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健 康 診 査 ・ 検 査 ・ 検 診 の お 知 ら せ

健診内容対象者（年齢は２８年度末時点の年齢）健診区分

・身体測定・腹囲測定
・問 診・血圧測定
・血液検査・診 察
・心電図（診察の結果、医師
が必要と認めた方のみ）

①４０～７４歳で、Ｈ２９年４月１日現在、厚真町国民健康保険に加入されている方
（※該当者には受診券・質問票を送付します）特定健診 ②４０～７４歳で、国保以外の保険加入者（協会けんぽ・各共済組合・健保組合等）で、
保険者より発行された特定健診「受診券」を手元にお持ちの被扶養者の方
①３５～３９歳および７５歳以上
②４０歳以上の生活保護受給者で、厚真町に住所を有する方基本健康診査

血液検査
①４０・４５・５０・５５・６０・６５歳で厚真町に住所を有する方

肝炎ウイルス検査
②輸血等経歴のある方で肝炎ウイルス検査を一度も受けたことのない方

血液検査
①４０・４５・５０・５５・６０・６５歳で厚真町に住所を有する方

ピロリ菌抗体検査
②２０～３４歳で厚真町に住所を有する方

申し込み受付期間等の詳細については、日程が近づきましたら「広報あつま」等でご案内します
（受付期間前の申し込み受付は一切行いませんので、ご了承ください。）

対象となる方には、５月下旬に個別案内（質問票・受診券等含む）します。

※健診料金…国保以外の方は、各保険者が設定する自己負担額が必要です

定員負担金検診会場実施月日対象年齢検診名

６００人１,５００円
総合ケアセンターゆくり７月３０日（日）～８月１日（火）

４０歳以上胃がん検診
厚南会館８月４日（金）～８月５日（土）

６４０人５００円
自宅で検体（便）を採取
し、ゆくりまたは厚南会
館へ提出

７月２７日（木）～８月８日（火）４０歳以上大腸がん検診

－無 料町内９施設※特定健診実
施会場と同じ６月５日（月）～６月９日（金）３５歳以上肺がん（結核）

検診

９０人
対象者
優先

５０歳未満：２,０００円
（対象外：６,１８０円）
５０歳以上：１,５００円
（対象外：５,１５０円）
※３０歳以上の女性
は助成制度有（下記
参照）

総合ケアセンターゆくり１１月６日（月）４０歳以上で、元号で偶数
年生まれ乳がん検診

１５０人１，５００円
（対象外５,３５０円）総合ケアセンターゆくり１１月６日（月）

２０歳以上で、元号で偶数
年生まれ（平成生まれは
奇数年）

子宮がん検診

７０人

胃、大腸、乳、
子宮…上記同様
前立腺…５００円
（※受診する検診は
選択できます。）

札幌がん検診センター
（対がん協会）
※バスによる送迎あり

１１月１６日（木）

４０歳以上
※前立腺がん５０歳以上
※子宮がん２０歳以上
※乳がん・子宮がん検診
は、上記同様に対象が生
まれ年別になります

総合がん検診
（胃・大 腸・乳・
子宮・前立腺）

医療機関で個別に受診した乳がん検診にかかる費用の一部を助成しています（保険適応は除く）
助 成 額 検診費用の１/２（３,０００円上限） 対 象 ３０歳以上の女性
申請方法 ①乳がん検診を受けたことが明記された領収書、②印鑑、③通帳（後日振込み用）

をお持ちになり、総合ケアセンターゆくりで申請してください。

２．個別健診
健診料金：７００円※
実施会場：あつまクリニック
実施期間：７月１日（土）～８月３１日（木）の診療時間内

健診料金：無料※
実施会場：町内約９会場

（詳細は個別案内でお知らせします。）
実施期間：６月５日（月）～６月９日（金）

１．地区巡回（集団）健診

特定・基本健康診査、肝炎ウイルス検査、ピロリ菌抗体検査

各 種 が ん 検 診
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乳幼児健康相談
平成２８年３月２日～平成２９年４月１日生まれ
（生後２カ月～１４カ月）のお子さんと保護者

