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予防接種 子ども【妊娠・出産】 おとな その他

妊娠中の不安を解消し、産後の生活が具体的にイメージできるような内容にな
っています。助産師・保健師・管理栄養士への相談や、妊婦さん同士で交流す
ることができます。
２日目はご夫婦が対象となりますが、都合が合わない方はお一人でも参加することがで
きます。

出産予定月 １日目
妊婦さんのみ

２日目
ご夫婦で

３日目
妊婦さんのみ

令和5年8.9月 4月14日（金） 5月20日（土） 6月  2日（金）
10.11月 6月  9日（金） 7月15日（土） 8月  4日（金）
12月

令和6年1月 8月18日（金） 9月  9日（土） 10月  6日（金）
2.3月 10月13日（金） 11月18日（土） 12月  8日（金）
4.5月 12月15日（金） 1月13日（土） 2月  9日（金）
6.7月 2月16日（金） 3月  9日（土） 4月予定

時間 13:30〜15:30 9:30〜12:00 13:30〜15:30

内容

  ※時間と内容は変更に
  　なる場合があります。

＊妊娠中の体の変化と
　妊婦健診の見方
＊妊娠中の栄養バランス
＊妊娠中の歯の健康
＊子育て情報

＊赤ちゃんとの生活と
　産後クライシス
＊家族の食事
＊沐浴・妊婦体験
＊先輩パパママと交流
＊子育て情報

＊出産の仕組みと進み方
＊呼吸法
＊ 母乳育児
＊子育て情報

持ち物 母子健康手帳、筆記用具

パパママ教室【予約制】パパママ教室【予約制】

赤ちゃんが生まれたら・・・赤ちゃんが生まれたら・・・

妊娠後期面談時に音更町新生児聴覚検査受診票を発行いたします。この受診票
を出産した医療機関に提出し、新生児聴覚検査を受けることができます。受診
方法など詳しくは、妊娠後期面談時に説明します。

新生児聴覚検査助成事業新生児聴覚検査助成事業

赤ちゃんが生まれた全ての家庭に保健師が訪問し、赤ちゃんの体重測定や育児
相談などを行っています。出生届の際にご記入いただいた書類（赤ちゃん訪問
連絡票）をもとに、事前に電話などで連絡し、日時を相談して訪問します。

赤ちゃん訪問赤ちゃん訪問

出産後、お産と育児の疲れから体調が良くない、赤ちゃんとの生活に不安があ
る、ご家族から産後の援助が受けられないなど、育児等の支援が必要な方を対
象に、産後ケア事業を実施しています。産後ケアセンターや助産所、自宅で助
産師による授乳や育児に関する相談やケア、お母さんの体のケアなどのサービスを受
けることが出来ます。詳しくは、赤ちゃん訪問の際に説明します。

産後ケア事業産後ケア事業

子育て世代包括支援センターすくすく（保健センター内）子育て世代包括支援センターすくすく（保健センター内）
子育て世代包括支援センターすくすくは、妊娠・出産・子育てについてのワンストップの相
談窓口です。子育て支援機関や医療機関など関係機関と連携し、みなさんの子育てを応援し
ます。産前・産後のからだのこと、こころのこと、育児のこと、気になることがあれば、お
気軽にご相談ください。
○開設時間　平日　午前８時45分〜午後５時30分（祝祭日、年末年始を除く）
○相談専用電話　４２−６２００

母子健康手帳は、妊娠中の経過や出産の状況、お子さんの成長や予防接種などを記録する
大切な手帳です。出産予定日が決まったら母子健康手帳の交付を受けましょう。

妊娠が分かったら・・・妊娠が分かったら・・・
母子健康手帳交付・妊婦一般健康診査受診票発行【予約制】母子健康手帳交付・妊婦一般健康診査受診票発行【予約制】

交付・発行場所 交付・発行曜日 交付・発行時間

保健センター 月曜日から金曜日
（祝祭日、年末年始を除く）

8：45〜17：30
（夜間妊婦相談：第2・第4火曜日は19：00まで）

【内容】　 妊娠中の身体の変化や体調、食事について保健師、栄養士との相談。公費で受け
られる妊婦一般健康診査受診票（第１〜９回）・超音波検査受診票の発行。

妊婦一般健康診査受診票（第10〜14回）、新生児聴覚検査受診票は妊娠８か月頃の妊娠後期
面談において発行します。対象の方へは、妊娠７か月頃にご案内を送付いたします。

妊娠中や子育て中の人がスマートフォンなどを使って、地域の子育て情報やお子さんの成
長記録、予防接種スケジュールをまとめて管理できるアプリケーションサービスを提供し
ています。オンライン相談や離乳食動画の視聴もできますので、ぜひご利用ください。

音更子育てアプリすくすく（電子母子健康手帳）音更子育てアプリすくすく（電子母子健康手帳）

妊婦一般健康診査受診票以外にも妊婦健康診査費の一部を助成しています。詳しく
は母子健康手帳交付時に説明します。

音更町妊婦健康診査受診費用助成事業音更町妊婦健康診査受診費用助成事業

自宅から分娩可能な医療機関までが25km以上の妊産婦さんに対し、妊産婦健康診
査及び出産等の通院交通費を助成しています。詳しくは母子健康手帳交付時に説
明します。

音更町妊産婦安心出産支援事業音更町妊産婦安心出産支援事業

不妊・不育症治療をお考えの方へ　　　不妊・不育症治療をお考えの方へ　　　
特定不妊治療費・男性不妊治療費・不育症治療費助成特定不妊治療費・男性不妊治療費・不育症治療費助成

助成の対象者・回数・助成額など、詳しくは保健センターまでお問合せください。

特定不妊治療（体外受精・顕微授精等）・男性不妊治療を受けたご夫婦、不育症の検査や治療
を受けている方の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。

不育不妊
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予防接種【子ども】 子ども おとな その他

 ■ひきつけ（けいれん・熱性けいれん）について■
　 ひきつけを起こしたことがある人は、最終発作から３か月以上あけないと予防接
種を受けることができません。予防接種を受ける前にかかりつけの医師にご相談
ください。

■ 長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ■
　 長期療養などで定期予防接種の接種機会を逃した場合、厚生労働省が定める疾病
のときは、定期接種として受けられるようになりました。詳しくは、保健センタ
ーへお問い合わせください。

■ 骨髄移植患者等ワクチン再接種費用の助成について■
　 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待で
きないと医師に判断された方に対し、再接種費用を助成します。事前申請が必要
です。詳しくはお問い合わせください。

次のような病気にかかった場合は、免疫状態の回復を待って接種に臨んでいただく
ため、一定期間接種が受けられません。
また、次のような病気にかかっている人と接触した場合、潜伏期間（感染してから
症状が出るまでの期間）は念のため接種を控えましょう。

かかった病気 接種できない期間の目安
麻しん（はしか） 完全に治ってから４週間
水ぼうそう･風しん・おたふくかぜ 完全に治ってから３〜４週間

新型コロナウイルス 症状消失後2〜4週間
（無症候性は診断後2週間）

突発性発疹・手足口病・りんご病
ヘルパンギーナ・インフルエンザ
プール熱・溶連菌感染症・ノロウイルス・
ＲＳウイルスなど

完全に治ってから２週間

病気と予防接種について病気と予防接種について

ＢＣＧ接種の実施日当日が５か月児健診対象以外のお子さんは１歳になる前日まで
に実施日と月齢を確認の上、早めに受診してください。

■個別接種■　指定医療機関については18・19ページをご覧ください。

実施日 実施日 実施日 実施日
4月  4日（火） 7月  4日（火） 10月  3日（火） 1月  9日（火）
5月  2日（火） 8月  1日（火） 11月  7日（火） 2月  6日（火）
6月  6日（火） 9月  5日（火） 12月  5日（火） 3月  5日（火）

■集団接種■　ＢＣＧ接種は５か月児健診と同日に接種することができます。
ＢＣＧ接種：接種会場は、保健センターです。
○対 象 者　１歳になる前日までのお子さん
　　　　　　（標準的な接種期間：生後５か月から８か月未満）
○受付時間　13：00〜13：30
○予　　約　不要
○持 ち 物　母子健康手帳・必要事項記入済みの予診票　※体温は会場で測定

予防接種の日程と接種場所予防接種の日程と接種場所

安全で効果的に接種するために、正しい間隔でワクチンを接種しましょう。

注射生ワクチン 次の注射生
ワクチン

ＭＲ（麻しん風しん混合）・麻しん・風しん
ＢＣＧ・水ぼうそう 接種日 翌日 ・・・ 接種不可 接種可

おたふくかぜ 0日 1日 ・・・ 27日 28日

異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

27日以上あける

同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに定められた接種間隔を守るよう
にしてください。また、不活化ワクチンの接種間隔はなくなりましたので、接種する医療機関
で相談しながら接種してください。

