
記号の見方：時とき、所ところ、対対象、定定員、内内容、￥費用・報酬など、持持ち物、備備考、申申込、　　　　　　　　　　　　　問問合先、メールアドレス、HP ホームページ、保一時保育あり（原則有料、詳細は事前にお問い合わせを）
2022.10 

広報いばらき 26
各施設の休館日等は市HP等でご確認ください。

健（検）診事業健（検）診事業

ご確認ください
◎各健（検）診の予約開始日は電話や窓口が大変混み合いますので、「いばライフ」での予約をご活用ください。
◎アプリ画面で定員に達していても、電話・窓口での予約は空きがある場合があります。
◎ U-39・若年健診、骨粗しょう症検診、各がん検診、心電図検査、肝炎検査、胃がんリスク検診は、次に該当する人は無料です。
　① 70 歳以上、②生活保護世帯、③市民税非課税世帯（③は事前に市民税の申告と保健医療センターでの申請が必要）。

注 1）「いばライフ」での特定健康診査の申込は市国保加入者のみ可。注 2）定員に満たない場合は当日受診可。当日午前中に電話でご確認ください。 
注 3）肺がん検診単独は「いばライフ」での申込不可。注 4）11/6 は女性のみ、20 は男性のみ受診可。注 5）乳がん・子宮がん検診は検診バスによる検診。
注 6）申込は検診当日に5 つの検診（胃がん ･ 肺がん ･ 大腸がん ･ 乳がん・子宮がん）全て受診可能な女性に限る。

検診項目 対象（市民） 費用 実施日（11月） 当日受付時間 定員（先着） 申込

U-39・若年健診 16 ～ 39 歳
（今年度中）

妊
婦
は
受
診
不
可

500 円 20 ㈰・21 ㈪、
22 ㈫ 保

午前中
指定の時間 各 30 人 10/5 ～ 12

申込は保健医療
センター窓口
☎625･6685
（申込は同時に
2人まで）、
または
「いばライフ」

骨粗しょう症検診
（注 2）

18 歳以上
（今年度中） 1,000 円 24 ㈭ 9:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:30 70 人 10/7 から

が
ん
検
診
等

肺がん
（注 3・４）

40 歳以上
（今年度中）

X線＝300円、
X 線と喀

かくたん

痰＝
500 円

①6 ㈰
②15 ㈫～18 ㈮
20 ㈰～22 ㈫

8:45 ① 8 人
②各 5 人

10/6 ～ 14
（11/6 実施分は

10/7 から）胃がん
（バリウム検査）
（注４） 500 円

①6 ㈰
②7 ㈪・8 ㈫ 

③15 ㈫～18 ㈮
20 ㈰～22 ㈫

①③8:45
②午前中

指定の時間

① 8 人
②各 40 人
③各 5 人

子宮がん
（2年度内に1回）

（注５）
20 歳以上 
(4/1 時点 ) ① 6 ㈰

② 24 ㈭ 保 

①11:00 ～14:00
指定の時間

② 9:30 ～ 15:00
指定の時間

① 36 人
② 60 人 10/7 ～ 11/15

（11/6 実施分は
10/14 まで）

乳がん
(2年度内に1回 )
（注５） 40 歳以上

(4/1 時点 )

800 円

レディース
５がん

（注 5・６）

2,400 円、
喀痰受診者は

2,600 円
6 ㈰ 9:00 ～10:30

指定の時間 35 人

大腸がん 40 歳以上
( 今年度中 ) 300 円 平日随時 8:45 ～17:15 － 平日随時

（窓口受付のみ）

健診項目 対象（市民） 費用 備考 検診項目 備考
市国保加入者の
特定健康診査

40 ～ 75 歳未満
（今年度中）

無料
同時受診可の検診＝【無料】白血球、貧血、
尿潜血等、【有料】心電図検査、肺がん・大
腸がん検診、☆前立腺がん検診、☆肝炎検査、
☆胃がんリスク検診 ( ☆＝受診条件あり )

肺がん ･大腸がん ･子
宮がん ･乳がん ･前立
腺がん検診 ･肝炎検査
･胃がんリスク検診

費用等は
市健診チケット

等参照後期高齢者
医療健康診査

後期高齢者
医療制度対象者

市内委託医療機関で実施の健（検）診

記号の見方
電話予約可 ( 受付は平日、8:45 ～ 17:15) 市公式総合アプリ「いばライフ」で予約可
申込・受診時には①市健診チケット、②健康診査受診券、③健康保険証（がん検診は①のみで可）が必要

