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　病児・病後児保育室「いびっこ」は、お子さんが病気の時、保護者に代わって一時的にお子さんを
お預かりし、お子さんの体調に合わせて保育と看護を行い、子育て家庭を支えます。

●登録について
登録は毎年度必要です。昨年度登録された方も再度提出してください。
�登録を希望される方は、事前に「登録申請書」を揖斐川町役場子育て支援課に提出してください。申請用
紙は揖斐川町役場�子育て支援課・各振興事務所にあります。町ホームページからもダウンロードできます。
※�登録申請書は、お子様の保育と看護を適切に行うために大切な役割を果たすものです。予防接種や発達の状況な
ど、お子様に関する情報を詳しく記入していただく内容となっています。

●開室 場 所 � 揖斐厚生病院�本館棟５階

●利用対象者 � 幼児園・小学校などに通われている生後８ヶ月から小学校３年生までのお子さん
� （未就園のお子さんも、家庭で保育を行うことが困難な場合、お預かりいたします）

●利用日時 � 月曜日から金曜日　８時００分～１８時００分　※１疾病につき７日が限度
� ※土曜日・日曜日・祝祭日・１２月２９日～１月３日は休室日

●定　　　員 � ３名

●利用料 金 � ４時間まで　１，０００円、４時間を超える場合　２，０００円（１日あたり）

●お申込み・お問い合せ
　利用日の前日17時までに、電話にて揖斐厚生病院（０５８５－２１－１１１１）にお申込みください。
　（土日祝日の受付はできません）
※�急な発熱などにより利用を希望される方は、当日朝の受付も可能です。かかりつけ医の「診療情報提供書」「利
用申込書」「保育に必要なもの」をお持ちのうえ、来室してください。

65歳以上の方ならどなたでもご参加いただけます！参加無料、お申し込み不要の教室です！

“自分のことは自分でできるカラダを保ちたい”　“足腰を丈夫にしたい”　“友達をつくりたい”
そんなあなたに、ご自宅でもできる体操を楽しくご紹介します。
昨年度は 250 人程の方にご参加いただきました。お住まいの地区以外のご参加も大歓迎！
お気軽にご参加ください♪

病児・病後児保育室 「いびっこ」 のご案内

おたっしゃ教室参加者募集

受付・血圧測定 ９時30分～　教室10時～11時30分
公民館 部屋 日程（毎月） スタート日
揖斐 １階　和室 第3木曜日 4月21日（木）
大和 ２階　集会室 第2木曜日 4月14日（木）
北方 １階　集会室 第3水曜日 4月20日（水）
清水 １階　集会室 第2金曜日 4月　８日（金）
小島 １階　集会室 第4木曜日 ４月28日（木）
永 １階　ホール 第1木曜日 4月　７日（木）

足腰が丈夫に
なったし、楽に
なったわ！

気持ちが　
明るくなって、
生活が楽しく
なったわ 友だちが増

えて、会えるの
が楽しみだから、
私も元気でいた
いと思うわ

体が軽くなっ
たように感じて、
動きやすくなっ
たよ

★参加者の声★

※各会場、月1回の開催です。5月以降の予定は、広報カレンダーをご覧ください。

持ち物　�運動のできる服装、水分、タオル、教室ファイル（お持ちの方）、上靴（揖斐は和室の
ため不要）※天候・行事などにより、変更・中止される場合があります。

【お問い合せ先】揖斐川町役場 福祉課 地域包括支援センター　２３－１３４１

【お問い合せ先】揖斐川町役場 子育て支援課　２２－２１１１
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平成28年度 がん検診・肝炎ウイルス検診のお知らせ