＊予防接種には、母子健康手帳を必ず持っていきましょう。
＊ 受ける予防接種について「予防接種と子どもの健康」や「ワクチンの説明書」な
どをよく読み、必要性や副反応について理解しましょう。
＊ 当日はお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったことが無いことを確認して
ください。37.5℃以上の発熱など体調が悪い時は、予防接種を受けられない場合
があります。
＊ 指定医療機関以外で接種した場合は、有料になることがあります。健康問題など
で医師の指示により、指定医療機関以外での接種を希望する場合は、必ず事前に
保健センターまでご連絡ください。

予防接種を受ける前の注意事項予防接種を受ける前の注意事項

こどもの予防接種こどもの予防接種
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予防接種【子ども】 子ども おとな その他

定期接種：予防接種法に基づく予防接種です。対象年齢であれば無料で受けることができます。

※令和５年３月現在

種類 対象年齢 標準的な接種期間 回数 接種間隔 備考

集 

団
ＢＣＧ
・結核 １歳未満 生後５か月〜生後８か月未満 １回 接種日程と実施場所は３ページをご覧ください。

個
別
接
種
（
指
定
医
療
機
関
は
18
・
19
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

ロタ

１価：生後６週〜生後24週まで 初回接種については、生後２か
月に至った日から出生14週６
日後までの間

２回 27日以上の間隔をあ
けて２回接種

経口接種となります。

５価：生後６週〜生後32週まで ３回 27日以上の間隔をあ
けて３回接種

ヒブ 生後２か月〜５歳未満

初回
開始年齢が生後２か月〜生後７
か月未満

３回 27日以上の間隔をあ
けて３回接種

［標準的な接種期間に接種できなかった場合］
① 開始年齢が生後７か月〜１歳未満の場合は、初回２回＋追加
１回の合計３回を接種します。
②開始年齢が１歳〜５歳未満の場合は、１回接種します。追加

初回終了後７か月〜13か月の
間に接種

１回 初回終了から７か月
以上あけて接種

小児用肺炎球菌 生後２か月〜５歳未満

初回
開始年齢が生後２か月〜生後７
か月未満

３回
27日以上の間隔をあ
けて３回接種
（１歳までに完了）

［標準的な接種期間に接種できなかった場合］
① 開始年齢が生後７か月〜１歳未満の場合は、初回２回＋追加
１回の合計３回を接種します。
② 開始年齢が１歳〜２歳未満の場合は、60日以上の間隔をあけ
て２回接種します。
③開始年齢が２歳〜５歳未満の場合は、１回接種します。

追加
１歳〜１歳３か月未満 １回

１歳以降に、初回終
了から60日以上あけ
て接種

四種混合
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
・ポリオ

生後２か月〜７歳６か月
未満

１期初回
生後２か月〜１歳未満 ３回 20日以上の間隔をあ

けて３回接種

１期追加
１期初回接種（３回）終了後
12か月〜18か月の間に接種

１回

麻しん風しん混合
・麻しん
・風しん

１期　１歳〜２歳未満 １歳の誕生日を迎えたらできる
だけ早期に接種 １回

・ ２期に該当する年齢の人には、接種に関するご案内を個別送
付します。２期　年長児

（平成29年４月２日
　〜平成30年４月１日）

小学校就学前までに接種 １回

こどもの予防接種一覧こどもの予防接種一覧
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予防接種【子ども】 子ども おとな その他

種類 対象年齢 標準的な接種期間 回数 接種間隔 備考

個
別
接
種
（
指
定
医
療
機
関
は
18
・
19
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

水痘
(水ぼうそう) １歳〜３歳未満

１回目  １歳〜１歳３か月未満 １回
２回目
１回目接種終了後
６か月〜12か月の間に接種

１回

日本脳炎

１期
生後６か月〜７歳６か月未満

１期初回
３歳〜４歳未満 ２回 ６日以上の間隔をあ

けて２回接種
・ 北海道では平成28年４月から定期接種が開始されました。
接種を優先すべき対象年齢の人には、接種に関するご案内を
個別送付します。

１期追加
４歳〜５歳未満 １回 １期初回終了後６か

月以上あけて接種

２期　９歳〜13歳未満 ９歳〜10歳未満 １回

Ｂ型肝炎 １歳未満 生後２か月〜９か月未満 ３回

27日以上の間隔をあ
けて２回接種し、その
後、１回目の接種から
139日以上の間隔を
あけて３回目を接種

・ ＨＢｓ抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険に
よりＢ型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある人は、対象
外となります。

二種混合
・ジフテリア
・破傷風

11歳〜13歳未満
小学校６年生に相当する年齢
（平成23年４月２日
　　　 〜平成24年４月１日）

１回

・ 三種混合ワクチンまたは二種混合ワクチンを１期初回・追加
合わせて３回以上接種していなければ、基礎免疫が十分では
ないため効果が望めません。必ず母子健康手帳で回数を確認
してください。
・ 該当する年齢の人には、接種に関するご案内を個別送付しま
す。

子宮頸がん予防

小学校６年生〜高校１年生に
相当する年齢の女子
（平成19年４月２日
　　　 〜平成24年４月１日）

中学校１年生に相当する年齢
「サーバリックスⓇ」の場合

３回

２回目：１回目から
１か月後に接種
３回目：１回目から
６か月後に接種

・ 子宮頸がん予防ワクチンには「サーバリックスⓇ」と「ガー
ダシルⓇ」、「シルガードⓇ９」の３種類があり、どれか一つ
を選んで接種します。

 ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に
「キャッチアップ接種」を実施します。
対象者：平成９年４月２日〜平成19年４月１日生まれの女性

中学校１年生に相当する年齢
「ガーダシルⓇ」の場合

２回目：１回目から
２か月後に接種
３回目：１回目から
６か月後に接種

中学校１年生に相当する年齢
「シルガードⓇ９」の場合

任意接種：対象者の希望により受ける予防接種です。接種費用の助成はありませんので、希望する人は自費での接種となります。詳しくは医療機関にご相談ください。

種類 対象年齢または対象者 回数 接種間隔 備考

おたふくかぜ １歳以上 １〜２回 接種回数は、かかりつけの小児科医にご相談ください。
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予防接種 子ども【乳幼児健診】 おとな その他

こどもの健診こどもの健診

会　場　保健センター

持ち物　①母子健康手帳
　　　　②健診アンケート
　　　　③バスタオル
　　　　④歯ブラシ（１歳６か月児健診のみ）
　　　　⑤健診当日の尿（３歳児健診のみ）

案　内　 実施日の約３週間前になりましたら、
個別に郵送します。

時　間　 健診は午後から行います。待ち時間を
少なくするため時間差でご案内してい
ます。

※ 都合の悪い場合は、翌月以降に変更できます
ので、保健センターまでご相談ください。

５か月児健診及びＢＣＧ予防接種
実施日 対象

令和5年 4月 4日 (火) 令和4年 10月生
5月 2日 （火） 11月生
6月 6日 （火） 12月生
7月 4日 （火） 令和5年 1月生
8月 1日 （火） 2月生
9月 5日 （火） 3月生

10月 3日 （火） 4月生
11月 7日 （火） 5月生
12月 5日 （火） 6月生

令和6年 1月 9日 （火） 7月生
2月 6日 （火） 8月生
3月 5日 （火） 9月生

内容
身体測定、問診、診察

育児相談、栄養相談、ＢＣＧ予防接種

１歳６か月児健診及び歯科健診
実施日 対象

令和5年 4月 5日 （水） 令和3年 9月生
5月 24日 （水） 10月生
6月 7日 （水） 11月生
7月 5日 （水） 12月生
8月 30日 （水） 令和4年 1月生
9月 6日 （水） 2月生

10月 4日 （水） 3月生
11月 1日 （水） 4月生
12月 6日 （水） 5月生

令和6年 1月 24日 （水） 6月生
2月 7日 （水） 7月生
3月 6日 （水） 8月生

内容
身体測定、問診、診察、歯科健診、育児相談

栄養相談、フッ化物塗布

２歳児健診
実施日 対象

令和5年 4月 27日 （木） 令和2年 12月生
5月 25日 （木） 令和3年 1月生
6月 29日 （木） 2月生
7月 27日 （木） 3月生
8月 31日 （木） 4月生
9月 28日 （木） 5月生

