
平成25年度特定健康診査
国民健康保険加入者の皆様の積極的な受診をお願いします！

　くわしくは、町民課国民健康保険担当までお問合せください。 問合せ 町民課 国民健康保険担当　内線 252・257

保国 コーナー

　生活習慣病は突然発病するのではなく、その10年以上前から特定健康診査（健診）などで予兆を知ることができます。早い段階で生活習慣を改
善できれば、健康に暮らすことができるのです。
　｢忙しいから｣｢特に異常がないから｣と健診を受けないでいる間に、少しずつ生活習慣病が進行しているかもしれません。健康を損なうことになれば、
本人だけでなく家族も苦しみます。また、医療費の増加が続ければ家計にも影響します。
　まだ健診を受けていない加入者の方は、積極的な受診をお願いします。なお、平成25年度に41歳を迎える方には、無料クーポン券を送付しています。

指定医療機関
・今井病院 ☎ (32) 0065
・小島内科医院 ☎ (32) 0336
・杉戸耳鼻咽喉科医院 ☎ (32) 2841
・清地クリニック ☎ (37) 2511
・高橋内科医院 ☎ (35) 2317

・玉井医院 ☎ (33) 2464
・鳥居整形外科医院 ☎ (32) 4433
・長岡産婦人科医院 ☎ (33) 3325
・宮城内科クリニック ☎ (37) 2525
・山根医院 ☎ (33) 3314
・杉戸クリニック ☎ (33) 0088

 個別健診の申込方法

　12月末まで実施しています（休診日を除く）。以下の指定医
療機関に、直接お申込みください。

 人間ドック受診費用の助成申請について

　人間ドックを受ける際は、年度内1回に限り30,000円以
内で助成をしています。医療機関の指定はありません。対
象者は次の要件を満たす方です。
① 杉戸町国民健康保険に1年以上継続して加入している方
②年齢35歳以上の方
③国民健康保険税を完納している世帯

 申請に必要なもの

　領収書、印鑑、被保険者証、振込先がわかる通帳など、
受診結果がわかる書類、特定健康診査受診券

国保マスコット

「健康まもるくん」

　インフルエンザは風邪と似た症状ですが、風邪よりも全身倦怠感を伴うのが特徴です。症状が重いときに
無理をすると、肺炎や気管支炎などの合併症を引き起こす危険があります。
　特に高齢者は免疫力が低下しているため、予防接種を受けてインフルエンザを予防しましょう。

高齢者インフルエンザワクチン予防接種

 接種期間 　12 月 25 日㈬まで
 対　　象 　 町内在住で満 65 歳以上の方、および 60 歳以上 64 歳以下で心臓・じん臓もしくは呼吸器機能

またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのある方（一定の基準有・医師の診断書等必要）
 費　　用 　 1,000 円（生活保護受給者・中国残留邦人は無料。受給者証を医療機関窓口に提示。）
 申込方法 　直接、委託医療機関に予約してください。
 注意事項 　対象者本人が接種を希望する場合のみ受付します。
　　　　　※ 町外の医療機関（埼玉県医師会加入の医療機関）で接種する

方は、事前に保健センターへご連絡ください。町外で接種す
る方の接種期間は、10 月20 日㈰から12 月25 日㈬までです。

　　　　　※費用の償還払いはありませんのでご注意ください。

　　　　　　　朝尾整形外科・井上小児皮フ
科・今井病院・小島内科医院・後藤クリニック・
杉戸クリニック・杉戸耳鼻咽喉科医院・清地ク
リニック・高野台クリニック・高橋内科医院・
玉井医院・鳥居整形外科医院・長岡産婦人科
医院・宮城内科クリニック・山根医院

委託医療機関

地域医療ネットワークシステム「とねっと」は、地域の医療機関全体で患者さんを支える仕組みです。

■こんな場面で役立つ「かかりつけ医カード」

 救急搬送時の病院選定や医師への申し送り 
　病歴やお薬、かかりつけ医の情報を取得することができるこ
とから、搬送病院の選定や医師への申し送りに役立ちます。

「かかりつけ医カード」はお持ちですか？

 重複検査や薬の重複投薬の防止 
　かかりつけ医で受けた検査や投薬の情報を共有できるので、重複検査や薬
の重複投薬を防ぐことができ、安全で効率的な医療を受けることができます。

問合せ 保健センター（健康支援課）　☎ (34) 1188

問合せ 保健センター（健康支援課）　☎ (34) 1188

■「かかりつけ医カード」の作り方
①同意書※に名前・住所などを記入し、提出してください。
　【持参の場合】　健康保険証または運転免許証などを持参し、保健センター窓口へ
　【郵送の場合】　同意書に健康保険証または運転免許証の写しを添付し、協議会事務局へ
　　　　　　　　〒347-0031　埼玉県加須市南町5-15（加須保健所内）埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局
※ 同意書は、保健センター（健康支援課）、役場 高齢介護課・町民課 窓口、参加している病院・診療所にあります。
②約 2 週間後、ご自宅に「かかりつけ医カード」が郵送されます。