対 象

６月１日（木）１０：００～１１：１５と き
厚真子育て支援センターところ
母子健康手帳、バスタオル持ち物

MR混合（麻しん・風しん）予防接種
①生後１２カ月～２４カ月までのお子さん
②平成２３年４月２日～平成２４年４月１日
月生まれのお子さん
（小学校就学前の１年間）
※上記以外の場合は、町保健師にご相談
ください。

対 象

６月２６日（月）～３０日（金）
※２９日（木）午後は休診

と き

あつまクリニックところ
接種希望当日に、町民福祉課健康推進グ
ループで受け付けを行ってください。
（受付時間 ９：００～１１：３０、１４：００～１６：３０）

受 付

母子健康手帳、印鑑持ち物

町民福祉課健康推進グループ（総合ケアセンターゆくり内）☎２６-７８７１
問い合わせ

１歳６か月児健診
平成２７年７月１９日～１２月１４日生まれのお子さん対 象
６月１４日（水）※個別にご案内しますと き
総合ケアセンターゆくりところ
母子健康手帳、アンケート類、バスタオル、歯
ブラシ

持ち物

町では予防接種事業を実施しています。感染症を予防するために、対象となる方は早めに接種しましょ
う。詳細は、毎月の広報あつま内「保健の掲示板」、および町ホームページをご覧ください。

接種方法標準的な接種時期と接種間隔予防接種名対象
【接種可能日】
毎週月～金曜日
（木曜午後・祝日休診）

※ＭＲ・二種混合は接種
日が決まっています。個
別通知文・広報等をご確
認ください。

【受付】
総合ケアセンター
ゆくり
☎26－7871
※受付時間
９：００～１１：３０、
１４：００～１６：３０
※持ち物
母子手帳・印鑑

【接種場所】
あつまクリニック
☎27－2422

生後２カ月～１歳未満…２７日以上間をあけて２回
さらに１回目から２０～２４週経過後に１回（合計３回）Ｂ型肝炎

子
ど
も
（
定
期
）

（初回）生後２カ月～７カ月未満…２７日以上間をあけて３回
（追加）初回終了後7カ月～１３カ月の間に１回ヒブ

（初回）生後２カ月～７カ月未満…２７日以上間をあけて３回
（追加）１歳～１歳３カ月未満（初回後６０日以上）に１回小児肺炎球菌

（初回）生後３カ月～１歳未満…２０日以上間をあけて３回
（追加）初回終了後１２カ月～１８カ月の間に１回

四種混合
（ジフテリア・破傷風
百日咳・ポリオ）

（１期初回）３歳：６日～２８日の間隔をあけて２回
（１期追加）４歳：初回終了後約１年の時期に１回
（２期） ９歳：１期終了後５年以上の間隔をあけて１回
※北海道では、上記以外の方（２０歳未満）も特例で接種できます。

日本脳炎

小学６年生（対象者に個別通知します）
※平成２９年８月７日～８日、平成３０年２月５日～６日

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

１期：１歳～２歳未満
２期：小学校入学前の１年間（対象者に個別通知します）

ＭＲ
（麻しん・風しん）

(初回)１歳～３歳未満
(追加)初回終了後６カ月～１２カ月の間（最低３カ月）
※すでに水ぼうそうにかかった場合は対象外です。

水痘
（水ぼうそう）

生後３カ月～90カ月（１週間前までに要事前予約）
※四種混合および生ポリオワクチンをすでに２回受けている方は
不要。

小児マヒ
（ポリオ）

生後５カ月～１歳未満
※ヒブ・肺炎球菌・四混の初回３回終了してからの接種になります。
【接種場所】①あつまクリニック：毎週月曜午前／水曜・金曜午後（１週間までに要事前予約）

②渡邉医院：毎週火曜・金曜 １４：００～１５：００（前日までに要事前予約）
ＢＣＧ

１歳～３歳未満
【予約先・接種場所】あつまクリニック
※任意の予防接種ですが、町独自の助成により、無料で受けられます。
※すでにおたふくかぜにかかった場合は対象外です。

おたふくかぜ
子
ど
も

（
任
意
）

①満６５歳以上（国の定期対象：６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳）
②６０歳～６５歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能、免疫機能に障害がある方
※自己負担：２,８５０円（５,９４０円のうち３,０９０円を町が助成）
※過去に町の助成を受けた方は助成対象外です。