保健医療センターで実施の健（検）診
健診項目 対象（市民） 費用 実施日 定員（先着） 申込 備考

特
定
健
康
診
査

市国保加入者
※結果説明会あり 40 ～ 75 歳

未満
（今年度中）

無料
11/15 ㈫
～ 18 ㈮・

20 ㈰～ 22 ㈫
午前中

指定の時間

各 70 人
（20 ～ 22
日は各 50

人）

10/5
～ 12

有料で同時受診可＝がん検診（胃、肺、大腸、☆
前立腺）、心電図検査、☆肝炎検査、☆胃がんリス
ク検診、費用は市健診チケット等参照（☆＝受診
条件あり）

上記以外
（注 1）

加入の健康
保険で定め
られた額

後期高齢者
医療健康診査

後期高齢者
医療制度
対象者

無料
左記の申込は保健医療センター窓口、または
予約専用電話☎ 621･6271（申込初日のみ☎
625･6685も可）、または「いばライフ」（注 1）

特に表記がない場合の問合先･申込先
〒567-0031 春日三丁目13-5、保健医療センター

（健康づくり課）☎625･6685、 625・6979information
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン健 康



定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
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　イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市・各主催団体HPまたは問・申でご確
認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

応急診療応急診療 薬は原則1日分の処方薬は原則1日分の処方

◆息苦しさ、倦怠感、高熱等の強い症状がある場合は、まず
新型コロナ受診相談センター☎ 06・7166・9911 へ相談し
てください（詳細は市 HP 参照）。◆夜間・休日等の割増加算
料金が適用されます。◆上表の時間帯や診療科目以外の応急
診療は、救急安心センターおおさかへお電話ください。

内科 (中学生以下除く） 歯科
平日 土曜日 日曜日 ･祝日 日曜日･祝日のみ

受
付
時
間

21:00

～

23:30

17:00

～

翌朝 6:30

10:00 ～ 11:30
13:00 ～ 16:30

18:00 ～翌朝 6:30
10:00 ～ 11:30
13:00 ～ 16:30

保健医療センター附属急病診療所 ☎ 625･7799
　必ず来所前に同診療所☎ 625・7799 へ連絡し、来所時はマス
クを着用してください。なお、待合室の混雑を避けるため、外や
車内でお待ちいただくことがありますので、ご理解とご協力をお
願いします。

高槻島本夜間休日応急診療所（高槻市南芥川町 11-1） 
☎ 683･9999

小児科・内科・外科 歯科
平日 土曜日 日曜日・祝日 日曜日 ･祝日のみ

受
付
時
間

 20:30

～

翌朝 6:30

14:30

～

翌朝 6:30

9:30 ～ 11:30
13:30 ～ 16:30

18:30 ～翌朝 6:30
9:30 ～ 11:30
13:30 ～ 16:30

健康相談       健康相談       …

項目 とき ところ ･問合先
栄養と食生活の相談

（面接）
10/11 ㈫・

11/1 ㈫
9:15 ～ 12:00 所・申

保健医療センター
（要予約）歯と口の健康相談

（電話・面接） 平日
9:00 ～ 16:00こころの健康相談

（電話・面接）

禁煙
相談

面接・電話 平日
9:00 ～ 17:00

E メール 24 時間受付

救急医療相談 24 時間、
365 日

問救急安心センターおお
さか☎＃ 7119 または、
☎ 06・6582・7119

禁煙相談
（メール）

お知らせお知らせ

「その香り」困っている人が
いるかもしれません

　香りの強さの感じ方には個人差があります。
自分にとって快適な香
りでも、不快に感じた
り、化学物質過敏症な
どさまざまな健康被害
が生じたりすることも
あります。使用量の目
安等を参考に、周囲の
人への配慮をお願いし
ます。問健康づくり課

健康診査の受診勧奨事業を実施
　市では、特定健診の受診率向上をめざして、未受診者勧奨
事業を行っています。今年度特定健診を受診していない人を
対象に、受診勧奨のお知らせを送付することがありますので、
受診してください。送付時点で受診済みの人または、市国民
健康保険から脱退された人にも届く場合がありますが、ご理
解をお願いします。問健康づくり課

