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第105回 一般公開健康講座
逆流性食道炎から食道がんまで

－食道の病気最前線－
　逆流性食道炎は食生活の欧米化、ピロリ菌感染者の減少
などに伴って患者数が増加しています。また食道がんは喫
煙、飲酒などが原因で生じる病気ですが、今はさまざまな
診断法・治療法が開発されています。今回は食道の病気に
ついて良性疾患から悪性疾患までくわしくお話しします。
■と き　１月16日（木）午後２時～３時30分
■ところ　米子市文化ホール　イベントホール
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　消化器内科

池
いけぶち

淵　雄
ゆういちろう

一郎さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会

（☎３４－６２５１、 ３４－６２５２）

第262回 山陰労災病院健康講話
うつ病の話 2020

■と き　１月30日（木）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■講 師　診療科部長　高

た か す

須　淳
じゅんじ

司さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）

（☎３３－８１８１、 ２２－９６５１）

がん検診の精密検査は
受けられましたか？

　日本人の２人に１人がかかるといわれる「がん」。
　自覚症状がでるまでに見つけた早期がんの約９割は治す
ことができます。
　健診結果が「要精密検査」だった方は、早めに精密検査
を受けましょう。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

冬場の入浴時は
「ヒートショック」に注意しましょう

　ヒートショックとは、寒い場所と暖かい場所を行き来す
ることによる大きな温度差で、血圧が急激に変動すること
がきっかけで起こる健康被害です。
　12月から２月にかけての寒い時期に、年間の事故の約
半数が発生しており、そのほとんどを高齢者が占めていま
す。
　寒い脱衣室から温かい湯の張った浴槽へ移動する入浴の
際は、特に注意が必要です。

　次のことをこころがけましょう。
　・入浴する前に、脱衣室や浴室を暖める
・湯の温度は41度以下に保ち、つかる時間は10分まで
にする

　・湯につかった状態から急に立ちあがらない
　・食後すぐや、飲酒後の入浴を控える
　・入浴者への家族の声かけ
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

ふれあいの里健康講座
大動脈の病気

　大動脈瘤
りゅう

は縮小することなく徐々に拡大し、ほとんどは
無症状で経過し突然破裂して亡くなるという病気で、他の
病気の検査や検診などで偶然見つかります。今回は、この
大動脈の病気についてお話します。
■と き　１月17日（金）午後２時～３時
■ところ　ふれあいの里　４階　中会議室
■講 師　博愛病院　血管外科部長　黒

く ろ だ

田　弘
ひろあき

明さん　
※入場無料　申込不要
■問合せ　ふれあいの里

（☎２３－５４９１、 ２３－３１７７）
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特定保健指導を利用して
生活習慣病の芽を摘み取りましょう！

　米子市国民健康保険の特定健康診査または人間ドックを
受けられた方で、腹囲（おへそ周り）や BMI（体格指数）
が標準より少しオーバーし、血圧、血中脂質、血糖値の結
果が少し高めだった方を対象に「健診結果相談会」・「健康
づくり懇談会」のご案内（特定保健指導利用券）を随時お届
けしています。特定保健指導利用券が届いた今がチャンス
です！５年後、10年後も元気で過ごせるように、保健師、
管理栄養士が、これからの健康づくりのお手伝いをします。
1 月下旬には、4回シリーズの集団教室も実施予定です。
こちらも対象の方には、ご案内をお送りします。
　ご予約、お待ちしています！

■問合せ　保険課　健康推進室
（☎２３－５４０８・５４０７、 ２３－５５７９）

深刻な生活習慣病を発症
心臓病・脳卒中など

健康状態の改善
元気度アップ

治療が必要な
病気が出てくる

糖尿病・高血圧・
脂質異常症など

そのままにすると…健診結果相談会
健康づくり懇談会に参加して

芽を摘み取る！

生活習慣の改善

食べすぎ、飲みすぎ、運動不足、
喫煙、ストレス過剰などの悪い生
活習慣で、軽い異常（血圧高値・
脂質異常・高血糖など）が出たり、
おへそ周りが太くなったりする。

風しんの感染を拡大させないために
まずは抗体検査を受けましょう

　風しんの感染が拡大しています。妊娠早期の妊婦が風し
んに感染すると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可
能性があります。そのため、風しん定期接種の機会がなく、
風しん抗体保有率が低い昭和37年４月２日～昭和54年４
月１日生まれの男性を対象に、抗体検査と予防接種を無料
で実施します。
■対象者
▶昭和37年４月２日～昭和47年 4 月１日生まれの男性
申請があれば無料クーポン券を発行しますので、お問い
合わせください。