お問い合せ・ご予約は　　揖斐川保健センター（電話：0585－23－1511）

がん検診内容一覧
検診名 検診料 対象年齢 検　査　内　容　　　

胃がん 800円 40歳以上 胃部X線間接撮影
バリウムを飲み、X線写真を7枚撮影します。

大腸がん 300円 40歳以上 便潜血検査
2日分の採便をし、便の中に血液が含まれているかを検査します。

前立腺がん 400円
50歳以上
男性

PSA値測定（血液検査）
血液中に含まれる前立腺特異抗原（PSA）を測定します。

肺がん 200円 40歳以上 胸部X線撮影
X線写真を1枚撮影します。必要な方は喀痰検査を行います（500円）

B・C型　
肝炎ウイルス

500円 40歳以上 血液検査
腕から少量の採血を行います。（町で受診できるのは1回のみです）

子宮頸がん 800円
20歳以上
女性

細胞診
膣内に綿棒を挿入し、細胞を採取し、内診を行います。

乳房がん　 500円
30歳以上
女性

視触診　　　　くぼみや引きつり、しこり等をみます。
超音波検査　　仰向けになり、超音波を当て、画像をみます。

乳房がん
X線撮影

200円
40歳以上
女性

左右の乳房を側面から1回ずつレントゲン撮影をします。
視触診・超音波と合わせて、精密に診断することができます。

～がんは、早期発見すれば、90％以上がなおります～

肝炎ウイルス検診無料のお知らせ
下記の方には、無料受診券が郵送されます。
大腸・胃がん検診と共にご利用ください。

41歳（S50.4.1 ～ S51.3.31）　
46歳（S45.4.1 ～ S46.3.31）
51歳（S40.4.1 ～ S41.3.31）
56歳（S35.4.1 ～ S36.3.31）
61歳（S30.4.1 ～ S31.3.31）

過去に揖斐川町の肝炎ウイルス検診を受診さ
れた方は、対象となりません。

子宮頸がん検診・乳房がん検診は、
個別検診ができます！

指定医療機関で個別受診ができます。個別受
診券を発行しますので、揖斐川保健センター
までお問い合わせください。結果は、揖斐川
保健センターよりお返しします。

詳しい内容や日程は、平成28年度揖斐川町保健カレンダーをご覧ください。

健康な時にこそ、
1年に1回、検診を
受けましょう
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高齢者の肺炎球菌予防接種で肺炎を予防しましょう

　予防接種法施行令の改正に伴い、平成２６年１０月１日より「高齢者の肺炎球菌予防接種」が、定期の予
防接種（ただし、接種義務はなく、自らの意思で接種するもの）になりました。

ご希望の方は「予診票」を発行しますので、必ず揖斐川保健センターまでお問い合せください。
☎　０５８５- ２３－１５１１

　平成 28 年度の肺炎球菌予防接種の対象者は、次のとおりです。（平成 26 年度より５年間の経過措置となって
います。平成 31年度からは65歳の方のみが対象となりますのでご了承ください）

　ただし、過去に「高齢者肺炎球菌予防接種」を受けられた方は、対象となりません。

対 象 者 ： 揖斐川町に住民登録がある該当年齢の希望者
６５歳（昭和26年4月2日生 ～ 昭和27年4月1日生）
７０歳（昭和21年4月2日生 ～ 昭和22年4月1日生）
７５歳（昭和16年4月2日生 ～ 昭和17年4月1日生）
８０歳（昭和11年4月2日生 ～ 昭和12年4月1日生）
８５歳（昭和� 6年4月2日生 ～ 昭和� 7年4月1日生）
９０歳（大正15年4月2日生 ～ 昭和� 2年4月1日生）
９５歳（大正10年4月2日生 ～ 大正11年4月1日生）
１００歳（大正� 5年4月2日生 ～ 大正� 6年4月1日生）

接 種 期 間 ： 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
接 種 場 所 ： 揖斐郡内の指定医療機関
自 己 負 担 ： 医療機関窓口において、自己負担金 ３，０００円 を支払ってください。
持 ち 物 ： 揖斐川町が発行した「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種　医療機関一覧表