茨木保健所の検査・相談
◆エイズ／ HIV 即日検査　時第 1・2・4 木曜日（祝日除く） 、 
9:30 ～ 10:30、備匿名で受検可、希望者には梅毒即日検査
も実施、◆こころの健康相談（予約制）　内うつ病・統合失
調症・認知症・依存症等の精神的な病気、ひきこもり相談、
◆医療機関に関する相談　時平日、9:15 ～ 12:15・13:00
～ 16:00、内安心して医療が受けられるようにサポート、（以
下共通）備日程等詳細は同保健所 HP 参照またはお問い合わ
せください。申同保健所☎ 624・4668

400ml 献血にご協力を
時毎日（水曜日、第 3 土曜日、第 4 日曜日除く）、10:00 ～
13:00・14:00 ～ 17:30、所阪急茨
木市駅献血ルーム（阪急ロサヴィア 1
階東側）、対体重 50㎏以上で、男性
17 歳～ 69 歳、女性 18 歳～ 69 歳（65
歳以上は、60 ～ 64 歳に献血経験の
ある人）、持本人確認可能な運転免許
証等、備食事を済ませて来てくださ
い。問同ルーム 0120・346・759 

巡回胃がん検診
時11/24 ㈭、9:00 ～ 12:00 の指定の時間、所南市民体育館、
対今年度中に 40 歳以上になる市民、定先着
45 人、内検診車による胃がん検診（バリウ
ム検査）、￥500 円、申10/6 ～ 11/10 に、
右図読み取りから申込または、電話で保健医
療センター

巡回①子宮がん・②乳がん検診　保
時11/15 ㈫、午前・午後の指定の時間、所白川公民館、対
4/1 時点で① 20 歳以上・② 40 歳以上の市
民、内検診車による子宮がん・乳がん検診、
￥① 500 円、② 800 円、申10/7 ～ 11/1 に、
右図読み取りから申込または、電話で保健医
療センター
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養精中学校区
医療機関 住所 電話番号

阪上耳鼻咽喉科医院 駅前 1-2-21 622･2558
原田整形外科クリニック 駅前 1-4-14 645･5523
大河内医院 駅前 3-1-3 625･1222
東和会いばらき病院 駅前 3-6-23 623･0234
井上クリニック 大手町 1-26 625･3351
上野医院 大手町 4-3 622･2343
永井医院 大手町 10-19 622･0237
いしが城谷クリニック 大手町 12-3 622･3003
増田内科医院 下中条町 3-4 624･0661
細見医院 下中条町 7-10 622･5159
サンタマリア病院 新庄町 13-15 627･3459
たつみ内科クリニック 新中条町 1-30 631･1810
よしだ内科 新中条町 12-24 631･1117
おおたに内科医院 西中条町 1-22 622･9060
泉内科医院 西中条町 11-16 625･2117
ゆうき耳鼻咽喉科 東中条町 1-5 657･8719
のせ整形外科クリニック 東中条町 8-35 628･2030
奥村クリニック 元町 1-23 621･6281
松村医院 元町 1-23 622･2014
せしも胃腸肛門クリニック 元町 2-10 646･5111

西中学校区（左上に続く）
医療機関 住所 電話番号

西部クリニック 春日 1-1-3 622･6166
マキレディースクリニック 春日 1-4-10 631･3711
峯クリニック 春日 1-4-10 631･7354
谷川記念病院 春日 1-16-59 622･3833
とよだ整形外科リハビリ
テーションクリニック 春日 2-1-12 631･7710
前羽クリニック 春日 2-2-18 625･6600
中尾内科クリニック 春日 4-10-4 621･4777
本迫医院 上郡 1-2-3 643･5485
まちでらクリニック 上郡 2-13-14 641･4411
よねだレディースクリニック 上郡 2-13-14 665･6800
聖クリニック 郡 5-18-5 640･6030
小原医院 下井町 2-5 641･3237

西中学校区
医療機関 住所 電話番号

多田クリニック 中穂積 1-2-3 622･1239
すがの整形外科 中穂積 2-9-25 622･3939
隅クリニック 中穂積 3-2-12 622･3858
茨木みどりヶ丘病院 中穂積 3-2-41 622･1515
湯川クリニック 西駅前町 5-34 631･7267
佐々木外科内科医院 西駅前町 5-30 622･2640
山本内科医院 西駅前町 10-110 622･6466
西野クリニック 西駅前町 13-23 626･1551
かめい内科消化器クリニック 西駅前町 6-2 631･6565
かねもとクリニック 見付山 1-4-1 621･0071
いのうえ整形外科 見付山 2-1-3 646･8805
済生会茨木病院 見付山 2-1-45 622･8651
小林整形外科 春日 1-9-22 625･0012

