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生活習慣債(高血圧・信尿傭・鰭貿"常盤等)ぬ予防・健康ヲ<'1(体力 ・筋力・贋ご"・ 腰痛議嘗等)
に効a院がiOi'l参If.

場所・日にち イス | マット
|ストレVチコース ストレ'yチコース liたくさんのご

参加をお待ち

月 保健センター 老人福祉センター| 時間 |¥していますP

4月 8日(金) 22日(金)

5月 1 3日(金) 27日(金) 1 3 : 30 1 4 : 1 0 

6月 1 0日(金〉 24日(金) ~ 
7月 5日(火) 29日(金) 14:00 14: 50 

8月 1 2日(金) 26日(金) (30分) (40分)

9月 1 6臼(金) 27日(火) !講師横井香苗さん

1'111 1'11.・E・E・・E・..1.1" ・E・..rl..I. -1.・11-1'・・・'1.'" 1 J・h ・」叫圃
貴どちらの教室も無料でご自由に参加できます(お申込不要)。運動しやすい服装、靴、飲み物、タオルをご持参ください。

|お間合ぜ先:としべつ内保健福眼健康づくり伽ーブ保健師!El?2-2780I 
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今金町内、下記の日程・揚所において、献血を実施いたし

ます。町民みなさまのご協力をお願い申し上げます。

2 

①役場前

②病院前

③農協前

9:0.0'""11:20 

12: 45'""14: 00 

14:3O ~16:3O 

今年度の献血予定は、

4用26日〈火〉、 9月1日(木〕、 12月6B(火)です。

《お聞合せ先》

総合福祉施設としベつ内保健福祉課総務グループ 882-2780 



平成28年度八雲総合病院巡回診療日程表

(耳鼻科 ・皮膚司〉

【耳鼻科】

平成28年 平成29年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12日/ 7日/ 9日/ 11日/ 13日/ 78 / (火) (火) (火) (火) (火) (火)

【皮膚科】

平成28年 平成29年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

21日/ 23日レ/25白/ 27日/ 15日/ 23日ン(木) (木) (木) (木) (木) (木)

【会 露】 総合福祉施設とレベつ内保健センター

【受付時間】 耳賞科'午後2時~午後2時30分

皮虜科 午後2時~午後3時00ニゴ

女受付時間前は、保険証をお預かりできません。

【診療開始】 医師が八雲総合病院より到着次第、開始いたします。

【費 用】 有料(通常診療と同じです)

【持 物】 健康保険証・予約確認票(※2目前~前日予約の方除く〉

【予 約】 診療Bの前日 15時までに毒話等にて下記番号へお申込ください。

※前日が土・臼・祝日の場合は、直前の平日 15時までとなります。

【留意事項】 平成27年12月診療より、予約されだ方には、予約確認票を郵送いたします。

お手重宝ですが、受診の際は~す予約確認棄をご待参ください。

※予約確認書室がない揚合、受診をお断りすることがありますので、ご了承願います。

なお、 2目前~前日にご予約された方は、確認票の郵送が間に合わないため、

当日受付にて予約確認させていただきますので、ご了承願います。

八雲総合病院から持参できる機材が限られますので、充分な検査ができない揚

合があります。詳しい検査は八雲総合病院ヘ直嬢受診することをお勧めします。

《ご予約・お問合せ先》

総合福祉施設としペつ内 受付窓口・保健逼祉課健康づくりグループ

・電話 82-2780

(土・日・祝日を除く 午前811寺30分~午後5時15分まで〕・FAX 82-3867 

Q q 

※FAX予約の揚合l手、c1住所②氏名 ③電話番号 ④生年月日 ⑤八雲総合病院本院で

の受診歴の有無 ⑥診療希望か薬のみ希望かについて記載願います。
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妊娠・出産を希望レ、不妊症と診断された夫婦に対し、被査や治療費等鈎成による経

済的負担を軽減することで、総合的な少子化対策の一助とすることを目的とする。

2.対象者(共通〉

①法律上の夫婦であること

②申請臼において、夫婦ともに今金町に1年以上住民票があること

③医療保険に加入している方

@税金の滞納がない方

⑤他市町村で過去に同様の朗成をうけていなし1方
@北海道特定不妊治療防成事業を申請した方

3.不妊症治療の実態

①治療方法:一位不妊治療(人工鐙繕等)、特定不妊治療(体外受穏・顕微綬精)