▶昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
無料クーポン券を送付しています。

■接種の流れ
医療機関または、職場の検診等にてクーポン券を使用し
て抗体価検査を受け、検査の結果、抗体価が低かった場
合は予防接種を受けてください。

※抗体検査の結果、十分な免疫があった場合は予防接種は
行なわれません。

■問合せ　健康対策課
（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）

冬の感染症に注意！
インフルエンザ

▶主な症状
比較的急速に38℃以上の発熱があり、のどの痛みやせき、
全身の倦

けんたい

怠感をともなう。

▼かからないためには？
① 感染経路を絶つ　
せきエチケットを心がけ、
こまめに手洗いをする。人
ごみを避ける。

② 予防接種を受ける　
発症する可能性を減らし、発症した場合の重症化を
防ぐ。

③ 免疫力を高める　
　十分な睡眠と、バランスのよい食事を心がける。

■問合せ　健康対策課
（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）



■相談名　内容／予約／日時／場所／問合せ先

■法テラス無料法律相談会
法律問題全般。米子市在住または在勤の方で資力が一
定額以下の方が対象／要予約／ 24日（金）午後２時～
４時／市役所本庁舎４階402会議室／申込先：法テラ
ス鳥取（☎ 050－3383－5495）／問生活年金課（☎
23－5378、 23－5391）
■法律相談センター米子
法律問題全般（１件30分5,000円）※多重債務の
相談は無料／要予約／毎週火曜日午後１時30分～４
時、毎週金曜日午前10時30分～午後０時30分／米
子天満屋４階／問鳥取県弁護士会米子支部（☎ 23－
5710）
■司法書士による「無料法律相談会」
法律問題全般／要予約／ 24日（金）午後６時～８時／
米子コンベンションセンター第１会議室／問鳥取県司
法書士会（☎ 0857－24－7024）
■多重債務・法律相談会
多重債務や借金など（１件30分）／要予約／ 16日
（木）午後１時30分～３時／鳥取県西部総合事務所第
15・17会議室／問鳥取県西部消費生活相談室（☎ 34
－2648、 34－2670）・米子市消費生活相談室（☎
35－6566、 23－5391）
■高齢者なんでも無料電話相談
高齢者の相続、財産管理、介護など／毎週月・木曜午
後１時30分～４時／☎ 0120－65－3948 ／問高齢
者支援センターとっとり （☎ 0857－22－3912）
■よなご暮らしサポートセンター法律相談
法律問題全般（費用2,000円）／要予約／ 20日（月）
午後１時～３時／ふれあいの里１階／問よなご暮らし
サポートセンター（☎ 35－3570）
■よなご暮らしサポートセンター一般相談
日常生活の悩みや不安など／予約不要、電話相談可／
平日午前９時～午後５時／ふれあいの里１階／問よな
ご暮らしサポートセンター（☎ 35－3570）
■米子市消費生活相談室
平日午前８時30分～午後５時／市役所本庁舎１階消
費生活相談室／問米子市消費生活相談室（☎ 35－
6566）
■専門家による不動産困りごと相談
宅建士、司法書士、不動産鑑定士が不動産に関するさ
まざまな困りごとの相談に応じます。／予約不要／ 
22日（水）午後１時～４時／市役所本庁舎１階市民
ホール／問住宅政策課（☎23－5288）

法律・くらし

■行政相談
予約不要／８日（水）、22日（水）、２月10日（月）いず
れも午後１時～４時／市役所本庁舎４階402会議室／
問生活年金課（☎ 23－5378、 23－5391）
■鳥取県行政書士会無料相談
相続、成年後見、交通事故など／予約不要／ 11日（土）
午前10時～午後２時／米子市立図書館１階対面朗読室
／問鳥取県行政書士会事務局（☎ 0857－24－2744）

行政

■人権擁護委員による人権相談
人権擁護委員がさまざまな困りごとの相談に応じま
す。／予約不要／ 10日（金）、２月10日（月）午後１
時～４時／市役所第２庁舎１階相談室／問人権政策課
（☎ 23－5415、 37－3184）※鳥取地方法務局米
子支局でも相談に応じます。（平日午前８時30分～午
後５時15分）（☎ 0570－003－110）

■こころの相談会
悩んでいること、つらく、くるしいことなど。／要予
約／８日（水）午後２時～４時／米子市立図書館／問
ライフサポートセンターとっとり（☎ 0120－82－
5858、 0857－32－5454）
■西部ひきこもり生活支援センター
ひきこもりでお悩み方やそのご家族を支援します。
電話やメールでご相談ください。（相談無料）／平
日午前９時～午後５時／問西部ひきこもり生活支援セ
ンター（☎ 30－4192、 tottoripeer@fuga.ocn.
ne.jp）

人権・こころ

■起業・経営なんでも相談会
要予約／５日（日）午後 1時～ 5時／米子市立図書館
／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

■ビジネス情報相談会
要予約／ 17日（金）午後 1時～３時／米子市立図書
館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

■よなご若者サポートステーション
15～39歳の若者の就労・社会参加／要予約／10日（金）
午後 1時～５時／米子市立図書館／問よなご若者サ
ポートステーション（☎ 21－5678、 21－5679）

■特許無料相談
要予約／ 28日（火）午後 1時～４時／米子市立図書
館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

ビジネス