東中学校区（左上に続く）
医療機関 住所 電話番号

田中胃腸科クリニック 稲葉町 19-19 634･8228
希ファミリークリニック 永代町 5-306 620･2700
きずな友愛クリニック 永代町 6-21 645･3040
やまもとクリニック 永代町 7-10 645･5166
国里整形外科 永代町 8-8 622･2373
北摂クリニック 大池 1-10-37 633･3313
須藤耳鼻咽喉科 大池 1-14-36 634･5755
とくいクリニック 大池 2-13-22 636･1091
ねごろ内科循環器科 大池 2-28-17 637･1472
長谷川内科 園田町 14-31 637･5521
いのうえ内科 竹橋町 4-10 628･5533
平田整形外科クリニック 寺田町 11-7 636･6267
茨木診療所 中津町 2-4 665･5927
じんないクリニック 中津町 5-3 635･1311
うめだ整形外科 双葉町 6-2 635･3970
おくだ内科クリニック 双葉町 6-2 657･8637
つきやまクリニック 双葉町 8-8 648･5335
大嶋クリニック 双葉町 8-19 633･0119
いまい内科ハートクリニック 双葉町 9-20 637･2468

委託医療機関一覧表

　65 歳以上の高齢者を対象とする季節性高齢者インフルエンザ予防接種を、市内の委託医療機関（下表）で実施
します。今年度は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を防ぐため、接種費用はかかりません。
できるだけかかりつけの医療機関で接種してください。問保健医療センター☎ 625・6685

時10/1 ㈯～来年 1/31 ㈫、対接種当日に 65 歳以上の
市民、または接種当日に 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・
腎臓・呼吸器の機能に障害のある市民（身体障害者手帳
１級（写）要）、備【① 10/1 ～ 12/31 に接種可能な医療
機関】茨木市・高槻市・島本町・摂津市・吹田市・箕面
市の委託医療機関（それ以外の委託医療機関で接種希望
の場合は依頼書要）、【②来年 1/1 ～ 1/31 に接種可能
な医療機関】茨木市の委託医療機関（他市町村の委託医
療機関で接種希望の場合は依頼書要）、（共通事項）備実

施期間、費用等は市町村により異なる（他市での接種の
場合も保険証等の本人確認提
示が必要な場合あり）、詳細
はお問い合わせください。依
頼書は① 12/12 まで・②来
年1/11までに、
右図読み取りま
たは直接、申込
で取り寄せ

高齢者インフルエンザ予防接種 を実施
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東中学校区
医療機関 住所 電話番号

佐々木耳鼻咽喉科クリニック 双葉町 9-17 636･6650
森脇内科 双葉町 10-1 635･4900
スカイクリニック 双葉町 10-1 638･7676
岡本医院 双葉町 16-27 652･5070
うめだクリニック 舟木町 2-4-301 665･5820
みともり子どもクリニック 舟木町 2-7 657･8355
堀井医院 舟木町 5-26 632･2233
浜口内科 舟木町 8-27 638･1003
川尻クリニック 舟木町 19-20 632･0200
大谷クリニック 別院町 1-33 627･6662
河村メディカルクリニック 別院町 5-16 622･2569
大崎医院 別院町 7-33 624･5087
ももたろう痛みのクリニック 宮元町 1-10 627･8369
栗原医院 宮元町 1-15 626･2102

豊川中学校区
医療機関 住所 電話番号

友紘会総合病院 西豊川町 25-1 641･2488
萩野医院 新郡山 2-2-30 643･1190

南中学校区
医療機関 住所 電話番号

橋本診療所 島 3-6-6 634･4724
はんだクリニック 玉櫛 1-15-8 630･6110
第二近藤診療所 玉櫛 2-17-18 635･1035
さと在宅クリニック 玉櫛 2-28-12 637･1556
おごし皮フ科 玉櫛 2-29-15 632･0789
ファミリークリニックゆい 玉櫛 2-32-10 632･3232
須永医院 玉水町 1-15 632･3323
篠永医院 真砂 1-2-36 633･3776
内野小児科 真砂 1-9-24 638･0726
竹村耳鼻咽喉科クリニック 真砂 2-7-14 637･4133
松本メディカルクリニック 水尾 3-16-28 636･1377

