13:00～
16:00 市民税課☎381-1012※前月の1日から
予約受付。
●家庭生活悩みごと相談／家族関係・対人
関係・子育て・思春期など。月曜日10:00 ～
15:00 総合社会福祉センター☎385-1234、水
曜日10:00 ～ 15:00 にこにこ相談室☎ 389-
7830（総合社会福祉センター内）、木曜日
10:00～ 15:00 市役所大麻出張所☎382-4855
●悩みごとテレホン相談／家庭生活の諸問
題について。火・金曜日10:00～ 15:00 総合
社会福祉センター☎389-7830
●消費生活相談／消費生活の苦情や相談な
ど。月～木曜日9:30 ～ 16:30、金曜日10:00
～ 16:00 市役所第二別館2階江別消費者協
会☎ 381-1026、金曜日10:00 ～ 16:00 市役
所大麻出張所 江別消費者協会☎382-4855

 ● 健　康
●心の健康相談（要予約）／精神科医師・
保健師が相談を受けます。10/16 ㈭ 13:30 ～
16:00 江別保健所☎383-2111※精神科受診歴
のある方は要相談、前日12:00まで予約受付。
●女性の健康相談（要予約） ／性感染症・
妊娠・出産・子育て・不妊・更年期など。
10/14 ㈫ 13:30～ 15:30。江別保健所 ☎ 383-
2111※前日16:00まで予約受付。秘密厳守。
●親子健康相談 ／ 11/5 ㈬ 13:30 ～ 15:00   
保健センター☎385-5252
●へるすあっぷ相談 ( 要予約 )／生活習慣病
予防相談・栄養相談。10/20㈪、27㈪ 10:00
～ 12:00 保健センター☎385-5252

相談窓口の名称／内容。日時　会場・詳細
センターさわまち☎387-5657。木曜日10:00
～ 15:00  総合社会福祉センター☎389-7830
●高齢者総合相談／月～土曜日8:45 ～
17:15 江別第一地域包括支援センター☎389-
4144。月～金曜日8:30～ 17:30、土曜日8:30
～ 12:30 江別第二地域包括支援センター☎
389-5420。月～土曜日9:00 ～ 17:40 野幌第
一地域包括支援センター☎381-2940、月～
金曜日8:30 ～ 17:00、土曜日8:30 ～ 12:30 
大麻第一地域包括支援センター☎388-5100
●精神障がい回復者生活相談／月～金曜日
10:00～15:00 あすか就労継続支援施設☎382-
0660、あすか地域活動支援センター☎391-9222
●障がい福祉相談／障がいに関することな
ら何でもご相談ください。月～金曜日8:45
～ 17:15 障がい者支援センター☎802-5004
　
 ● 行 政・法 律
●法律相談（要予約）／弁護士が相談を受
けます。10/9 ㈭、23㈭ 13:00 ～ 15:00 市民
相談所☎ 381-1021※申込は、月初め平日初
日8:45から電話で受付。各相談日先着５名。
●人権相談／いじめや差別、嫌がらせなど
人権侵害にあたること。10/16 ㈭ 13:00 ～
15:00 市民相談所☎381-1021

 ● そ の 他
●金融相談（要予約）／中小企業者の経営、
金融の相談を受けます。10/21㈫、11/4 ㈫
10:00～ 15:00 江別商工会議所☎382-3121
●犯罪被害者支援／専門のカウンセラーを
斡旋します。月～金曜日9:00 ～ 17:15 市民
生活課☎381-1093※秘密厳守。
●若者就労相談（要予約）／現在、職を探
している39歳以下（新卒者含む）の相談を
受けます。10/10 ㈮コミュニティセンター、
17㈮、11/7 ㈮野幌公民館。いずれも10:00
～ 16:00 。各相談日先着先着4名。申込・詳
細…岩見沢地域若者サポートステーション☎
0126-25-0601（火～土曜日10:15～ 17:15）

江別市立病院 № 258

　江別在住の皆さんのご家庭では、そろそろストーブを出そうかな、
という時期になっていることと思われますが、この原稿を書いてい
る平成 26年 8月の時点では、まだムシムシと暑い日々が続いてい
ます。さて、今回の話題はそんな今年の夏に市内でも流行した「お
たふくかぜ」についてです。
　「おたふくかぜ」は別名「流行性耳下腺炎」とも呼ばれ、ムンプ
スウイルスというウイルスによって耳下腺や顎

がっかせん

下腺という唾液を
作っている臓器に炎症を起こしてしまう病気です。症状としては、
ある日突然頬から耳の周囲にかけて、または顎の下あたりが腫れて、
かなりの痛みを伴います。腫れは両方の場合も片方だけの場合もあ
り、発熱は有ったり無かったりとさまざまです。腫れている期間は
平均 4～ 5日くらいですが、片方が先に腫れた後に逆の方が腫れ
た場合などはやや長引く場合もあります。残念ながら今のところ有
効な抗ウイルス剤はなく、痛みや腫れ・発熱に対しては、腫れた部
分を冷やしたり解熱剤の座薬を使ったりして症状が軽快するのを待

つことになります。注意すべき合併症には髄
ずいまくえん

膜炎があります。脳の周囲
を取り囲んでいる髄膜という組織に炎症を起こしてしまう状態で、病気
の経過中に激しい頭痛を訴え嘔

おうと

吐を繰り返すようなら髄膜炎の可能性も
ありますので、対応を病院に相談するようにしてください。その他には
ごく稀に、強い腹痛を訴える膵

すいえん

炎や男性不妊の原因となる副睾丸炎など
の合併症もあります。
　ムンプスウイルスは一度かかると終生免疫を獲得しますので、原則的
に二度とはかかりません。また、不

ふけんせいかんせん

顕性感染といって、ウイルスには感
染しても症状が出ずに免疫を獲得する方もいます。耳下腺が腫れる病気
の原因は、お子さんの場合8割以上がムンプスウイルスの感染です。ホッ
ペタが腫れて病院を受診すると大抵は「おたふくかぜだね」と言われる
のですが、実はその中の 1～ 2割の方はコクサッキーウイルスなどの別
のウイルスによる耳下腺の炎症だったり、繰り返し何度も耳下腺の腫れ
を繰り返す「反復性耳下腺炎」という病気の場合があります。2回以上
耳下腺の腫れを繰り返した場合は、現在または過去のムンプスウイルス
の感染の有無を血液検査で調べておくことをお勧めします。
　さて、今頃は既におたふくかぜの流行は去っているでしょうか？これ
からの季節はインフルエンザもはやりますので、食事前の手洗いは必ず
行うなど、日頃の健康管理には十分お気をつけください。

おたふくかぜ
小児科主任部長　小野　暁

さとる

※ 祝日は休みます。



広
報
え
べ
つ　
10 

月
号

〠

☎

☎

H26.9.1 現在
（前月比）

2014
年
10
月
1
日
発
行
　
第
900

号

花のある街並みづくりコンテスト
～受賞作品が決定しました～

　　　☎

　若田光一宇宙飛行士（JAXA）が北海道情報大学で、国際宇宙ステーション（ISS）長期滞在活
動報告を行います。若田さんと直接ふれ合い、宇宙を身近に感じることができます。（無料）

日時／ 10月 25 日㈯　13 時～ 15 時　 会場／北海道情報大学 松尾記念館講堂（西野幌 59-2）
対象・定員／小学生以上 600 名（小学生は保護者同伴）。抽選。
申込／ 10 月 10 日㈮までに北海道情報大学HPの専用フォーム（http://www.do-johodai.ac.jp）

 北海道情報大学ミッション報告会事務局☎ 385-4434