②治療費例:人工綬精1.6万円体外受精30万円顕微綬糟36万円

(国立医療機関HPより)

助成

内容
今金町一鍛不妊治療 今金町特定不妊治 道特定不妊治療問成

.進指定の医..関
(道南I孟秋山包念術院ゆみ)

-体外受精...授摘が対象
.男性不妊治鐘の並大
{27年度途申より婁鎗〉

対象

経費

-保険適用の不妊治療・倹査

wの自己負担分

・人工鍍舗など保険適用外の

不妊治療(体外受精・顕微
綬繍除く〉の自己負担分

-対象治療を証明する治、

闘の治僚に更した費用

力ら道事業助成額(該ョ

者のみ)を鐙除した舗

-遭不妊治療助成該当者Iま
助成を申賦した方舟

成

額

一成

叡

び

叡

助

金

一周

年

及

回

自より助成

・非鈴当者lま初回より助成

(6固まで〉

6回

※開始隼齢が40-42・
は3回

その他
43・未満・所得制限なし 43.朱満

《総合的な少子化対策》

対 策

事吉信

結婚相談所

の支援等 (各医療保険)

ライフ
イベント

群レくは、保健福祉課健康づ〈りグループ保健師までお間合ぜくださいo 882-2780 



。
今金町では、高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護

状態となった揚合においても、可能な限り住み慣れた地域において、自立し

た日常生活を営むことができるよう支援するだめ、平成28年3月から、地

域支援事業として「総合事業Jがスタートしましだ。

「

相議

となる方は「要支援1・要受鍾2相当の方J、
ックリ

制誌ミ芸品川 対象者
に該当

。

ゆ1137Z|ゅ|悪評

いつ春宮也、住お慣れE今金町宮、元気

に、いきい§生活""<'''''~..;QQQ

*詳しくは、地域包括支援センターへお問合せください*

《 宮82-2780 保健師・社会福祉士・介護支援専門員》
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p墨豪雪
地域包括支援センターでは、 I~\も身体ち健康で自分らしい毎日を過ごす

ため、 月2回、「としベついさいま元気ヴ弓7.Jを行っています。

健康相談や講話・ふまねっと・レクを遇して、歯科衛生士・栄養士・保健

師などが、皆さんの元気づくりを応援レます!

4月 111日〈月〉・ 26日〈火)

5月 1 3日〈金〉・ 27日〈金〉

6月 1 3日〈月)・ 27日〈月)

7月 1 4日〈木〉・ 26日〈火〉

8月 8日〈月〉・ 26日〈金〉

9月 113日〈火〉・ 27日〈火〉

*場所
* 時間
安持ち物

としベつ保健センター
10:30-11:45 
動きやすい服装、上靴

お問合せ先 .地主主包括支媛センター (82-2780)

ど穆伝言毛、出気軽にご曇加〈信念い)~くさんぬご拳加を由待ちしτ~'I審理t!• .・13au心J-. ru. • • ， 



長 先生

とき

2016. • (月)

としペつ保健センター

官7' * 

講演会終了後 (19: OO~※ 30分程度〉、 28年度から実施する 「若年者(中学生)
のがん予防対策事業」について、説明会を関催い疋しますので、関係保護者僚等におかれ

まレては、講演会と合わせて、是非ご参加ください。

主催:お間合ぜ先今金町保健福祉課(健康づくりグループ〉 電話82-2780

協力:今金町国保病院



今金町総合福祉施設 ゆ 2等:
としべつ informa'tion
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~~陣取毘号車部血ミ手忌

-ÌÏ!Uliit~ 
-日程 6月3日(金)~6月 58 (日)3日間

6月6日(月)※光の里のみ

・時間 7 : OO~1 0 : 00 (予定です〕

・露所 としべつ保健センター

.項目基本健診(特定・住民)

伽電図検査(基本健診受診要件〉

胃1Jtん倹診 {New!ピロリ菌検査追加}

大腸がん検診〈無料クーポン可〉

肺がん績診

前立腺がん検診

肝炎ウィルス症検診(無料クーポン司〉

工キノコックス症様診

・1建診縫関名北海道結核予防会

-E血llll韮z・

=キ20歳以上

司 40歳以上

斗 40歳以上

斗 40歳以上

司 40歳以上

司 40歳以上

=争40歳以上初回

=宇5年毎

置週且主j藍l2IilI彊主豆沼E

-日程 7月24臼(日)

-ーぜf戸 『

子宮がん・乳がんともに

20.以上(1年 1回)

に受けられます!