　 　 　 　 　 町 内 医 療 機 関（事前に予約をしてください）
医�療�機�関�名 住��所 電�話�番�号

揖斐厚生病院（内科外来） 三輪２５４７－４ ２１－１１１１
いびレディースクリニック 三輪７１９－１ ２３－００５０
クリニックＩＢ 長良６５７－１ ２２－０１１２
神田外科医院 永１３６ ２２－０２３０
小林医院 黒田４３９ ２３－１５３１
竹中医院 三輪１３５３－２－１ ２２－５６５６
のだ医院 三輪１１１－８ ２２－３９３９
野原クリニック 清水１６７３－１ ２２－０３４８
谷汲中央診療所 谷汲名礼２４６－７ ５６－３１３３
長瀬診療所 谷汲長瀬１５１０ ５６－３００３
春日診療所（美束出張所） 春日六合３４２０ ５８－００１１
久瀬診療所 東津汲９７４－１ ５４－２０４０
藤橋国民健康保険診療所 東横山６４４－１０ ５２－２１００
坂内国民健康保険診療所 坂内広瀬３１２ ５３－２１０７

※生活保護世帯は全額補助をしますので、接種の３週間前までに揖斐川保健センターへ申し出てください。
※大野町・池田町の医療機関でも接種ができます。
※医療機関によって、開始日が異なります。また休診日は接種できませんのでご注意ください。
※�町外の施設に入所している方、揖斐郡以外にかかりつけ医がいる場合は、岐阜県広域化予防接種協力医療機関に
おいても接種ができますので、揖斐川保健センターまでご連絡ください。
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任意予防接種（おたふくかぜ・高齢者肺炎球菌）の接種費用の一部を助成しています

　接種後に母子健康手帳または予防接種済証等の接種記録、ワクチン接種にかかる領収書、印鑑、振込先口座
番号のわかるものを持参のうえ保健センターで手続きをしてください。（接種後1年以内）

予防接種の種類 助成の対象となる接種年齢 助成額 助成回数

おたふくかぜ １歳から小学校就学前 3,000 円 １回

高齢者肺炎球菌
65歳以上の定期予防接種対象者以外
で、やむを得ない理由のある方。
事前にご相談ください。

3,000 円 １回

　任意予防接種は、医師と相談のうえ個人の意思により受けるものです。予防接種の間隔、効果や副反応
などについては、かかりつけの医師や接種を受ける医師等によくご相談ください。

＊�揖斐川町では、おたふくかぜ・高齢者肺炎球菌の任意の予防接種を行政措置予防接種としています。もしも、予
防接種による健康被害が起きた時には、登録している医療機関で接種した場合に限り、揖斐川町が加入している
保険で救済されます。

年に１回、歯周病検診を受けましょう！

「虫歯」と「歯周病」は、歯を失う原因だけでなく、全身の健康状態にも影響します。
定期的に歯科医師による歯周病検診と歯石除去を行い、口腔内から健康になっていきましょう！

【対 象 者】　30 ～ 74 歳（揖斐川町に住民票のある方）
【自己負担金】　500 円　（検診料は、2,500 円のうち 2,000 円は町が負担します）
　　　　　　　　　※生活保護世帯で受診を希望される方は、事前に連絡をお願いします。
【実 施 期 間】　平成28年4月1日（金）～平成29年2月28日（火）
【実 施 場 所】　揖斐郡内の指定歯科医療機関
　　　　　　　　　（ご希望の医療機関に事前予約をして、診療時間内に受診しましょう）
【内 容】　問診、口腔内診査、検診結果の判定、ブラッシング指導
【案内について】　�平成 27年度に受診された方、節目年齢（30・40・50・60・70歳）の方、お申

込みをされた方には、案内及び検診票を送付します。

任意予防接種、歯周病検診に関するお問い合せ・お申込みは
揖斐川保健センター　　☎23－1511

ヨイハ（4・18）健康デー [ 歯のなんでも電話相談 ] のお知らせ

　　　岐阜県下の保険医協会会員の歯科医師が無料で相談に応じます。
　　　地域の方々の口腔の健康について、疑問・相談に応え、お役に立ちたいと考えています。
　　　お気軽にご相談ください。

【開 設 日】　4月 17 日（日）
【受付時間】　10 時～ 15 時まで
【電話番号】　０５８－ 267 － 0711

実施主体：岐阜県保険医協会　（〒 500-8844　岐阜市吉野町 6-14 三井生命岐阜駅前ビル 6階）


