
　健診結果から生活習慣病のリスクが見つかった人を対象にした、医師・保健師・管理栄養士などによる生
活習慣改善サポートです。
　該当する方には、費用の一部を協会けんぽが補助するための利用券をお届けしますので、生活習慣の改善
に取り組みましょう。

完全予約制

受診券（セット券）と保険証を確認してください！
受診券（セット券）は黄色い封筒でお送りしています。
それぞれの記号・番号が一致しているか確認してください。

保険証の資格や有効期限にご注意ください！！
●受診日当日に健康保険の資格を喪失している場合は
　受診券（セット券）は使用できません。
●受診券（セット券）の有効期限内（2022年3月31日まで）に
　受診してください。ただし、本年度中に75歳になる方は
　誕生日の前日までとなります。

●基本的な健診　すべての方に受けていただく検査項目です。

●詳細な健診〈医師の判断で、一部の方のみ実施〉
　健診結果などに基づいて、医師の判断により実施される検査項目です。

＊＝採血による検査です。

＊＝採血による検査です。

健診を受診する前にご確認いただきたいこと

診察等 問診 身体計測 血圧測定 血中脂質検査 ＊ 肝機能検査 ＊ 血糖検査 ＊ 尿検査

心電図検査 眼底検査 貧血検査 ＊ 血清クレアチニン検査 ＊
（eGFRによる腎機能の評価含む）

特定健診の各検査項目について

健診後の健康サポート（特定保健指導）について

　がん検診は、健康増進法等に基づいて市区町村が実施することとなっています。詳細については、お住まい
の市区町村のホームページや広報物などでご確認ください。

がん検診について

今年度も
      開催予定

詳しい案内は対象となる方のご家庭に直接お送りいたしますので、ぜひこの機会をご利用ください。（予約が必要です）
※開催されない地域もございますのでご了承ください

ご確認をお願いします

新型コロナウイルス感染症等の影響により急遽健診を中止させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●発熱、咳、頭痛、呼吸困難、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害などの症状がある方
●過去2週間以内に37.5℃以上の発熱があった方
●2週間以内に法務省、厚生労働省が定める諸外国への渡航歴がある方（およびそれらの方と接触歴がある方）
●2週間以内に新型コロナウイルス患者（疑いも含む）と接触歴がある方

※ご都合が合わない場合は直接、健診機関で受診が可能です。詳しくは各健診機関にお尋ねください。
※ご予約のお電話が大変混雑し、話し中が長く続く場合がございます。
　お日にち、または、お時間を変えてご連絡を頂きますようご理解とご協力をお願い致します。

持 ち 物 受診券（セット券）・保険証
基本項目 診察・問診・身体計測・血圧・

血液検査（血中脂質、肝機能、血糖）・尿検査

令和3年度

健診の結果から
「生活習慣の改善が必要な方」に

該当した場合には、
特定保健指導を
ご利用いただけます。

安心！
お近くの会場や

お出かけ先など日程表から
ご都合に合わせて
ご予約ください。

楽 ！々

集団健診特定
健診 のご案内

集団健診会場で特定健診を受診できます

協会けんぽにご加入の被扶養者（ご家族）様へ

協会けんぽからの
補助（7,150 円）により、

基本項目費用

0円です !

無料！

マスク 手指消毒 体温測定
新型コロナウイルス感染症対策について

協会けんぽホームページもご覧ください。保健グループ
協会けんぽ岐阜

健診中は各自マスクを
着用していただきます。
ご持参ください。

入館（室）時に
体温測定を実施する
ことがあります。
ご協力をお願いします。

健診会場に
アルコール消毒を
用意しますので、
適宜手指消毒を
お願いします。

次の方は受診をお断りしています

事前にご予約が必要です。
日程表（本紙掲載）を参考に、
各予約先に電話でお申し込みください。

コロナ禍だからこそ
自分の健康状態を
チェックしましょう

加茂郡



【 自己負担  0円 】

総合保健センターにご予約を!!　☎ 0574-25-5324
※健診会場では予約受付できません。ご注意ください。

東白川村の集団健診は、予約先が異なります。

ご予約•お問い合わせ先　東白川村保健福祉センター　☎ 0574-78-2100
血液検査当日、同封の「受診券（セット券）」、
「保険証」をご持参ください。

富 加 町
受付時間　午前10時～午前11時

日　程 健診会場 備　考
6月12日（土）

富加町役場
大会議室

各種がん検診（胃、大
腸、肺、前立腺）・肝炎
ウイルス

※6月12日㈯・16日㈬
の午後、9月16日㈭
午 後は女性がん検
診(乳・子宮頸）・骨
粗鬆症検診を実施

6月13日（日）
6月14日（月）
6月15日（火）
6月16日（水）
6月17日（木）
6月18日（金）
9月16日（木）
9月17日（金）

八 百 津 町
○特定健診、胃・大腸・肺・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検

診の日程
※混雑を避けるため受付時間を割り振らせていただいており

ます。ご理解とご協力をお願いします。

日　程 健診会場
対象自治会と受付時間

8:30～9:30 9:30～10:30 10:30～11:30
  7月13日（火）潮南出張所 中　十日神楽 峰　本郷 篠原
  7月14日（水）福地出張所 第五　第六 第二　第三 第一　第四
  9月  1日（水）