1 1月 5日(土)~1 1月 6日(日〕

.暗闇 8 : 00~1 4 .00 (予定です)

・~所としべつ保健センター
.項目 子宮がん(無料クーポン可)=キ20積以上

乳がん (無料クーポン可)=キ20歳以上

女乳がんは定員がありますので、別途ご案内する予約開始

からお早自のお申込みをお奨めします。

-健診機関名北海道結核予防会

-i!;J;沼i性冒歯周".lIII

+8程 10月3臼(月)~1 0月5日〈水)38筒

.時隠 8 : 30~1 5 : 00 (予定です〉

・2富所 としべつ保健センター

.項目 簡易脳ドック (MR11憲影〉

*概要 40歳以上全保険種類対象 (100名程度まで〉

自己負担5，000円

巡回モービル綬診車による核査

3日目は、午前のみ

-健診機関名 北海道脳神経療患研究所

額に司直じています.

25隼慮""1助成鱒鎗 f

鈎しました!(26隼11より)
CU<<個別・基本健診・各種がん検診》

+日程 4月 1 臼~3月 31 日(還年)
-日程

・時間

.宣言所

.項目

1 1月218(月)~1 1月27日(臼)7日間

7 : OO~1 0 : 00 (予定です〉
IftO館跡iIii'1音量せん f

・揚所事t.幌厚生篇院・倶知安厚生病院※現地での健診

種川・八束・豊田・御fi.としべつ保健センター

基本健診(特定・住民) =キ20歳以上

伽電国後査(基本健診受診要件) =宇40歳以上

胃がん桟診 (New!ピロリ菌検査追加) =宇40歳以上

大腸がん積診(無料クーポン司) =キ40歳以上

肺がん検診 =今40歳以上

前立腺がん後診

肝炎ウィルス症検診(無料クーポン司〉

工キノコックス症候診

-健診轡関名北海道笛穣予防会

=キ40歳以上

司 40歳以上初回

坊 5年毎

※21 B (月)~24日 (木) =宇種川・八束・豊田・神丘巡回

25日 (金)~27日 (B ) =キとしベつ保健センター

t ol!lflll#r ~ 3 ・

量温rl，，~!王室温1I日制直直圃

女概要 各種がん後診のうち大腸がん・子宮がん・乳がん無料クーポン対象者は1明司

②《巡回 基本健診・胃がん・太陽がん・姉がん・前立腺がん》

・臼程 ~ 2月198(月)

.鑓所 JA今金

*額要大腸1Jtん無料クーポン対象者は利用可

※上記①・②ともにIs¥電図験査〈基本健診受診要件〉、 ピロリ園検査 (New)受けられます。

※上記①・②ともに町費関成は、 40歳以上です。また、保験種類により飽成対象外の項目あり。

今金町国民健康保険事業(人間ドック・憾脳ドック) I 

-日程 5月 1 日~3月 3 1 日(通年〉
①《人間ドック》

・日程 4月 1 臼~3月 31 日(通年)※要予約
・場所今金町国保積爵.揚所 今金町国保病院・岩間医院・野の花今金診療所

*概要 特定健診のみ各医療機関にて受けられます (要予約〉

保験種類=キ今金町国民健康保険のみ町より防成

6tf • を.{.;~ず~þ

②《精密脳ドック》

.日程 4月 1 日~3月 31 B (通年〉※要予約
・揚所 函館街観甫覇院・函館脳神経外科・函館中央情院・市立函館痛銭

※対象Id:①30歳、②40歳以上の圏民健康保険被保験者 (2年1固〉

S庁鳴'/fIJ(， I tt b1t.若君~~l/lIttlllJf.JJt.とLペフ'pg • • 1I1Jf1l s 82-2780 