10月 26日 （木） 6月生
11月 30日 （木） 7月生
12月 21日 （木） 8月生

令和6年 1月 30日 （火） 9月生
2月 29日 （木） 10月生
3月 14日 （木） 11月生

内容
身体測定、問診、診察、育児相談、栄養相談

２歳児のおやつと体のしくみ、耳の聞こえの確認、ブックスタートプラス

３歳児健診及び歯科健診
実施日 対象

令和5年 4月 19日 （水） 令和2年 3月生
5月 31日 （水） 4月生
6月 21日 （水） 5月生
7月 13日 （木） 6月生
8月 23日 （水） 7月生
9月 20日 （水） 8月生

10月 18日 （水） 9月生
11月 15日 （水） 10月生
12月 14日 （木） 11月生

令和6年 1月 25日 （木） 12月生
2月 21日 （水） 令和3年 1月生
3月 21日 （木） 2月生

内容
身体測定、問診、診察、歯科健診、育児相談、栄養相談
3歳児の栄養と健康、目の屈折検査、ことばの相談

１０か月児健診
実施日 対象

令和5年 4月 12日 （水） 令和4年 5月生
5月 17日 （水） 6月生
6月 14日 （水） 7月生
7月 12日 （水） 8月生
8月 2日 （水） 9月生
9月 13日 （水） 10月生

10月 11日 （水） 11月生
11月 8日 （水） 12月生
12月 13日 （水） 令和5年 1月生

令和6年 1月 17日 （水） 2月生
 2月 14日 （水） 3月生

3月 13日 （水） 4月生
内容

身体測定、問診、診察、育児相談、栄養相談
幼児食について気を付けたいこと、ブックスタート
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予防接種 子ども【相談・教室】 おとな その他

赤ちゃん相談（予約不要）
対　　 象 生後１０か月まで
受付時間 ９：３０〜１０：３０
会　　 場 保健センター
内 　 容 身体測定、相談（育児・食事・発達）
持 ち 物 母子健康手帳、バスタオル

実　　施　　日
令和5年 4月 18日 （火）

5月 16日 （火）
6月 20日 （火）
7月 18日 （火）
8月 17日 （木）
9月 19日 （火）
10月 17日 （火）
11月 21日 （火）
12月 19日 （火）

令和6年 1月 23日 （火）
2月 20日 （火）
3月 19日 （火）

こどもの相談・教室こどもの相談・教室

すくすくＴＯＵＣＨ（定員あり・要予約）

対 象
①おおよそ生後２か月〜６か月までの乳児とその保護者
②妊娠５か月以降の妊婦

実施時間 １０：００〜１１：００

会 場 各子育て支援センター

内 容
ベビーマッサージ、ふれあい遊び、先輩ママと妊婦の交流
子育て支援センター見学
※時間と内容は変更になる場合があります

持 ち 物 バスタオル、赤ちゃんとの外出用品
申 込 先 各子育て支援センター
実施日・申込期間 電話番号 会　場

令和  5年  4月21日（金）
42-2277 音更子育て支援センター

申込）  4月  7日〜  4月14日
5月26日（金）

30-1888 子育て支援センターすずらん
申込）  5月12日〜  5月19日

6月23日（金）
30-4152 柳町子育て支援センター

申込）  6月  9日〜  6月16日
7月21日（金）

30-2501 きの子育て支援センター
申込）  7月  7日〜  7月14日

8月18日（金）
42-2277 音更子育て支援センター

申込）  8月  3日〜  8月10日
9月15日（金）

30-1888 子育て支援センターすずらん
申込）  9月  1日〜  9月  8日

10月20日（金）
30-4152 柳町子育て支援センター

申込）10月  6日〜10月13日
11月24日（金）

30-2501 きの子育て支援センター
申込）11月10日〜11月17日

12月15日（金）
42-2277 音更子育て支援センター

申込）12月  1日〜12月  8日
令和  6年  1月26日（金）

30-1888 子育て支援センターすずらん
申込）  1月12日〜  1月19日

2月16日（金）
30-4152 柳町子育て支援センター

申込）  2月  2日〜  2月  9日
3月15日（金）

30-2501 きの子育て支援センター
申込）  3月  1日〜  3月  8日

離乳食教室（要予約）
対　　 象 生後５か月〜６か月
実施時間 １３：００〜１４：３０
会　　 場 保健センター
内　　 容 簡単な離乳食の作り方・試食・講話
持  ち  物 母子健康手帳、バスタオル

実　　施　　日 対　象
令和5年 4月 21日 （金） 令和4年 10月生

5月 26日 （金） 11月生
6月 23日 （金） 12月生
7月 28日 （金） 令和5年 1月生
8月 25日 （金） 2月生
9月 29日 （金） 3月生
10月 27日 （金） 4月生
11月 24日 （金） 5月生
12月 22日 （金） 6月生

令和6年  1月 26日 （金） 7月生
2月 27日 （火） 8月生
3月 22日 （金） 9月生

すくすく相談（予約不要）
対　　 象 生後１１か月から就学まで
受付時間 ９：３０〜１０：３０
会　　 場 保健センター
内 　 容 身体測定、相談（育児・食事・発達）
持 ち 物 母子健康手帳、バスタオル

実　　施　　日
令和5年 4月 11日 （火）

5月 9日 （火）
6月 13日 （火）
7月 11日 （火）
8月 8日 （火）
9月 12日 （火）
10月 10日 （火）
11月 14日 （火）
12月 12日 （火）

令和6年 1月 16日 （火）
2月 13日 （火）
3月 12日 （火）

歯みがき指導・初回フッ化物塗布（集団）　
初回フッ化物塗布は１歳６か月児健診時に同時
に受けることができます。

日 時 １歳６か月児健診と同日（健診日は６ペ
ージ参照）

料 金 無料

内 容 ・歯科衛生士による歯みがき指導
・フッ化物塗布

幼児歯科健診・フッ化物塗布（個別・要予約）
対 象 ２歳から６歳までの半年に１回
回 数 ９回まで
内 容 歯科健診・フッ化物塗布
料 金 無料

持 ち 物 フッ化物塗布受診カード、
母子健康手帳、健康保険証

実施医療機関 12ページ参照
フッ化物塗布受診カードは、２歳を迎える前月に、個
別に郵送します。内容を確認し、医療機関へ受診して
ください。
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予防接種 子ども おとな【おとなの健診（検診）・ドック一覧】 その他

健診（検診）・ドック名 〜19歳 20歳〜 30歳〜 40歳〜 50歳〜 60歳〜 70歳〜
受検方法

集団検診 個別検診

一般基本健康診査

９ページ 10ページ特定健康診査

後期高齢者健康診査

胃がん検診 ９ページ

肺がん検診 ９ページ 11ページ

大腸がん検診 ９ページ 11ページ

前立腺がん検診 ９ページ

子宮頸がん検診
集団

９ページ
個別 10ページ

乳がん検診
集団

９ページ
個別 10ページ

ピロリ菌検査 ９ページ

肝炎ウイルス検診 ９ページ

エキノコックス症検診 ９ページ

骨粗しょう症検診
集団、個別

９ページ 12ページ
集団

歯周病検診 12ページ

人間ドック 13ページ

脳ドック 14ページ

がんドック 14ページ

肺ドック 14ページ

おとなの健診（検診）・ドック一覧おとなの健診（検診）・ドック一覧 年齢は令和５年４月１日〜令和６年３月31日に迎える年齢です。

◆注意事項◆
・同一検診は、集団検診または個別検診のどちらか一方で、年度内に１回しか受けることができません。　 ・検診とドックは重複して受けられないものもあります。各ドックの内容をご確認ください。

18〜39歳　※健康保険の種類は問いません
18歳以上の生活保護世帯の人

40〜74歳　音更町国民健康保険の被保険者

75歳以上　後期高齢者
医療制度加入者

35歳以上

35歳以上

35歳以上

50歳以上の男性

20歳以上で、検査を受けたことがない人

20歳以上、妊婦

20歳以上で偶数年齢になる女性
20歳以上で奇数年齢になる女性のうち、昨年度、町の子宮頸がん検診を受けていない人

35歳以上で、検査を受けたことがない人

40歳以上 ① 音更町国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者
  ② ①以外の健康保険加入者で、被扶養者の人

20歳以上で偶数年齢になる女性

15歳以上（受診間隔は５年に１回）

35歳以上で令和３年度または令和４年度に音更町の脳ドックを受けていない人

40歳以上で偶数年齢になる女性
40歳以上で奇数年齢になる女性のうち、昨年度、町の子宮頸がん検診を受けていない人

40歳以上で令和３年度または令和４年度に音更町のがんドックを受けていない人

40歳以上で偶数年齢になる女性

18歳〜39歳になる女性

35歳以上

●  ● ●  ● ●  ● ●
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる女性
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予防接種 子ども おとな【集団健診（検診）】 その他