高齢者肺炎球菌大
人

※インフルエンザの予防接種は、広報あつま１０月号の折り込みでお知らせします。

６ 月 の 健 診 ・ 予 防 接 種

予 防 接 種 の 一 覧
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保健所の相談・検査をご利用ください 問い合わせ：苫小牧保健所 ☎0144－34－4168
受付・予約日 程内 容相談・検査の名称

随時受付月~金曜日※祝日除く保健・医療・福祉などの相談総合保健・医療相談

予約 苫小牧保健所
☎０１４４－３４－４１６８

６月１９日（月）妊娠、出産、子育てなど女性の心身の相談女性の健康相談
６月１５日（木）こころの病気・思春期の不適応などの相談こころの健康相談
６月６日（火）感染が疑われる方は無料（要事前確認）肝炎ウィルス検査
６月６日（火）、２０日（火）登録の基準があります骨髄バンク登録
６月６日（火）検査日の２日前までに予約してくださいHTLV-1抗体検査

予約 エイズ専用電話
☎０１４４－３５－７４７４

６月６日（火）【夜間】
７日（水）、２０日（火）無料、匿名検査（要事前確認）HIV抗体検査（エイズ相談）

６月の日曜当番医
電話（0144）住 所（苫小牧市）病 院 名区分日程

３３－９２０８音羽町２－１７－３合田内科小児科医院内科系４日
（日） ７２－３１５１見山町１－８－２３勤医協苫小牧病院外科系

７１－１５００日新町２－６－４３にっしん内科クリニック内科系１１日
（日） ３６－１２２１新中野町３－９－１０同樹会苫小牧病院外科系

５５－８８１１明野新町５－１－３０苫小牧東病院内科系１８日
（日） ７２－７０００矢代町２－９－１３苫小牧日翔病院外科系

５３－７７００北栄町１丁目２２－３３たかぎ内科・循環器内科内科系２５日
（日） ７５－５１１１光洋町１－１２－２０とまこまい脳神経外科外科系

自当番医は変更になることがあります（新聞等で確認するか、病院へお問い合わせください）
自「苫小牧市医師会ホームページ」にも休日当番医表を掲載しています
http://www.toma-med.or.jp（携帯電話からはhttp://www.toma-med.or.jp/phone）

苫小牧市夜間・休日急病センター
休日は当番医の他に、急病センターも

診察を受け付けています。

内科・小児科診療科目
苫小牧市旭町２－９－２住 所
0144－32－0099電 話

診察時間曜日
１９：００～翌朝７：００月~金曜
１４：００～翌朝７：００土 曜
９：００～翌朝７：００日曜・祝

北海道救急医療・広域災害情報システム

近くの医療機関などが
検索できます。

http://www.qq.pref.hokkaido.jp
☎0120－20－8699

（携帯電話・PHSからは
☎011－221－8699）

北海道では風しん抗体検査に対して費用の助成を行いま
す。風しんの免疫を保有していない女性が妊娠中に感染す
ると、胎児が、白内障、先天性心疾患、難聴を主な症状とする
「先天性風しん症候群」になる可能性があります。
■対象者
・妊娠を希望する出産経験のない女性
・妊娠を希望する出産経験のなく、風しん抗体ができない
女性の配偶者、事実上婚姻関係にある方、同居者
・風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者・同居者
※過去に、「風しん抗体検査を受けたことがある」「２回の風
しんの予防接種を受けている」「風しんと診断されたことが
ある方」は除く。夫婦同時に受検できません。
■助成費用（上限額）
ＥＩＡ法…６，７００円 ＨＩ法…５，３００円（どちらか１回のみ）
※一旦、医療機関に検査費用をお支払いいただきます。
■申請書類
申請書、領収書、住所地を証明する書類の写しを住所地を苫
小牧保健所に提出してください。（郵送可）
■実施期間 平成３０年３月９日まで
■申請書提出期限 平成３０年３月１５日（必着）
■検査実施場所
北海道のホームページ・苫小牧保健所でご確認ください。
■問い合わせ
北海道苫小牧保健所 ☎０１４４－３４－４１６８

苫小牧保健所では６月６日（火）に、通常の検査時間を延長し、夜間ＨＩＶ検査
（エイズ検査）を行います。
ＨＩＶは、感染しても自覚症状がないため、検査を受けないと感染に気付くこと
ができません。早期に感染に気付くことで、エイズ発症を予防する治療を受けるこ
とができます。あなたとあなたの大切な人のためにＨＩＶ検査を受けましょう。

