平成28年度

相 談窓口 のご案 内
総合相談

救 急医療のご案
急 医療のご案 内
平日夜間・休日診療のご案内

窓口：保健福祉課

何でもお気軽にご相談ください（家庭訪問もいたします。）

平日夜間・休日診療のご案内 365日/24時間体制
○電話案内
海部南部消防署
☎５２−０１１９
救急医療情報センター（津島）
☎２６−１１３３
○インターネットホームページ
愛知県救急医療情報システム http://www.qq.pref.aichi.jp

※保健師・管理栄養士・健康運動指導士・歯科衛生士・発達心理士・
社会福祉士・介護支援専門員が相談に応じます。
○健康に関すること

○介護サービス・介護認定に関すること

（生活習慣予防、病気の重症化予防、
健康づくり、認知症やうつ病 等）

○介護予防に関すること

休日の診療は以下のとおりです。

○障がい・福祉サービス

○禁煙（禁煙サポート等）

○権利擁護

○妊婦・産後の健康管理

○虐待

○子育て・子どもの発達

○その他生活全般

診療科目

市・弥富市内の在宅当番医による
輪番制で行っています。当番病院
は広報等でご確認ください。
＜内科＞海部地区急病診療所で行っ

こころの相談

ています。

＊津島保健所『メンタルヘルス相談』
（月〜金 午前９時〜12時 午後１時〜４時30分）
祝祭日･年末年始を除く
☎26−4137
＊
『あいちこころほっとライン365』
☎（052）951−2881
＊あいち自殺対策情報センター

海部地区急病診療所（津島市莪原町字郷西３７）

＜外科＞海部郡・津島市・愛西市・あま

（毎日
（365日） 午前９時〜午後４時30分）

http://www.pref.aichi.jp/shogai/kokoro

DV・虐待相談
＊
『女性悩みごと電話相談』
☎（０５２）
９６２―２５２７
（月〜金 午前９時〜午後９時、土・日 午前９時〜午後４時、祝日・年末年始休み）
＊海部児童・障害者相談センター
☎25−8118
＊児童相談所全国共通ダイヤル
☎189
＊こころの相談、DV・虐待相談は保健福祉課でも対応しています。

時間外電話相談

内
科
小 児 科

診 療 日
月曜日〜金曜日

（休日年末年始以外）

午後6時〜午後8時30分
午前9時〜午前11時30分
日曜日・祝日
午後1時〜午後4時30分
休日・年末年始
午後6時〜午後8時30分
日曜日・祝日 午前9時〜午前11時30分
歯
科
休日・年末年始 午後2時〜午後4時30分
電話 ☎25−5210 ホームページ http://www1.ocn.ne.jp/˜amaq/
受診される場合は、念の為お電話でご確認ください。

育児もしもしキャッチ

土 曜 日

愛知県小児救急電話相談

あいち小児保健医療総合センター
育児相談・母と子の健康に関する相談
火曜日〜土曜日（祝日、年末年始を除く）
午後５時から午後９時まで
☎（０５６２）
４３−０５５５

※夜間、医療機関を受診するか迷った時にご利用ください。
看護師による保護者向けの救急電話相談
※看護師では対応困難な事例は小児科医
毎日 午後７時から午前8時
☎♯８０００
（短縮番号）
☎（０５２）
９６２−９９００

中毒１１０番

くすり安心電話

大阪
365日/24時間対応
☎（072）727−2499
つくば 365日/午前９時〜午後９時
☎（029）852−9999
http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf

くすり、医療用品等に関する
緊急の相談・質問・問合せ
午後９時から翌朝９時
☎０９０−２１３６−３８５８

平成28年度

乳幼児健康診査・予防接種・母子保健事業のお知らせ

幼児健康診査

３・４か月児
H28年 １月・２月生
H28年 ３月・４月生
H28年 ５月・６月生

9・10か月児
H27年 ７月・８月生
H27年 ９月・10月生
H27年 11月・12月生

11/29（火）
１/31（火）

H28年 ７月・８月生
H28年 ９月・10月生

H28年 １月・２月生
H28年 ３月・４月生

３/28（火）

H28年 11月・12月生

H28年 ５月・６月生

日 程
４/28（木）
６/30（木）
８/25（木）

１歳６か月児
H26年 ９月・10月生
H26年 11月・12月生
H27年 １月・２月生

３歳児
H25年２月・３月生
H25年４月・５月生
H25年６月・７月生

10/27（木）
12/22（木）

H27年 ３月・４月生
H27年 ５月・６月生

H25年８月・９月生
H25年10月・11月生

２/23（木）

H27年 ７月・８月生

H25年12月・H26年１月生

母子保健事業
飛島村保健センターでは、
子育て支援として妊娠から
育児まで母と子の継続した
保健事業を実施しています。
＊印については、個別通知し
ます。

妊

娠

●母子健康手帳の交付（随時交付）
「妊娠届出書」をご持参ください。
（妊産婦・乳児健康診査、
妊婦歯科健康診査受診票 発行）
●パパ・ママ教室（年３回）
＊
●家庭訪問（妊婦）
ご希望の場合は、
ご連絡ください。

内

容

★3.4か月児健康診査★

問診、身体計測、内科診察、
個別相談など
図書館事業：ブックスタート

★９.10か月児健康診査★

問診、身体計測、内科診察
健康教育（育児・歯科・発達）
、
聴力確認、個別相談など

内

BCG予防接種

乳児健康診査

日 程
５/31（火）
７/26（火）
９/27（火）

容

★１歳６か月児健康診査★

問診、
身体計測、
集団遊び、
内科診察、
歯科診察、
ブラッシング指導、
個別相談
など

★３歳児健康診査★

出

受付時間

午後8時30分〜午後11時

問診、
身体計測、
集団遊び、
内科診察、
歯科診察、
ブラッシング指導、
聴力・視力検査、
検尿、
個別相談など

産

詳しくは個別通知
またはホームページ
をご覧ください。

日 程
５/31（火）

対 象
H27年 11月・12月生

７/26（火）

H28年 １月・２月生
H28年 ３月・４月生
H28年 ５月・６月生

９/27（火）
11/29（火）
１/31（火）
３/28（火）

H28年 ７月・８月生
H28年 ９月・10月生

定期予防接種

麻しん・風しん混合（MR）、
ヒブ（Hib）、
小児肺炎球菌、
四種混合（ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風）、
水痘、
二種混合（ジフテリア・破傷風）、
日本脳炎

協力医療機関での個別接種となります。
詳しくは、個別通知します。
任意予防接種
費用の一部を助成しています。
おたふくかぜ、
ロタウイルス、
インフルエンザ

＊法改正等により、対象者、実施方法等が変更になることが
あります。その際は、
広報・ホームページでおしらせします。

子育て

●離乳食講習会＊
３.４か月児健康診査の
翌月に実施
●ぴかもぐ教室
●むし歯予防教室（年２回）
＊
歯科健診、
歯科相談、
●育児相談（児童館・保健センター）
フッ素塗布
月２回 午前10時〜12時
●すくすく教室（１歳児、2歳児）
＊
身体計測、個別相談（発育・発達・育児・栄養など） 食育講話、おやつ試食、親子遊び
●歯っぴー相談（予約制）
救急蘇生法（１歳児）
月１回 育児相談（保健センター）
と同日
●発達相談（予約制）
歯科相談、
ブラッシング指導
発達心理士による個別相談
●家庭訪問（産婦・新生児・乳幼児）
産婦・新生児の方には、全戸訪問
させていただきます。
（予防接種案内等）