三島中学校区
医療機関 住所 電話番号

大島整形外科 庄 2-19-14 622･0345
徳永医院 総持寺駅前町 1-32 622･8355
すぎもとクリニック 総持寺駅前町 1-32 631･8811
西里医院 総持寺駅前町 6-8 623･6566
岩井医院 総持寺駅前町 10-11 627･2061
江川クリニック 総持寺駅前町 13-11 627･8552
健彰会クリニック整形外科
リウマチ科 総持寺台 1-11 657･5055
成田クリニック 中総持寺町 4-47 634･3791
きはら内科クリニック 中総持寺町 9-1 637･1205
ベッチャククリニック 中総持寺町 12-2 635･1021
岩松クリニック 東太田 1-1-109 627･3834
わかば眼科クリニック 三島丘 2-5-23 665･8826
居相整形外科 三島丘 2-8-17 620･7540
すぎたクリニック 三島丘 2-8-17 620･1115
ささき内科・内視鏡クリニック 総持寺 1-3-2 631･2501

北中学校区
医療機関 住所 電話番号

谷口内科循環器クリニック 中河原町 11-39 665･4976
角本医院 南安威 2-1-22 643･3736
北大阪ほうせんか病院 室山 1-2-2 643･6921

東雲中学校区
医療機関 住所 電話番号

岩崎正洋クリニック 鮎川 3-9-31 657･1001
八木耳鼻咽喉科 鮎川 4-25-20 633･8787
なかじま内科 鮎川 5-6-8 636･8305
おがさ整形外科 白川 1-3-18 652･1177
辰見クリニック 白川 2-1-5 634･8411

天王中学校区
医療機関 住所 電話番号

かしまクリニック 丑寅 2-1-6 622･3355
高原クリニック 沢良宜西 1-1-3 633･9029
長谷川耳鼻咽喉科医院 沢良宜西 1-1-13 633･7145
藤井クリニック 沢良宜西 1-2-20 635･5122
岸本クリニック 沢良宜西 1-4-10 638･1100
髙島整形外科 沢良宜西 1-13-22 630･2600
はしづめ内科 天王 2-6-7 621･7373
やまぐち整形外科・
リウマチクリニック 天王 2-6-7 631･3663
たに医院 天王 2-8-27 631･0213
富永医院 東奈良 1-4-6 635･7684
田中病院 東奈良 3-16-31 635･5831
くれはクリニック 沢良宜浜 2-1-2 665･8911

西陵中学校区
医療機関 住所 電話番号

船戸医院 下穂積 2-9-17 627･3139
釘抜医院 下穂積 3-12-24 622･6092
中菅野医院 南春日丘 1-1-34 622･1888
井上診療所 南春日丘 7-9-19 620･0700

平田中学校区
医療機関 住所 電話番号

勝田クリニック 玉島 2-10-21 633･3111
もとひろクリニック 並木町 1-6 632･8751
かん整形外科 並木町 13-1 632･9420
北野外科内科 星見町 18-3 635･0131
茂松整形外科 真砂 3-12-19 633･8801

北陵中学校区
医療機関 住所 電話番号

つじメディカルクリニック 安威 1-13-1 641･0101
辰見医院 大字大岩 556 649･2018

太田中学校区
医療機関 住所 電話番号

中村医院 太田 1-13-26 625･3591
藍野病院 高田町 11-18 627･7611
茨木弘道会クリニック 太田東芝町 2-8 624･1510

彩都西中学校区
医療機関 住所 電話番号

寺野医院 泉原 1133 649･3216
恵愛クリニック 彩都あさぎ 1-2-1 641･5777
津森整形外科
リハビリテーションクリニック 彩都あさぎ 1-2-16 640･5137
南医院 彩都あさぎ 3-2-32 640･1113
彩都友紘会病院 彩都あさぎ 7-2-18 641･6898

　住んでいる校区に関係なく、予防接種委託医
療機関で接種できます。医療機関によっては接
種の日時を指定（予約制）している場合があり
ますので、事前に電話等でご確認ください。