ＨＩＶ抗体検査

６月６日（火）は、
夜間検査を行います

風しん抗体検査費用を助成します
将来 妊娠を希望されている方へ 国民健康保険に加入中の方へ

問い合わせ
国民健康保険について
町民福祉課町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内）
☎２６－７８７１

こくほハンドブックについて
北海道保健福祉部健康安全局国保医療課
☎０１１－２０４－５２４４

〈１２ページ〉下から２行目 ※９年間限度額

〈１５ページ〉ページ中央
「１入院時の食費の負担額」の※の記載

※１の①の対象者で平成２８年４月１日において、
既に１年を超えて成人病床に入院している方の
負担額は経過措置をして※１となります。

※１の①の対象者で平成２８年４月１日において、
既に１年を超えて精神病床に入院している方の
負担額は経過措置として※１となります。

（年間限度額：１４４，４００円）
（年間限度額：１４４，０００円）

誤

正

誤
正

４月２０日に発送した国民健康保険証に同封されている「こ
くほハンドブック」について、記載内容に誤りがあったため、以
下のとおり訂正いたしますとともに深くお詫び申しあげます。
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北海道も５月に入り太陽の光も一段と強さを増して新緑に色付きを与えています。光が増す
と紫外線も増えます。「５月の紫外線は真夏とほぼ同じ」と言われるほど紫外線が強くなる季節
です。
気象庁ではこの紫外線に関連して①温室効果ガス②エーロゾル③オゾンと紫外線の3種類を

観測しています。特に紫外線は観測した日照時間などを用いてUVインデックスを算出し「紫外
線情報」をホームページで提供しています。

紫外線は人体に対して殺菌効果やビ
タミンDを作る効果もありますが、目や
日焼けなど皮膚に悪い影響もあります。
5月から9月は紫外線量が一番多くなり
ますので、野外での作業やレジャーには
紫外線対策（UVケア：サングラス、帽
子、日焼け止め）を忘れずに行うことが
大切です。

＞＞紫外線に注意

問い合わせ 室蘭地方気象台 緯０１４３－２２－４２４９

煙子育て相談
時間１４：００～１６：００
※事前連絡をお願いします。

煙自由解放
時間９：００～１１：３０、１３：００～１４：００

支援センターには子育ての情報コーナーがあります。ぜひお立ち寄りください。

厚真子育て支援センター 厚南子育て支援センター

煙乳幼児相談
保健師と栄養士が来て、１歳２カ月まで
のお子さんの成長発達・栄養相談を行って
くれます。（対象月齢外でも、相談がありま
したらご利用ください）
※自由開放は、９:００～１０:００までの１時間に
なりますのでご了承ください。
※詳細は、「保健の掲示板」をご覧ください。

予約・お問い合わせ
厚真子育て支援センター ☎27－2438

京町152（こども園つみきに併設）
厚南子育て支援センター ☎28－3155
上厚真258－7（宮の森こども園に併設）

煙Helloえいご／えいごであそぼう
ＡＬＴの先生が来てくれます。厚真と厚
南、それぞれの子育て支援センターで行い
ます。関心のある方はどちらでもご参加い
ただけます。
時間 １０：３０～１１：００ １０：００～１０：３０

金木水火月
２１

自由開放乳幼児相談
自由開放
子育て相談

９８７６５
自由開放自由開放

子育て相談
自由開放自由開放

子育て相談
自由開放

1615141312
自由開放自由開放

子育て相談
１歳６カ月健診
自由開放

自由開放
子育て相談

自由開放
えいごであそぼう

2322212019
自由開放自由開放

子育て相談
自由開放自由開放

子育て相談
自由開放
Helloえいご

3029282726
自由開放自由開放

子育て相談
子育て講座
自由開放

自由開放
子育て相談

自由開放
えいごであそぼう

煙子育て講座「親子で骨盤ダイエット」
日時 ６月２８日（水）１０：１５～１１：１５
場所 厚真子育て支援センター
講師 マ・シェリ 代表 藤田ゆかさん
対象 就学前のお子さんをお持ちの方
持ち物 バスタオル・タオル（汗ふき用）

飲み物・動きやすい服装
申込み ６月２１日（水）まで


