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一掲載内容ー

・9月25日開催

今金町健康づくり講演会『乳がん講演会』

(国立病院機構函館病院)

.10月31日'"11月1日実施

乳がん・子宮がん検診のご案内

(北海道結核予防会札幌複十字総合健診センター)

.10月スタート

インフルエンザ予防接種(費用一部助成}のお知5せ

.10月6日開催

認知症講演会『認知症ってどんな病気?]

(中村記念病院脳神経外科)

-

L砦布フ

総会長fl1/:MNとLべつ庁保館若者謀

TEL 0137-82-2780 



〆
手しがんは、女性がかかるがんのうち最も数の多いがんで、す。

今金町健康づくり講演会

乳がん講演会
日時 2015年9月25日(金)

13:30-15:30 
会場今金町町民センター大ホール

今金町字今金68番地

※参加無料

※参加希望者(;1:事務局!こ9!Z4(木)まで申し込みください。

※託児あり、希望者は9!Z4(木)まで事務局に申込みください。

テーマ

[1ft ヴ多かる却ってIffLt'! !ltfJt'N/.ごつれてJ

国立函館講院による乳がん講潰会
備小憲一鐸先生

国立揖院得構届隆荊院外輯IUI

日本外科学会認定医・有門医

自窓乳がん字会認定lIi

合わぜて、看護師、管理栄醤士、医療ソーシヤルワーカーによるミ二講演を行います。

321大宮廷士)r食事か6がんを予防しようj

fリシパ浮腫のお話しj
..  邸布施軍事江

(リシパ浮島指導按総者)

署盟締伊露みずえ

慣がん署堕毘定看盤師}
『現JJ~，んの自己検診についてj

『がんにまつわるお金のお揺しi
MSW 理l*清一

【事務局・お問い合せ1

今金町保健編祉課健康づくりクループ

(0137)82-2780 

函館市J1I原町18醤 16号

函立病院機柵函館病院地盤事医療連傍室

0138(51)6281 担当 :上林

主催:今金町・国立病院機構函館病院

、



、町関戸当申阜畠〉
イシ'jiJ)らZシザ予防i呂田
が拍患り容す 〈費用

-インフルエンザワクチンについて
.助成はいつから始まるの?

平成27年 10月よりスタートし、翌年3月31日までです。

医療機関の接種時期に合わせて、助成をおこないます。

・対象は?

接種目において、今金町に住所を有する 1歳から中学3年生までの方

.接種方法は?

インフルエンザワクチンを

① 1歳-12歳以下は2回接種

② 1 3歳以上は 1回接種

-費用はかかるの?

1回接種、 2回接種いずれも自己負担額1.000円で受けられます0

.どこでできるの?
@今金町国保守安院

平成27年 10月:7.8日~乎成:l8年2月298まで ※予約不要
※上記期間中の 10月主 8目、 12月 '30日=今月曜日・水曜Uのみ実施

1月司 1よ日・ 20日のみ実施、 2月三今 t主外来で実施

そのι巴 キ1租については‘国保病院へお問合せくたさい。

②岩間医院

平成27年 10月1日~平成28年2月29日まで ※要予約

③今金診療所 (中学生のみ)

平成27年 11月1日~平成28年3月31日まで ※要予約

上記期間中の月曜日~金曜日実施 ※水緩日は、第 l・3・5週のみ

※定期受診とあわせて接種を希望する方は通常受付降間内で接種可能

・ワクチンの効果期聞は?

ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5ヶ月

とされています。過去の発生状況から涜行が予想される時期を考えて、

より有効性を高めるために一般的には 10月から 12月中旬までの聞に

行うのが良いと言われています。

(.)その他、予防鐘種に関する詳しい内容やご不明な点等がありましたら、お手数でち下記まで

'匹ご連絡をいただけますようよろしくお願いいだします。

ぷ毛;vG総会認証!li1NとLべつ庁tf!fllllifhf.謀'fIIlJIlづぐりグループ
匂明入lTEL82-2780 FAX82-3867 



開事守て65忠以土〉
イシ?J>>[0dbシザ定期予防{呂田
が姶患り患す 〈費用一

-インフルエンザワクチンについて
.助成はいつから始まるの?