久田見出張所
後口 入野　下田 中盛西

  9月  2日（木） 野黒 大平　嵩 八幡  蝶  小洞
  9月  3日（金） 薄野　中盛東 西山　松坂 小草　中盛東
  9月14日（火）錦津

コミュニティ
センター

（きらり）

中組（伊） 中組（伊） 中組（伊）
  9月15日（水） 塩口 石畑 石畑　塩口
  9月16日（木） 中野 中野 中野　丸根
  9月27日（月）

和知出張所

旭　上牧野 中山　桂 中山  山口  上牧野

  9月28日（火） 上飯田 洞 栄組
  9月29日（水） 野上下  野上上 逆巻  野上北·南 山口　大門西
  9月30日（木） 谷 中組（和） 前野

10月  4日（月）

ファミリー
センター

杣沢  口杣沢  
丸山  諸田 

油皆洞  鯉居  
鯉居東 八幡　菅原

10月  5日（火） 須賀　白橋 北山　味屋 須賀　赤薙

10月  6日（水） 竹井　木野 錦織東
コーポやおつ·ささゆり

錦織西
錦織団地

10月  7日（木） 下石原  上石原 宮嶋 本町　玉井
10月  8日（金） 港町　旭町 栄町 大宮
10月  9日（土） すべての期日で都合の悪い方が受診し

てください（10月9日㈯は午後1時～2
時30分まで子宮がん・乳がん検診、骨
粗鬆症検診を実施します）

10月10日（日）

  1月15日（土）

坂 祝 町
受付時間　午前9時～午前11時

日　程 健診会場 備　考
6月  4日（金）

坂祝町
保健センター

6月の健診は各種がん
検診（胃、大腸、肺、
前立腺）肝炎ウイルス 
同時実施

9月の健診は各種がん 
検診（胃、大腸、前立 
腺）肝炎ウイルス
同時実施

6月  7日（月）
6月  8日（火）
6月  9日（水）
6月10日（木）
6月11日（金）
6月13日（日）
6月14日（月）
6月15日（火）
6月16日（水）
9月  9日（木）
9月10日（金）

血液検査 受診方法等

  8月  4日（水） ①保健福祉センターへ予約する
②村から受診票（受診日時）が送付される
③村の案内に従って受診する

  8月  5日（木）

  8月  6日（金）

集団健診
（血液検査以外の検査） 健診日（2日目）

  8月30日（月）

※初回血液検査を受診された方に
　後日、日にちをお知らせします。

  9月  3日（金）

  9月  9日（木）

  9月13日（月）

  9月27日（月）

白 川 町
受付時間　午前9時30分～午前10時

日　程 健診会場 備　考
  6月23日（水）

白川町民会館
各種がん検診（胃、肺、
大腸、前立腺）
同時実施

  6月24日（木）
  6月25日（金）
  6月26日（土）
  6月27日（日）
  6月28日（月）
  6月29日（火）
  6月30日（水）
  9月  3日（金）
  9月  4日（土）
  9月  5日（日）
  9月  6日（月）
  9月  7日（火）
  9月  8日（水）
  9月  9日（木）

川 辺 町
受付時間　午前8時～午前10時30分

日　程 健診会場 備　考
  7月  6日（火）

川辺町
保健センター

各種がん検診（胃、大
腸、肺、前立腺）・肝炎
ウイルス

  7月  7日（水）
  7月  8日（木）
  7月  9日（金）
  7月11日（日）
  7月12日（月）
  7月13日（火）
  8月17日（火） 北部公民館
  8月18日（水）

川辺町
保健センター

  8月19日（木）
  8月20日（金）
  8月22日（日）
  8月23日（月）
11月  5日（金）
11月  7日（日）
11月  8日（月）
11月  9日（火）

K A M O 七 宗 町
受付時間　午前9時30分～午前11時

日　程 健診会場 備　考
6月  4日（金）

神渕
コミュニティセンター

各種がん検診等（胃、
肺、大腸、前立腺）肝
炎ウイルス
同時実施

6月  8日（火）
6月  9日（水）
6月10日（木）
6月11日（金）
6月17日（木）

木の国七宗
コミュニティセンター

6月18日（金）
6月22日（火）
6月23日（水）
6月24日（木）
7月11日（日）

集団健診のご案内

同時に受診できるがん検診等について

　集団健診会場で同時に受診でき
るがん検診は、胃がん、肺がん、大
腸がん等があります。
　詳細については各町村により取
扱いが異なる場合があります。お
住まいの町村の役場（センター）ま
でお問い合わせください。

お問い合わせ先 電話番号
富 加 町 福祉保健課 0574-54-2117
八 百 津 町 八百津町保健センター 0574-43-2111
坂 祝 町 坂祝町保健センター 0574-26-7201
川 辺 町 川辺町保健センター 0574-53-2515
七 宗 町 生きがい健康センター 0574-48-2046
白 川 町 保健福祉課　保健係 0574-72-2317
東 白 川 村 東白川村保健福祉センター 0574-78-2100


