
5月の夜間在宅当番医 4月の夜間在宅当番医 

糖尿病教室（第38期）インセンティブ制度が始まります

休日歯科診療

診療時間 19:00～21:30（受付は21:00まで）
●気象状況、諸般の事情により、急きょ休診となる場
合があります。受診する場合は、当番医にあらかじ
め電話で連絡してください
●夜間診察料が加算されます　
保健センター　水野（祥

しょう

）　TEL 25-3725　

※診療時間外は下記連絡先へ問い合わせください
救急医療情報センター　TEL 23‒3799
土曜日と日曜日、祝日の休日急病診療
土曜日…19:00～21:30（受付は21:00まで）

　日・祝日…13:00～17:00（受付は16:30まで）
診療場所 社会医療法人厚生会　多治見市民病院　 
　　　  救急外来　診察室
●できる限り、あらかじめ電話で連絡してください
TEL 22-5211

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
2 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
3 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
4 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
5 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
6 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
9 月 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
10 火 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
11 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
12 木 根本外科医院 高根町2 27-2821
13 金 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
16 月 池庭医院 宮前町2 22-1819
17 火 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
18 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
19 木 精華医院 白山町1 22-3623
20 金 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
23 月 太田医院 明治町1 22-0037
24 火 水野皮膚科医院 昭和町10 22-1056
25 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
26 木 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
27 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 火 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
2 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
7 月 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
8 火 林内科クリニック 栄町1 25-7755
9 水 市之倉診療所 市之倉町8 22-3811
10 木 伊藤内科 太平町3 23-6578
11 金 仲西クリニック 明和町6 29-1181
14 月 おざき整形外科 太平町6 25-6101
15 火 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
16 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
17 木 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
18 金 水田クリニック 音羽町1 22-5222
21 月 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
22 火 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
23 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
24 木 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
25 金 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
28 月 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
29 火 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
30 水 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110
31 木 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600

　平成30年度から、加入者の病気予防や健康づくり
における行動などを評価し、健康保険料率に反映す
る「インセンティブ制度」が始まります。これにより、
「健診受診率」、「ジェネリック医薬品の使用割合」な
どが評価されると、保険料を抑えることができます。
全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部の加入者
全国健康保険協会岐阜支部 

TEL058-255-5155

9:00～15:00
※要電話予約（各当番医へ）
保健センター  水野（祥

しょう
）  TEL 25-3725

当番医院名 住所・TEL

５
月

3日
(木・祝)

おとわ歯科
クリニック

音羽町 4-93
TEL 21-5677

4日
(金・祝)

Y's デンタル
クリニック

住吉町 7-28-1
TEL 44-8891

5日
（土）

わたなべ
歯科医院

金岡町 2-104-1
TEL 25-3610

内 容

4
月

13日 糖尿病ってどんな病気？
最新の診断方法と治療について

20日 糖尿病になったらどんなものを食べればいいの？
食品交換表の活用術

27日
糖尿病になったらどんなものを食べればいいの？
無理なく楽しい食事にするコツ
外食・間食のできるコツ

５
月

11日 ストップ合併症！
こうすれば糖尿病合併症をつくらない

18日 知って得する糖尿病における日常生活の注意点
糖尿病から足・歯を守りましょう

25日 少しからだを動かしてみませんか？
糖尿病における効果的な運動について

６
月

1日 知っておきたい糖尿病の薬
糖尿病との上手な付き合い方

8日 インスリンを怖がらないで
インスリンは頼もしいあなたの味方

毎週金曜日　14:00～15:00
市民病院　7階講堂
糖尿病患者およびその家族　※申込不要

※都合により内容が変更になる場合あり
市民病院　栄養課　TEL 22-5211

21 平成3 0年 4月 防災行政無線の内容はFMたじみ（76.3MHz）でもお知らせしています