平成27年 10月よりスタートし、翌年3月31日までです。

医療機関の接種時期に合わせて、助成をおこないます。

-対象は?

接種目において65歳以上の方

(その他、接種目時点で60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器の機能、または

ヒト免疫不全ウィルスにより免疫機能に障害がある方)

-接種方法は?

インフルエンザワクチンを 1回接種

.費用はかかるの?

自己負担額1.000同で受けられます。

.どこでできるの?

t当 F

平成27 年 10 Jl 2~ 日~手}.~2 ð 年:~ 1'J 2 1.} E Jまで ※予約不長
※t記期間中の 10 月 2 包 ~I- 1 !月 J0 EI=今月 l翠EI・水曜ドのみた胞

1月斗 13 tl・20EJのみ実施、 2H=今・般外来"(iJ施

.c-， 晶、 祖LつL、ては、同保病恥へおl日合せくたさい

②岩間医院

平成27年 10月1日~平成28年2月29日まで ※要予約

③今金診療所

平成27年 11月1日~平成28年3月31日まで ※要予約

上記期間中の月曜日~金曜日実施 ※水鼠日は、第1・3・5週のみ

※定期受診とあわせて接種を希望する方は通常受付時間内で接種可能

・ワクチンの効果期間は?

ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5ヶ月

とされています。過去の発生状況から涜行が予想される時期を考えて、

より有効性を高めるために一般的には 10月から 12月中旬までの聞に

行うのが良いと言われています。

官その他、予防鱒に闘する詳しい閣やご不明な鰐がありましたら、お刊でち下記まで

ご連絡をいただけますようよろしくお願いいたします。

明JI総会癌雌設とLべつ服飾締結膜ブぐりグループ
ト "V I TEL82-2780 FAX82-3867 



~ 

20 以上の女性の方受防れます Eー
捜査実施揖閤:北海道結核予防会札幌複十字錨合健診センター

乳がん検診・子宮がん検診案内

什 0/31(土) ・ 1~ / (日)
時間帯等詳細について、矢印下参照願います。

としベつ保健センター

.受付時間(乳がん・子宮がん罰日共通〉

10昆31目(土)・ 11月1目(目)

⑦8:00-8:30 ②9:00-9:30 ⑧10:00-10:30 
④11 :00-11 :30 ⑤13:00-13:30 

※乳がん樟診ぬ定員陪Z日間官主主皇室と怒り参~G)官、出早目白扇申込お

を出願い"1;し参~。

無料ク-il¥ン努対象の方は、ご使用になれます。
.対象者と料金 但し、子宮がん険診Iel:、経盤エコー500円の自己負担がかかります。

よ史を 対象者
今金町国民健康 社会保険等加入者 後期高齢者医療

保険加入者 生活保護受給者 保険加入者

乳がん検診
20歳以上

(※今年度より〉
1. 500円 2. 500円 1. 500円

乳がん・子宮がんについて、 20歳以上毎年度1回受診できます!

子宮がん検診
20歳以上 1. 500円 2. 000円 1. 500円

〈経陵工コー含〉

.お申込み ※土日祝除く

期間:平成27fF9月24日(木)-10月8日(木)8:30-17: 15 

方法:電話82-2780又はとしべつ窓口にてお申込み願います。~~

*託児できますので、お手織ち遮れてお越しくださいt

※今年度のとしベつ保健センター会場での実施Iま最後となります。



中村記念病院脳神経外科

丸賀 平 先 生

2015. (火)

18.: 3.:0'" 1 9 .: 3.-0 

としペつ保健セシター

C 
-講師プロフィール.
丸賀 JII王手先生(まるがようへい〕
中村記念病院脳神経外科
金沢大学医学部平成21年卒業

専門分野:脳神経外科一般
所属学会:日本脳神経外科学会

留æfd!ιt.t:ê':ぅμぅ由気~G)か.æ知LÊに対<tる理解主主漆tb~"ミめに鏑演会に音量加し 、
r3事客・4普I，.fJI _d.'、 ' 

主催:お問合せ先今金町保健闘課・地鼠包括支援センター (824780J 噂