集団健診（検診）集団健診（検診）

日　程 会　場 日　程 会　場

６月

２３日（金）

保健センター ８月

２４日（木）●
木野コミュニ
ティセンター２４日（土）● ２５日（金）●

２５日（日）● ２６日（土）●

２６日（月）● ２７日（日）●
保健センター

２７日（火） ２８日（月）

申込（広報５月号掲載）
４月10日（月）〜５月29日（月）

申込（広報７月号掲載）
４月10日（月）〜７月31日（月）

日　程 会　場 日　程 会　場

11月

　９日（木）●
木野コミュニ
ティセンター

２月

　２日（金）● 木野コミュニ
ティセンター１０日（金）● 　３日（土）●

１１日（土）● 　４日（日）●
保健センター

１２日（日）●
保健センター

　５日（月）●

１３日（月）

申込（広報10月号掲載）
４月10日（月）〜10月17日（火）

申込（広報12月号掲載）
４月10日（月）〜１月10日（水）

希望の健診（検診）内容、日程を選んで受けることができます。受付時間は広報などで確認してください。

健診（検診）名 健診（検診）内容 自己負担額

① 一般基本健康診査 ・問診・身体測定・血圧測定・診察
・尿検査（尿糖・尿蛋白）　・血液検査
・心電図検査
【眼底検査について】
・医師の指示がある人　　３５０円
・希望で受ける人　　１，３００円

１，５７０円

② 特定健康診査

①40歳〜65歳
１，０００円

②66歳〜74歳
　５００円

③ 後期高齢者健康診査 無料

④ 胃がん検診 胃バリウム検査 １，４７０円

⑤ 肺がん検診
胸部レントゲン検査  ５２０円

喀痰検査（３日分）
※胸部レントゲン検査と併用 ６３０円

⑥ 大腸がん検診 便潜血反応検査（２日法） ６５０円

⑦ 前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ） １，０００円

⑧ ピロリ菌検査 血液検査（ピロリ菌抗体） ５００円

⑨ 肝炎ウイルス検診 血液検査（ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体） ８００円

⑩ エキノコックス症検診 血液検査（抗体検査） ４２０円

⑪ 子宮頸がん検診
頸部がん検査（全員） １，３６０円

経膣超音波検査（希望の人） ５００円

⑫ 乳がん検診
40歳〜49歳  マンモグラフィ検査（２方向） １，８９０円

50歳以上  マンモグラフィ検査（１方向） １，５７０円

⑬ 骨粗しょう症検診 超音波骨密度検査（くるぶし） ３６０円

・ 70歳以上の人（昭和29年３月31日以前生まれ）、生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度に加入して
いる人は無料です。
・子宮頸がん検診：20歳〜38歳で年度内に偶数年齢になる女性は、頸部がん検査が無料です。
・乳がん検診：40〜68歳で年度内に偶数年齢になる女性は、乳がん検診が無料です。

◆集団検診の注意事項◆
【胃がん検診を受けることができない人】
・ 妊娠中又は妊娠している可能性のある人、腸閉塞や胃腸に狭窄があると診断された
ことのある人、胃腸から出血（血便、黒い便）している人、過去にバリウム検査や
下剤で具合が悪くなった人、体重が 120kg 以上の人（検査の安全上のため）

【肺がん検診・子宮頸がん検診を受けることができない人】
・妊娠中又は妊娠している可能性のある人
【乳がん検診を受けることができない人】
・ 妊娠中又は妊娠している可能性のある人、乳房形成・豊胸術をした人、ペースメー
カーを装着している人、胸部の皮下に医療用具を埋め込んでいる人

※各健診（検診）の対象者は８ページをご覧ください。

◆集団検診の日程と健診（検診）項目◆
・左の表①〜⑩の健診（検診）はいずれの日程も実施しています。
・ 左の表⑪〜⑬の検診（女性が対象）は、●のついた日程のみ実施していま
す。
・11月10日（金）は女性限定のレディースデイです。
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予防接種 子ども おとな【健康診査、子宮頸がん、乳がん検診】 その他

令和５年４月１日現在の情報です。
検診受付時間は、医療機関の状況により変わる場合があります。
予約は、各医療機関の開院時間内に電話予約してください。（慶愛女性クリニック、めぐみ乳腺クリ
ニックはウェブ予約ができます。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。）

●：要予約　〇：予約不要　×：実施していません

医療機関 子
宮 乳 検診受付時間

帯広協会病院
帯広市東5南9  TEL 22-6600

● ● （子宮・乳）月〜金　　8：30〜10：00
（子宮のみ）第１・３・５土曜　8：30〜10：00

帯広厚生病院
帯広市西14南10  TEL 65-0101

○ ● （子宮） 月〜金　8：00〜11：00
（乳）　 月・水・金　13：15〜

音更宏明館病院
音更町木野大通東17  TEL 32-3311

● ● （子宮） 水　10：00〜16：00
（乳）  月〜金　9：00〜15：00

帯広第一病院
帯広市西4南15  TEL 25-3121

× ● 月〜金　8：30〜10：00

帯広徳洲会病院
音更町木野西通14  TEL 30-1805

× ● 月〜金　8：50〜11：30／14：00〜16：00

上徳整形外科・乳腺外科
帯広市東4南18-1  TEL 25-1255

× ● 月・火・木・金　9：00〜11：30／13：30〜15：00
第１・３・５土曜　9：00〜11：30

北斗クリニック
帯広市稲田町基線9  TEL 47-7777

× ● 月〜金　12：15〜

めぐみ乳腺クリニック
帯広市柏林台中町2  TEL 67-5027

× ●

月・木・金　9：00〜12：30／14：00〜16：30
火　9：00〜12：30
第１・３・５水曜　9：00〜12：30／
14：00〜16：30／18：00〜19：00
第２・４水曜　9：00〜12：30／14：00〜16：30
第２・４土曜　9：00〜11：30

帯広レディースクリニック
帯広市西3南4  TEL 22-3773

● × 月・火・水・金　9：00〜11：30／14：00〜16：30
木　9：00〜11：30

慶愛病院
帯広市東3南9  TEL 22-4188

○ × 月・水・金　8：30〜11：00／13：30〜16：00
火・木・土　8：30〜11：00

慶愛女性クリニック
帯広市西23南2  TEL 050-5445-0968

● × 月〜金　9：00〜11：00／13：30〜16：00

坂野産科婦人科
帯広市西9南10  TEL 26-1188

● × 月・火・水・金　9：00〜12：00／14：00〜16：30
第２・４木曜・土　9：00〜12：00

下の表で予約の要・不要を確認し、希望の医療機関に直接予約・受診してください。
予約・受診の際は必ず「音更町の検診を受けたい」と伝えてください。

一般基本健康診査（個別）一般基本健康診査（個別）

特定健康診査（個別）・後期高齢者健康診査（個別）特定健康診査（個別）・後期高齢者健康診査（個別）

検査内容等 対象の方には５月に「健康診査受診券」を郵送しています。
詳しい内容は、受診券に同封の案内をご覧ください。

※生活保護世帯の人は無料です。
※乳がん検診は、今年度から対象者の全年代の人の自己負担額が無料になりました。

年齢 検診内容 自己負担額

子宮頸
がん検診

２０歳〜３０歳代
頸部がん検査（全員受診）

無料
４０歳〜６０歳代 １，６８０円
７０歳以上 無料
２０歳〜６０歳代

体部がん検査（必要な人）
１，３６０円

７０歳以上 無料
乳がん
検診

４０歳代 マンモグラフィ２方向 無料
５０歳以上 マンモグラフィ１方向 無料

受 診 時 に
必要なもの

・健康保険証
・ 生活保護法による保護費支給世帯員であることの証明書（生活保護世帯の
人。役場福祉係、木野支所で発行）

対象者
子宮頸がん検診：20歳以上の年度内に偶数年齢になる女性
乳がん検診：40歳以上の年度内に偶数年齢になる女性

子宮頸がん検診・乳がん検診（個別検診）　　　　子宮頸がん検診・乳がん検診（個別検診）　　　　
乳がん子宮頸がん

対象者
・ 18歳〜39歳（昭和59年４月１日〜平成18年３月31日生まれ）の人　
※健康保険の種類は問いません
・18歳以上の生活保護世帯の人

自己負担額 １，５７０円　※生活保護世帯の人は無料です。

検査内容 ・問診・身体測定・血圧測定・診察・尿検査（尿糖・尿蛋白）
・血液検査（血中脂質、肝機能、血糖、腎機能、貧血）・心電図検査

医療機関 18・19ページ指定医療機関ガイドをご覧ください。

申込方法

・ どちらかの方法でお申し込みください。
①電話
保健センターに電話で申し込んで
ください。

TEL ４２−２７１２
（８：４５〜１７：３０）
※祝祭日を除く

②ウェブ
一般基本健康診査申し込みフォーム
【https://www.harp.lg.jp/RfNPXO42】

※令和６年３月18日までです。
　それ以降は、電話のみで受付します。
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予防接種 子ども おとな【肺がん、大腸がん検診】 その他

