
康ガイド健 「伊奈町保健事業のお知らせ」と併せてご覧ください。
内：内容　場：場所　対：対象　定：定員　持：持ち物　費：費用　申：申込み

問　健康増進課（保健センター）蕕720－5000

い～な！健康マイレージ対象事業

託児スペース
あり要事前予約

■内　バリウム造影検査　　■場　保健センター
■対　40歳以上（昭和58年３月31日以前生まれ）の町民で、勤務先で
の受診機会がない方
※今年度４・５月の胃がん検診（バリウム検査）、胃カメラによる
胃がん健診を受けた方または受ける予定のある方は受診できませ
ん。
■持　無地のＴシャツまたは長袖、下剤内服のための飲み物
※検査着の貸し出しはありません。
■費　800円
※70歳以上（昭和28年３月31日以前生まれ）の方は無料
■申　10月25日㈫から、健康増進課窓口または電話
※個別の胃カメラによる胃がん検診の申込は、11月15日㈫までです。
※12月に胃がん・肺がんの同時健診を予定しています。詳しくは広
報いな11月号をご確認ください。

※右表から、受付時間をお選びくだ
さい。男女別に受付時間を設けて
いますので、ご注意ください。

●注意事項
・前日の夜９時以降の飲食はしないで
ください。ただし、夜12時までコッ
プ2杯の水（白湯）、また検査当日
朝6時までのコップ半分の水（白
湯）は構いません。
・前日はお酒を飲まないでください。
・当日の朝の喫煙は控えてください。
・降圧剤などの薬をお飲みの方は、主
治医に相談してください。当日朝に
服用した場合は、受付時に伝えてく
ださい。
・胃腸の疾患で治療中の方は受診でき
ません。過去に開腹手術や帝王切開
をされた方はご相談ください。
・妊娠中および妊娠している可能性が
ある方は受診できません。
・体重が130㎏以上の方は受診できま
せん。
・新型コロナウイルス感染症予防対策
として、マスクの着用および来場前
にご自宅での検温をお願いします。
なお、発熱がある方や体調の悪い方
のご来場はお控えください。

胃がん検診（集団）

　がんは、発見が遅れるほど治療が困難になるため、早期に発見し、早期治療につなげるこ
とが大切です。
　医療機関では、感染防止対策を講じて実施をしています。今年度未受診の方やコロナ禍で
受診を控えているという方は、完治できるはずのがんを見過ごさないために、コロナ禍でも
がん検診を受診しましょう。
　詳しくは、広報いな６月号をご参照ください。
●肝炎ウイルス検診・大腸がん検診・前立腺がん検診・胸部レントゲン検査
実施期間▶11月30日㈬まで
■申　町内実施医療機関に直接予約
●子宮がん・乳がん個別検診
実施期間▶12月23日㈮まで
■申　健康増進課窓口または電話
●胃内視鏡検診
実施期間▶11月30日㈬まで
■申　健康増進課窓口または電話

各種がん検診等を実施中

予防接種の種類▶①定期予防接種（高齢者）②任意予防
接種（子ども）
場　①町と契約している指定医療機関（町外もあり)
　　②町内の実施医療機関のみ
対　①65歳以上の町民、60歳以上65歳未満で、心臓・腎
臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障害を有する町民および
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障害を有する町民

　　②１歳～７歳未満の町民
費　①自己負担額1,500円※生活保護受給者は無料
　　②１回につき1,000円助成
助成回数▶①１回②年度内２回まで

●共通事項
持　保険証、生活保護受給者証（受給者のみ）、身体障
害者手帳（60～65歳未満の対象者のみ）、母子手帳
（②の場合のみ）
申　実施医療機関へ直接予約をしてください。

※高齢者対象の定期予防接種は、町外の医療機関も受け
られる場合があります。詳しくは、保健センターに
お問い合わせください。  

インフルエンザ予防接種 接種期間　10月20日㈭～令和５年１月31日㈫

特定健康診査・健康診査を早めに受けましょう
11月30日㈬
まで実施中

　自分の健康状態を知り、生活習慣を見直す良い機会です。期間終了間際
は、医療機関が大変混み合いますので、早めの受診をお願いします。
※受診券を紛失された場合は、再発行できますので、保険医療課にご連絡
ください。
対　40歳～74歳で伊奈町国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療保険に加入している方
費　無料
申　実施医療機関に直接お申し込みください。

※受診時間は、各医療機関の診療時間内となります。
※例年実施期間の終わりごろは、どの医療機関も大変込み合いますので早めに受診しましょう。
問　40歳～74歳で伊奈町国民健康保険に加入している方…保険医療課＊２１７２
　　後期高齢者医療保険に加入している方…保険医療課＊２１７４

▲広報いな
　６月号

実施医療機関 対象 電話番号高齢者 子ども
石くぼ医院 〇 〇 872－6121
伊奈ｅｎｔクリニック 〇 〇 724－1133
伊奈中央病院 〇 〇 721－3022
伊奈病院 〇 〇 721－3692
今成医院 〇 〇 723－8280
内田クリニック 〇 〇 728－9296
おおつ消化器・呼吸器内科
クリニック 〇 － 748－5522

尾崎内科クリニック 〇 〇 720－1701
金崎内科医院 〇 〇 728－8550
木村クリニック 〇 － 723－8884
鳥山こどもクリニック － 〇 723－5557
希望（のぞみ）病院 〇 － 723－0855
みなみの
メディカルクリニック 〇 〇 720－0033

みやうち内科・消化器内科
クリニック 〇 〇 783－3751

世沢整形外科 〇 － 723－9191

実施医療機関一覧
医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

伊奈病院健康管理センター（直通） ７２３－６０７１ 尾崎内科クリニック ７２０－１７０１
伊奈病院（代表） ７２１－３６９２ 金崎内科医院 ７２８－８５５０
石くぼ医院 ８７２－６１２１ 木村クリニック ７２３－８８８４
伊奈中央病院 ７２１－３０２２ 希望（のぞみ）病院 ７２３－０８５５
今成医院 ７２３－８２８０ みなみのメディカルクリニック ７２０－００３３
内田クリニック ７２８－９２９６ みやうち内科・消化器内科クリニック ７８３－３７５１
おおつ消化器・呼吸器内科クリニック ７４８－５５２２ 世沢整形外科 ７２３－９１９１
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▲広報いな
　６月号

日程 性別 受付時間

11月29日㈫
男性 ①～④
女性 ⑤～⑧

11月30日㈬
女性 ①～④
男性 ⑤～⑧

番号 受付時間 定員
① ８時30分～８時40分

各６名

② ８時45分～８時55分
③ ９時　　～９時10分
④ ９時15分～９時25分
⑤ 10時　　～10時10分
⑥ 10時15分～10時25分
⑦ 10時30分～10時40分
⑧ 10時45分～10時55分
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