※「かかりつけ医カード」を作るには、「とねっと」参加の同意が必要です。

■杉戸町内の参加医療機関

井上小児科皮フ科、今井病院、えぐち眼科、杉戸
クリニック、杉戸耳鼻咽喉科医院、清地クリニック、
玉井医院、宮城内科クリニック、山根医院

■参加中核医療機関

済生会栗橋病院、久喜総合病院、行田総合病院、東埼玉総合病院、
土屋小児病院、蓮田病院、東埼玉病院、羽生総合病院、加須市
医療診断センター、県立循環器 ･ 呼吸器病センター

受付時間　13 時～ 13 時 30 分
持ち物　 母子健康手帳、バスタオル（3 歳児は母子健

康手帳のみ）
※ 対象のお子様には、個別に通知があります。健診日

の 1 週間前までに通知が届かない場合は、保健セン
ターへご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日
3　〜　4　か月児健診 平成25年　7　月生 11月20日㈬
9 〜 10か月児健診 平成25年　1　月生 11月19日㈫
1歳6か月児健診 平成24年　4　月生 11月　6　日㈬

3歳児健診 平成22年　6　月生 11月27日㈬

乳幼児健診

☎ 0480 (34) 1188

お子様の用事でお越しになる際は母子健康手帳をお持ちください

保　 健++ 保健センター   
（ 健 康 支 援 課 ）

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）は、食生活を通
じた健康づくりを広めるボランティアです。一緒に、
体によい食事作りを学びましょう。
日時　11 月 7 日㈭　9 時 30 分～ 13 時 30 分
場所　保健センター 2 階 調理実習室
費用　300 円　　　定員　25 名
持ち物　 エプロン、三角巾、筆記用具、かかとのある室

内履き
主催　食生活改善推進員協議会
申込　10 月 31 日㈭までに、電話で保健センターへ
　　　※ 17 時以降は、佐藤☎ (32) 3539

ヘルスメイトの料理教室 ～生活習慣病を防ぐ食事～

　転倒予防や健康づくりのための、簡単な筋力トレー
ニングマシンの利用方法を学ぶ講習会です。終了後は、
自主トレーニングをすることができます。
日時　11 月 28 日㈭　10 時～ 11 時 30 分
場所　すぎとピア ふるさと元気村
対象　町内在住の 60 歳以上の方
　　　※ ただし要支援・要介護認定を受けている方を除く
定員　10 名 ( 先着順 )
申込　電話で保健センターへ（申込書を郵送します）

筋力トレーニング講習会（60歳以上対象）

日時　11月 5 日㈫・12 日㈫・18 日㈪・26 日㈫、
　　　12 月3 日㈫【計 5 回】　9 時 30 分～11 時
内容　友達づくり、親子遊び、お母さん同士の話し合い
対象　 平成22年1月1日～6月30日生まれのお子様と保護者
定員　親子 5 組程度（申込順）
申込　10 月15 日㈫ 9 時から電話で保健センターへ。

杉の子教室

日時　11月29 日㈮　9 時 50 分～12 時
内容　 5 ～ 8 か月児向けの離乳食の調理と試食、大人の

食事からの取り分け方法など
定員　15 組 （申込順）
申込　11月22 日㈮までに、電話で保健センターへ

離乳食教室

居宅サービスの種類 原則として、利用したサービス費用の 1 割が利用者負担となります。

▼環境を整えるためのサービス ※①・②は申請手続が必要です。

①福祉用具購入（要事後申請） ②住宅改修 ( 要事前申請 ) ③福祉用具貸与（レンタル）

▼自宅で利用するサービス

訪問介護（ホームヘルプサービス）
ホームヘルパーの訪問によ
る身のまわりの世話

訪問看護
看護師等の訪問による療養
上の世話や治療の補助

訪問リハビリテーション
リハビリ専門家の訪問によ
るリハビリ

訪問入浴介護
移動入浴車等の訪問による
入浴の介助

▼施設に通うサービス（日帰り） ▼短期間施設に泊まるサービス

通所介護
（デイサービス）
通所介護施設での食事や入
浴等の介護や機能訓練

通所リハビリテーション
（デイケア）
老人保健施設や病院・診療
所での機能訓練等

短期入所生活介護
（ショートステイ）
特別養護老人ホーム等への
短期間の入所

短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）
老人保健施設等への短期
間の入所

シリーズ ご存知ですか？

介 護 保 険 サ ー ビ ス
第2回 ～居宅サービス編～

シリーズ 2 回目は、自宅で生活しながら利用
できるサービスについてご紹介します。

【要介護 1 ～ 5 の方】【要支援 1・2 の方】

担当地区の地域包括支援センターへ連絡します。
　杉戸町すぎと地域包括支援センター　☎ (36) 2620
　杉戸町良宝園地域包括支援センター　☎ (38) 1120

居宅介護支援事業所を選び連絡します。
居宅介護支援事業所の情報は、高齢介護課窓口にあり
ます。

ケアプランの作成（無料）　サービスの利用にはケアプランが必要です。

次回は、地域密着型サービスについてお知らせします。 高齢介護課 介護保険担当　内線 313 ～ 316問合せ
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