肺がん検診（個別検診）肺がん検診（個別検診）

大腸がん検診（個別検診）大腸がん検診（個別検診）

対象者 35歳以上（平成元年３月31日以前生まれ）の人

自己負担額
１，０００円
※ 70歳以上の人（昭和29年３月31日以前生まれ）、生活保護世帯の
人、後期高齢者医療制度に加入している人は、無料です。

検査内容 胸部レントゲン検査

申込方法
右記の実施医療機関一覧から予約の要・不要を確認し、希望の医療
機関に直接予約・受診をしてください。予約・受診の際は、「音更町
の肺がん検診を受診したい」と伝えてください。

受診時に
必要なもの

・健康保険証
・ 生活保護法による保護費支給世帯員であることの証明書（生活保
護世帯の人。役場福祉係、木野支所で発行）

注意事項 町の肺がん個別検診を受ける人は、町の集団検診で肺がん検診また
は人間ドック（町の助成利用）を重複して受けることができません。

対象者 35歳以上（平成元年３月31日以前生まれ）の人

自己負担額
１，２００円
※ 70歳以上の人（昭和29年３月31日以前生まれ）、生活保護世帯の
人、後期高齢者医療制度に加入している人は、無料です。

検査内容 便潜血検査２日法

申込方法
右記の実施医療機関一覧から予約の要・不要を確認し、希望の医療
機関に直接予約・受診をしてください。予約・受診の際は、「音更町
の大腸がん検診を受診したい」と伝えてください。

受診時に
必要なもの

・健康保険証
・ 生活保護法による保護費支給世帯員であることの証明書（生活保
護世帯の人。役場福祉係、木野支所で発行）

注意事項
町の大腸がん個別検診を受ける人は、町の集団検診で大腸がん検診
または人間ドック（町の助成利用）を重複して受けることができま
せん。 ●：要予約　〇：予約不要　×：実施していません　※：受診条件あり（備考参照）

医療機関 肺 大 検診受付時間 備考

音更宏明館病院
音更町木野大通東17丁目1-6
TEL 32-3311

○ ● 月〜金
8：45〜17：00

おとふけホームケア
クリニック
音更町すずらん台仲町1丁目1-3
TEL 30-0505

× ●

月・水
9：00〜11：30／
15：00〜19：00
火・金
9：00〜11：30／
13：30〜17：30
土
9：00〜14：00

音更病院
音更町緑陽台南区2-6
TEL 31-7111

× ●
月〜金
9：00〜12：00／
13：00〜17：00

音更役場前クリニック
音更町大通8丁目4
TEL 42-2681

× ○

月・火・木・金
8：30〜11：00／
13：40〜16：00
水・土
8：30〜11：00

帯広徳洲会病院
音更町木野西通14丁目2-1
TEL 30-1805

● ●
月〜金
10：30〜12：00／
14：00〜16：00

木野東クリニック
音更町木野大通東2丁目1-6
TEL 67-8277

× ●

月・水・土
9：00〜12：00
月・火・木・金
9：00〜12：00／
14：30〜17：30

とかち内科循環器科
クリニック
音更町木野西通15丁目5-91
TEL 31-3113

× ※
月〜土
（第２・４土曜休診）
8：30〜11：00

※ 特定健診、後期高齢
者健診の受診者のみ

豊川小児科内科医院
音更町木野西通8丁目1-14
TEL 32-2310

× ○

水・土
8：30〜11：30
月・火・木・金
8：00〜11：30／
14：00〜17：30

火・木・金曜日の午前
中は、特定健診/後期高
齢者健診の同時受診が
可

十勝勤医協帯広病院
帯広市西9条南12丁目4
TEL 21-4111

※ ○

月・火・水・金
9：00〜11：30／
13：30〜16：00
木・土
9：00〜11：30
（第２・４土曜休診）

※ 肺がん検診は、特定
健診、後期高齢者健
診の受診者のみ

肺がん・大腸がん検診　実施医療機関一覧肺がん・大腸がん検診　実施医療機関一覧
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予防接種 子ども おとな【骨粗しょう症検診、歯周病検診】 その他

骨粗しょう症検診（個別検診）骨粗しょう症検診（個別検診）

歯周病検診歯周病検診

対象者 令和５年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる女性

医療機関 佐治整形外科クリニック
木野大通東１４丁目１－６　TEL ３１－６１１１

受付時間
月・木　　8：30〜11：30／13：00〜17：00
火・金　　8：30〜11：30／13：00〜18：30
水・土　　8：30〜11：30

自己負担額

１，３５０円（70歳の人、65歳の後期高齢者医療制度加入者、生活
保護世帯の人は無料）
※ 検診の結果、治療が必要になった場合は、検診料金のほかに別途
料金がかかります。

検査内容 腰椎骨密度測定、大腿骨骨密度測定

申込方法 佐治整形外科クリニックへ、直接「音更町の骨粗しょう症検診希望」
と予約してください。

受診時に
必要なもの

・健康保険証
・ 生活保護法による保護費支給世帯員であることの証明書（生活保
護世帯の人。役場福祉係、木野支所で発行）

対象者
・20歳以上の人（平成16年３月31日以前生まれ）
・妊婦（年齢制限はありません）
※口腔機能チェックは後期高齢者医療制度加入者が対象です。

自己負担額 無料（令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間１回限り）

検査内容
・歯周病や虫歯の有無、義歯の適合状態、口腔清掃状況など
・ 口腔機能チェックも同時に受ける場合は、噛む力や飲み込む力な
どをみることができます。

申込方法
・右記の実施医療機関へ直接予約してください。
予約の際には、「音更町の歯周病検診を受けたい」とお伝えください。
口腔機能チェックご希望の際には、その旨も同時にお伝えください。

受診時に
必要なもの

・健康保険証
・母子健康手帳（妊娠中の人）
・ 生活保護法による保護費支給世帯員であることの証明書（生活保
護世帯の人。役場福祉係、木野支所で発行）

注意事項 ・歯周病検診と保険診療は同日に行うことはできません。

幼児歯科健診・フッ化物塗布　歯周病検診実施医療機関幼児歯科健診・フッ化物塗布　歯周病検診実施医療機関

実施医療機関 住　　所 電話番号
幼　

児

歯
周
病

口
腔
機
能

チ
ェ
ッ
ク

お口のクリニック  OK歯科 木野大通西17丁目1-4 ６７−７４６０ ○ ○ ○

小口歯科医院 大通10丁目7-16 ４２−２５１８ ○ ○ ×

音更歯科医院 雄飛が丘仲区1-232 ４２−３３８８ ○ ○ ○

帯広徳洲会病院歯科口腔外科 木野西通14丁目2-1 ３２−３０３０ × ○ ○

岸上歯科医院 木野大通東8丁目4-21 ３１−７７１１ ○ ○ ○

木野歯科医院 木野大通東4丁目2 ３１−１０２３ ○ ○ ○

こまば歯科 駒場南2条通7-9 ３２−８０２０ ○ ○ ○

さくら歯科・矯正歯科医院 木野西通12丁目1-13 ３２−３４００ ○ ○ ○

歯科クリニック共栄台 共栄台東13丁目3 ３１−３９３９ ○ ○ ○

すずらん歯科医院 共栄台東10丁目1-17 ３１−５０５０ ○ ○ ○

高橋歯科メモリアル 南鈴蘭北3丁目5-1 ３１−８８８０ ○ ○ ×

竹田歯科クリニック 木野東通3丁目2-3 ３０−２０３０ ○ ○ ○

たにぐち歯科・こども歯科 木野大通東16丁目1 ３１−２２４０ ○ ○ ×

なめき歯科医院 中鈴蘭南6丁目1-14 ３０−４６１８ ○ ○ ○

ひびき野歯科クリニック ひびき野西町1丁目1-20 ３０−８８４１ ○ ○ ×

宝来中央歯科 宝来東町南1丁目1-1 ３１−８８６６ ○ ○ ○

松澤デンタルクリニック 木野大通東13丁目3-13 ３１−４１８２ ○ ○ ○

緑陽台歯科診療所 緑陽台仲区11-2 ３１−７２００ ○ ○ ○
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予防接種 子ども おとな【人間ドック】 その他

人間ドック人間ドック

対象者

40歳以上（昭和59年３月31日以前生まれ）の人で、下記のいずれかに該
当する人
①音更町国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人
② ①以外の健康保険に加入している人のうち、被扶養者の人。（自己負担
額が発生しない場合は助成対象外です。）
③生活保護世帯の人

自己負担額

自己負担額は検査料金から助成額（上限５,０００円）を差し引いた金額
です。
※ 検査料金は変更になる場合があります。医療機関へお問い合わせくださ
い。

検査内容

身体測定、聴力検査、視力検査、眼底検査、胸部レントゲン検査、肺機
能検査、胃バリウム検査または胃内視鏡検査、便潜血反応検査（２日法）、
血液検査、尿検査、心電図検査、血圧測定など
（上記対象者①の人は、特定健康診査または後期高齢者健康診査を同時に
受診できます）

申込方法

右記の指定医療機関へ直接予約・受診をしてください。予約の際は、必ず
「音更町の人間ドックを受診したい」と伝えてください。
※ 北斗病院は申込方法が異なりますので保健センター（TEL 42-2712）
までご連絡ください。

注意事項

（１） 町の人間ドックで特定健診、後期高齢者健診を受ける人は、集団健
診の特定健診、後期高齢者健診を重複して受けることはできません。

（２） 町の人間ドックで胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診を受ける
人は、集団健診（検診）の胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診
を重複して受けることはできません。

（３） 町の人間ドックのオプション検査（子宮頸がん検診、乳がん検診）
で助成を受ける人は、集団健診（検診）または指定医療機関で実施
する子宮頸がん検診、乳がん検診を重複して受けることはできませ
ん。

（４） 人間ドックのオプションで脳ドックを受診する場合、町の脳ドック
助成を利用することはできません。

※ 医療機関によって簡易ドックや別途オプション検査があります。詳しくは各医療機関へお問
い合せください。
※ 人間ドックの結果及び精密検査の結果等は、病院から本人に通知されますが、保健センター
にも連絡されます。結果によっては、保健センターから本人へ連絡する場合があります。

医療機関 予約受付時間 自己負担額

音更宏明館病院
TEL  ３２−３３１１
音更町木野大通東17丁目1-6

月〜金　　8：45〜17：15 ３０，０００円〜

帯広徳洲会病院
TEL  ３０−１８０５
音更町木野西通14丁目2-1

月〜金　  10：30〜12：00
　　　　  14：00〜16：00 ２９，１００円〜

新井病院
TEL  ２４−６７６７
帯広市西1条南15丁目6

月〜土　　９：00〜11：00 ３４，２６５円〜

帯広厚生病院
TEL  ６５−０１０１
帯広市西14条南10丁目1

月〜金　　８：30〜17：00 ３３，５００円〜

帯広第一病院
TEL  ２５−３１２１
帯広市西4条南15丁目17-3

月〜金　　９：30〜17：00 ３３，５００円〜

開西病院
TEL  ３８−７５４１
帯広市西23条南2丁目16-27

月〜金　　９：00〜17：00 ２８，２５６円〜

帯広中央病院
TEL  ２４−２２００
帯広市西7条南8丁目1-3
※肺機能検査実施不可

月〜金　　８：45〜16：30 ３３，５００円〜

公立芽室病院
TEL  ６５−２８１１
芽室町東4条3-5

月〜金　　８：30〜16：00 ２８，０００円〜

北斗病院
TEL  ４７−７７７７
帯広市稲田町基線7-5

・ 保健センターに電話で申し込んで
ください。（祝祭日を除く8：45〜
17：30）
・ 申し込み後、指定期間内に北斗病
院へ連絡し、受診日を決めます。

３６，８００円〜
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予防接種 子ども おとな【脳、がん、肺ドック】 その他

脳ドック脳ドック がんドックがんドック

肺ドック肺ドック

対象者 35歳以上（平成元年３月31日以前生まれ）の人で、令和３年度または令
和４年度に音更町の脳ドック助成を受けていない人

自己負担額

町助成１万円を引いた後の金額
帯広協会病院

１８,０００円
帯広厚生病院

２０,８００円
帯広徳洲会病院

１２,０００円

十勝ヘルスケアクリニック
１２,０００円

西おびひろ脳神経クリニック
１２,０００円

北斗病院　受診当日年齢
60歳未満  15 ,300円
60歳以上  19 ,700円

検査内容 共通項目：頭部MRI、頭部MRA、血圧測定、尿検査、血液検査、診察
※各医療機関により、追加項目があります。

申込方法

申込期間内にどちらかの方法でお申込みください。

【申込期間】
４月１３日（木）〜令和６年２月２９日（木）
定員（２８０名）になった場合は、申し込み期間内でも受け付けを終了
します。

【申込み方法】
①電話
保健センターに電話で申し込んで
ください。

TEL ４２−２７１２
（８：４５〜１７：３０）
※祝祭日を除く

②ウェブ（北斗・厚生病院は除く）
脳ドック申込み専用フォーム
【https://www.harp.lg.jp/VkwpYtiS】

・北斗病院、厚生病院の申込みは、電話のみです。
・ 町国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人は、特定
健康診査または後期高齢者健康診査を同時に受診できます（帯広協会
病院はできません）。

注意点

（１）次の人は脳ドックを受けることができません。
　　・ 心臓ペースメーカーや埋め込み型除細動器、人工内耳、可動式義

眼がある人
　　・現在、脳の疾患で経過観察中又は治療中の人
　　・妊娠中又は妊娠している可能性のある人
（２） 人間ドックのオプションで脳ドックを受診する場合、町の脳ドック

助成を利用することはできません。
（３） 脳ドックの結果は、病院からご本人に通知されますが、保健センタ

ーにも連絡されることになっています。結果によっては、保健セン
ターから本人へ連絡する場合があります。

対象者 40歳以上（昭和59年３月31日以前生まれ）の人で、令和３年度または令
和４年度に音更町のがんドックを受けていない人

自己負担額 ５８，７００円（検査料金６８，７００円のうち、１０，０００円を町が助成）

検査内容

画像診断（PET、CT、MRI、超音波）、血液検査、腫瘍マーカー、尿検査、
便潜血反応検査（２日法）、動脈硬化検査、診察など
※ 音更町国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者は、特定健診ま
たは後期高齢者健診を同時に受けることができます。

医療機関 北斗病院

申込方法

・ どちらかの方法でお申し込みください。申し込み後、指定期間内に北
斗病院へ連絡し、受診日を決めます。
①電話
保健センターに電話で申し込んで
ください。

TEL ４２−２７１２
（８：４５〜１７：３０）
※祝祭日を除く

②ウェブ
がんドック申込み専用フォーム
【https://www.harp.lg.jp/xQgOtJe6】

注意点

次の人はがんドックを受けることができません。
◆がんで治療、経過観察中の人
◆妊娠中又は妊娠している可能性のある人
次の人は検査方法が変わる場合があります。
◆心臓ペースメーカーや体内に金属が入っている人
◆血糖値が高い人

対象者
35歳以上（平成元年３月31日以前生まれ）の人
特に50歳以上の人で喫煙指数（喫煙年数×１日の本数）が600以上の人
にお勧めします。症状がある人は呼吸器内科を受診して下さい。

自己負担額 ８，４００円
（検査料金１５，４００円のうち７，０００円を町が助成）

検査内容 胸部CT、喀痰検査（１日分）、肺機能検査、診察
※肺がん及びCOPDの早期発見を目的とした検査です。

医療機関 帯広徳洲会病院

申込方法 帯広徳洲会病院（３０−１８０５）に直接申し込んでください。
月〜金　９：００〜１６：００
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がん患者ウィッグ等購入費助成事業がん患者ウィッグ等購入費助成事業 健康相談・栄養相談健康相談・栄養相談

予防接種 子ども おとな その他【ウイッグ等助成、健康相談】

※ 申請書および口座振込依頼書は、保健センターで配布しているほか、ホームペー
ジからもダウンロードできます。
※申請の際は、事前に保健センターにご連絡ください。

　がん患者の皆さまの心理的および経済的負担を軽減し、就労継続等の社会参加の
支援や療養生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグや胸部補整具の購入費用の
一部を助成します。

対象者

①がんと診断され、その治療を受けている又は受けた人
　※現在治療が終了している人でも申請していただけます。
② がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、ウィッグや胸部補整具が
必要となっている人
③他の自治体において、同様の助成を受けていない人

対象品目

令和４年４月１日以降に購入したものが対象です

医療用ウィッグ

ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネ
ットを含む。
※ ウィッグ用スタンドなどの付属品、クリーナーや
ブラシなどのケア用品は対象外です。

胸部補整具 補整下着、シリコンパッド等

助成金額 購入費用の３分の１（１人につき上限20,000円）
※申請回数に制限はありません。

申請期限 購入した日の翌日から１年以内まで

必要書類

①音更町がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書
②口座振込依頼書
③がんの治療を受けている又は受けたことを証明する書類の写し
　治療方針計画書、診療明細書等
④ウィッグ等を購入した日付および金額の明細が分かる書類
　領収書等

保健センター 木野コミュニティセンター

　４月　６日（木） １０月　５日（木） 　４月２０日（木） １０月１９日（木）

　５月１１日（木） １１月　６日（月） 　５月２４日（水） １１月２２日（水）

　６月　８日（木） １２月　７日（木） 　６月２２日（木） １２月１８日（月）

　７月　６日（木） 　１月１１日（木） 　７月１９日（水） 　１月２４日（水）

　８月１０日（木） 　２月　８日（木） 　８月２２日（火） 　２月２２日（木）

　９月　７日（木） 　３月　４日（月） 　９月２１日（木） 　３月１８日（月）

　保健師・管理栄養士による電話や来所・訪問での相談を行なっています。
　身体やこころの健康に関する相談や、健診結果の見方、簡易的な認知機能検査、体の
状態に合わせた食事のアドバイスなどを行なっていますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

【来所相談（予約制）】
　毎月、保健センターと木野コミュニティセンターで、予約制の健康相談を実施してい
ます。相談日の前日までに、保健センターに予約してください。
〇相談時間　９：３０〜１１：００
〇日程

受付時間 月〜金曜日　８：４５〜１７：３０（祝祭日、年末年始を除く）
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予防接種【おとな、子ども】 子ども おとな その他

対象者

（１）第５期定期予防接種
　 　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性の
うち、風しん抗体検査の結果、十分な量の抗体価がない人

（２）任意予防接種
　①50歳未満で妊娠を望んでいる女性
　②妊娠している女性の夫及び同居家族

自己負担額 （１）に該当する人　無料
（２）に該当する人　2,000円

医療機関 18・19ページ指定医療機関ガイドをご覧ください。

持ち物
・健康保険証（生活保護法による保護費支給世帯員の場合は証明書）
・ 対象者（２）②に該当する人は、母子健康手帳の保護者氏名などを記
載したページの写し

その他
・接種するワクチンは麻しん風しん混合ワクチンです。
・指定医療機関以外で接種する場合の料金の払い戻しは行いません。
・（１）に該当する人には個別でご案内します。

対象者

①65歳の人
② 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障がいまたは
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいで身体障害者手帳１
級の交付を受けている人
③中学３年生
④高校３年生または高校３年生に相当する年齢の人
⑤妊婦
⑥13歳未満の人
※⑥に該当する人は１人２回までの接種が対象となります。

自己負担額

①〜⑤に該当する人　接種費用から、町が助成する1,500円を控除した額
⑥に該当する人　　　 接種費用から、町が助成する1回当たり500円を控

除した額
※対象者で生活保護世帯の人は無料です。
※接種費用は、医療機関により異なります。

医療機関 広報10月号及び町ホームページにてお知らせします。

持ち物

・健康保険証（生活保護法による保護費支給世帯員の場合は証明書）
・対象者②に該当する人は、身体障害者手帳
・対象者④に該当する人は、学生証
・対象者⑤に該当する人は、母子健康手帳

その他 ・ 指定医療機関以外での接種を希望する場合は、保健センターまでお問
い合わせください。

対象者

①65歳の人
②70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
③ 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障がいまたは
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいで身体障害者手帳１
級の交付を受けている人
※過去に一度も接種していない人が対象です。
※対象者には個別で接種のご案内を送付します。

自己負担額
接種費用から、町が助成する4,000円を控除した額
※対象者で生活保護世帯の人は無料です。
※接種費用は、医療機関により異なります。

医療機関 18・19ページ指定医療機関ガイドをご覧ください。

持ち物
・健康保険証（生活保護法による保護費支給世帯員の場合は証明書）
・対象者③に該当する人は、身体障害者手帳
・予防接種記録カード（持っている人のみ）

その他 ・ 指定医療機関以外での接種を希望する場合は、保健センターまでお問
い合わせください。

　保健師や管理栄養士が、町内会や老人クラブまたは女性部やサークルなどにお伺
いして、健康に関する出前講座を行います。
　生活習慣病予防や食生活に関することなど、テーマに沿って講座を行います。

●事前に申込みが必要になります。
　「音更町まちづくり出前講座申込書」の提出が必要です。
※ 事業などにより、ご希望の日程に添えない場合や、営利を目的とした催し物、出
前講座の目的にそぐわない場合は、お伺いできないことがあります。詳細につい
ては保健センターまでお問い合わせください。

成人の風しん予防接種成人の風しん予防接種 インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種

高齢者の肺炎球菌予防接種高齢者の肺炎球菌予防接種

出前講座出前講座
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予防接種 子ども おとな その他【こころの健康、ヘルスケアポイントほか】

　北海道赤十字血液センターの移動献血車が、音更町内各会場で年４回献血を行い
ます。

献血の種類と基準

種　類 ４００ml全血献血 ２００ml全血献血

年　齢 男性：１７〜６９歳※
女性：１８〜６９歳※ 男女とも：１６〜６９歳※

体　重 男女とも５０kg以上 男性４５kg以上、女性４０kg以上

間　隔 男性１２週間後、女性１６週間後
の同じ曜日 男女とも、４週間後の同じ曜日

年間献血回数 男性３回以内、女性２回以内 男性６回以内、女性４回以内

献血日程（予定）：会場は、実施月の広報で詳しくお知らせします。

４　月 １１日・１２日・１３日 １０月 ２４日・２５日・２６日

７　月 ４日・５日・６日 １　月 １６日・１７日・１８日

※当日の体調、病歴などにより、献血をご遠慮いただくこともあります。

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の貸出しＡＥＤ（自動体外式除細動器）の貸出し

内　　容 おおむね１０人以上の町民が参加する行事などを対象にＡＥＤを貸出し
ています。

貸出期間 行事開始前日から終了翌日まで（連続して７日間以内）。

申込方法 希望日程の７日前までに、保健センターへ電話等でお申し込みください。
手続きについてご案内します。

※65歳以上の人は、60〜64歳の間に献血経験がある人に限られます。

方　　法

スマートフォン、パソコン、タブレットから
町のホームページにアクセスしてください。
右記のＱＲコードも利用できます。

内　　容
本人モード、家族モード、赤ちゃんママモード、アルコールチェ
ックモード、ストレス対処タイプテスト、認知症のチェックの６
つのメニューから選べます。

料　　金 無料（通信料は自己負担）

注意事項
システムの判定はこころの健康状態をチェックするもので、医学
的診断ではありません。悩みや困りごとなどで心身に不調を感じ
ていたら、専門機関などへご相談ください。

　誰でも気軽にこころの健康状態がチェックできます。さまざまな相談先も紹介し
ています。

　皆さんの健康づくりを応援するため、「健康診査」や「がん検診」を受けたり、運
動などの健康づくりに取り組むと、ポイントが貯まり、商品券がもらえます。

メンタルヘルスチェック「こころの体温計」メンタルヘルスチェック「こころの体温計」
献　　血献　　血

対象者 ２０歳以上の人

参加方法

期間：令和５年４月１日（土）〜令和６年３月11日（月）
方法： 健康づくりに取り組み、検診（健診）会場や保健センター、運

動施設で指定のカードにポイントを貯め、ポイントが貯まった
ら保健センターで商品券と交換できます。

注意事項

・ カードは、保健センターや木野支所、各コミセンで配布しているほ
か、ホームページからも印刷できます。
・ 詳細については、ホームページまたは広報５月号折込チラシをご覧
いただくか、保健センターへお問合せください。

おとふけヘルスケアポイントおとふけヘルスケアポイント
〜健康づくりの努力が商品券に変わります〜〜健康づくりの努力が商品券に変わります〜
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予防接種【おとな、子ども】 子ども おとな その他

予防接種・各種健診　指定医療機関ガイド

①音更町に住民登録のある人が受けられます。
②各予防接種・健診の対象年齢などは、３〜１６ページでご確認ください。
③予約が必要な医療機関もあります。事前にご確認ください。

子宮頸がん検診、乳がん検診及び骨粗しょう症検診の指定医療機関は、10・12ページを
ご覧ください。

《表の見方》
●：要予約　○：予約不要　×：実施していません

　サ：子宮頸がん予防ワクチン「サーバリックス」
　ガ：子宮頸ガン予防ワクチン「ガーダシル」
　シ：子宮頸がん予防ワクチン「シルガード」
　テ：ロタウイルスワクチン「ロタテック」
　リ：ロタウイルスワクチン「ロタリックス」
※ ワクチンの特徴については、医療機関または保健センターにお問い合わせ
ください。

医 療 機 関 名
所 在 地

電 話 番 号

予 防 接 種 各 種 健 診

こども 大人

受 付 時 間

※ ●印の医療機関は、必ず予約をしてから
受診してください。予約せずに受診した
場合、接種を受けられないことがありま
す。

一
般
基
本   

注 

⑴

特
定
健
診

後
期
高
齢
者

予約受付時間

注⑴ 一般基本健診を希
望の人は、まず保健セ
ンターへ申し込みをし
てから、医療機関への
予約をしてください。

四

種

混

合

二

種

混

合

麻しん・
風しん

ヒ　

ブ

小
児
用
肺
炎
球
菌

水

痘

日

本

脳

炎

Ｂ

型

肝

炎

子
宮
頸
が
ん
予
防

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

成人風しん
16ページ参照 高

齢
者
の
肺
炎
球
菌

第5期
定期

任
意１

期
２
期

抗
体
検
査

予
防
接
種

予
防
接
種

（
１
歳
）

（
年
長
）

音更宏明館病院
木野大通東17丁目1−6
TEL 32−3311

×××××××××××○●●○ 月・火・水・金　9：00〜16：45
木・土　　　　　9：00〜11：45 ● ● ● 月〜金  9：00〜16：45

土　　  9：00〜11：45

音更病院
緑陽台南区2−6
TEL 31−7111

×××××××××××●××● 月・木・金　8：30〜11：30 ● ● ●

月〜金
9：00〜12：00／
13：00〜17：00
土（第1・3・5土曜日休診）
9：00〜12：00

おとふけホームケアクリニック
すずらん台仲町1丁目1−3
TEL 30−0505

●●●●●●●●●
●
サ
ガ
シ

●
テ
リ
●●●●

月・水　9：00〜11：00／15：00〜18：30
火・金　9：00〜11：00／13：30〜17：00
土　　　9：00〜13：30

● ● ●

月・水  9：00〜11：30
／15：00〜19：00
火・金  9：00〜11：30
／13：30〜17：30
土　　  9：00〜14：00
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予防接種【おとな、子ども】 子ども おとな その他

※インフルエンザ予防接種については、接種時期が近くなりましたら、広報及び町ホームページでお知らせします。

音更役場前クリニック
大通8丁目4
TEL 42−2681

×○×●×××●×××○●●●
月・火・木・金
　　　　8：30〜11：45／13：40〜17：00
水　　　8：30〜12：00
土　　　8：30〜11：15

● ● ●

月・火・木・金
       8：30〜11：00／
       13：40〜16：00
水・土  8：30〜11：00

帯広徳洲会病院
木野西通14丁目2−1
TEL 32−3030

●●●●●●●●●
●
サ
ガ
シ

●
リ●●●●

月・火・木　　　　　　　14：00〜15：15
水（第4水曜は実施不可）　　　14：00〜15：15
月〜金（抗体検査）
　　　　9：00〜12：00／13：00〜16：00
※ 実施可能な曜日及び時間については、変更になる
場合がありますので、予約時にご確認ください。

● ● ● 月〜金 9：00〜11：30／
　　　  13：30〜16：30

木野東クリニック
木野大通東2丁目1−6
TEL 67−8277

●●●●●●●●●×●
テ○●●●

月・火・木・金
　　　　9：00〜12：00／14：30〜17：00
水・土　9：00〜12：00

● ● ●

月・火・木・金
       9：00〜12：30／
       14：30〜18：00
水・土  9：00〜12：30

田中医院
木野大通東15丁目2−5
TEL 31−2682

×○×××××××××○●●○
月・火・木・金
　　　　8：45〜11：30／13：30〜17：00
水・土　8：45〜11：30

● ● ●

月・火・木・金
　　　  8：45〜17：00
水・土

8：45〜11：30

とかち内科循環器科クリニック
木野西通15丁目5−91
TEL 31−3113

×××××××注
⑵×

●
サ
ガ
×
○●●●

月・火・水
　　　　8：30〜11：00／13：30〜16：00
金　　　8：30〜11：00／13：30〜16：00
　　　　／18：00〜18：30
木・土（第2・4土曜休診）
　　　　8：30〜11：00

● ● ●

月・火・水
8：30〜12：00／13：30〜17：00
金　 8：30〜12：00／13：30〜

17：00／18：00〜19：00
木・土（第2・4土曜休診）

8：30〜12：00 注⑵ ： 13歳以上のみ　●

とかち泌尿器科
木野西通15丁目5−90
TEL 32−3232

×××××××××
●
サ
ガ
シ
×○●××

月・火・水・金
　　　　8：30〜11：30／13：30〜16：30
木・土　8：30〜11：30

× × ×

豊川小児科内科医院
木野西通8丁目1−14
TEL 32−2310

○○○○○○○○○
●
サ
ガ
シ

注
⑶
○○○●

月・火・木・金
　　　　8：00〜11：00／14：00〜17：30
　　　　 （抗体検査は8：00〜11：30及び

14：00〜17：45まで受付）
水・土　8：00〜11：00
　　　　（抗体検査は8：00〜11：30まで受付）

● ● ● 火・木・金
        8：00〜11：30

 注⑶ ： ○テ・●リ　ロタリックス希望の場合は要相談
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予防接種 子ども おとな その他

夜間や休日に急病になったら夜間や休日に急病になったら
北海道小児救急電話相談

　夜間、子どもの急な病気や事故などのとき、どのような対応をすればよいか、電話で専
任の医師や看護師が助言します。

★受付時間　毎日　19：00〜翌朝８：00（日曜、祝日、年末年始も対応）
★電話番号　０１１－２３２－１５９９
★短縮ダイヤル　♯８０００（プッシュ回線・携帯電話で利用できます）

北海道救急医療情報案内センター
休日・夜間当番医を探す案内サービスです。(24時間対応)

★フリーダイヤル　　　　　　０１２０－２０－８６９９
★携帯電話・PHSから　　　　０１１－２２１－８６９９
★インターネット　　　　　　  http://www.qq.pref.hokkaido.jp

帯広市休日夜間急病センター（帯広市柏林台町2丁目）
★診察時間：夜間21：00〜翌朝8：00、休日（日曜、祝祭日、年末年始）9：00〜17：00
★診療科目：内科、小児科
★電話番号  ３８―３７００

十勝歯科保健センター（帯広市東7条南9丁目15番地3）
★診察日：日曜、祝祭日　9：00〜13：00
　　　　　ゴールデンウィーク、年末年始　9：00〜16：00
★電話番号  ２５―２１７２

北海道（十勝総合振興局）の相談窓口北海道（十勝総合振興局）の相談窓口

こころの
健康相談

生きているのがつらい、人と会うのがつらい、アルコール・
薬物・ギャンブルなどの悩み、脳外傷後の性格変化や生活
のしづらさ、その他心の健康に関することなどの相談窓口
です。

専用電話
21−9110

エイズ
相談・検査※

匿名で検査が受けられます。感染後８〜12週で抗体が作
られるので感染の可能性から３か月以降の検査が有効で
す。検査は予約が必要です。

専用電話
21−6399

HTLV-1
抗体検査※

「ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型」の検査を行っています。
検査は予約が必要です。 26−9084

＊受付時間  8：45〜17：00（土曜、日曜、祝祭日を除く）

特定疾患
（難病）相談

疾患や医療費助成の手続き、療養相談などについての相
談窓口です。 27−8637

※エイズ、HTLV-1の検査料金は無料です。

＊受付時間  9：00〜17：00（土曜、日曜、祝祭日を除く）

子育て電話相談子育て電話相談
相談先 受付時間 電話番号

子育て世代包括支援センター
すくすく（保健センター内）

月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
8：45〜17：30 42−6200

柳町子育て支援センター
柳町仲区16番地（柳町保育園内）

月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
9：00〜15：00 30−4152

子育て支援センター「すずらん」
中鈴蘭元町2番地（鈴蘭保育園併設）

月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
9：00〜15：00 30−1888

「きの」子育て支援センター
木野東通4丁目2番地（木野南保育園併設）

月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
9：30〜15：30 30−2501

音更子育て支援センター
新通9丁目3番地（音更認定子ども園併設）

月〜金（祝祭日、年末年始を除く）
9：00〜15：30 42−2277

介護に関する相談介護に関する相談
内容： 介護保険の申請やサービスに関することなど、高齢者に関する相談を受けています。

名　称 電話番号 利用時間
音更町地域包括支援センターらんらん 67−7090

月〜金（祝祭日を除く）
9：00〜17：30音更町地域包括支援センターほほえみ 32−5151

音更町地域包括支援センターロータス音更 67−7863

一時保育事業一時保育事業
対　象 音更町在住で認可保育園に入園していない満１歳から小学校就学までの集団保

育が可能な児童
場　所 音更認定こども園、鈴蘭保育園

予　約 原則として、利用３日前までに子どもを連れて各保育園に申請が必要です。

問合先：子ども福祉課（TEL 42－2111）
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