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健 康 ガ月 イ ド4
問市保健所 健康づくり推進課　Ｔ43-9271　Ｆ47-0745
　市保健所 保健予防課　　　　Ｔ43-2292　Ｆ43-2329

母子保健
名称 日時・場所 対象・定員 内容・持ち物 申し込み・備考

乳
幼
児
な
ど

健
診

先天性股関節脱臼
検診
 要予約 

毎週（水）12:00～12:20（受付）
総合健診センター

生後90日～120日。
600円

●持ち物母子健康手帳、
乳幼児ハンドブック、 
バスタオル

総合健診センター
Ｔ45-9131

1歳6か月児健康診査

  1日～15日生まれ…  4日（火）
16日～30日生まれ…18日（火）
受付12:00～12:45
総合健診センター

27年9月生まれ

対象者には事前に
お知らせします。

3歳児健康診査

  1日～15日生まれ…11日（火）
16日～31日生まれ…25日（火）
受付12:00～12:45
総合健診センター

25年10月生まれ

相
談

赤ちゃん健康相談
▷7日（金）
　長者公民館
▷12日（水）
　根岸公民館
▷26日（水）
　福祉公民館
　（類家四丁目）

10:15～12:00
（受付10:00～
10:15）

4か月～1歳 育児・栄養相談、身長・
体重測定
●持ち物母子健康手
帳、乳幼児ハンドブッ
ク、バスタオル

申込不要

よちよち健康相談
13:15～14:30
（受付13:00～
13:15）

1歳～2歳ごろ

2～3歳児発達相談
のびのびクラス
 要予約  ※1週間前まで

20日（木）9:30～11:30
（初回面接のみ14:00～15:30）
はちふくプラザねじょう

概ね2歳～3歳6か月
言葉・行動・情緒など
の発達相談●持ち物
母子健康手帳

13日（木）までに
健康づくり推進課へ
Ｔ43-9271

3～5歳児発達相談
あいあいクラス  要予約 

13日（木）12:30～15:00
はちふくプラザねじょう

概ね3歳6か月～
就学前

言葉・行動・情緒など
の発達相談、就学に向
けた発達相談

6日（木）までに
健康づくり推進課へ
Ｔ43-9271

療育相談
 要予約 

20日（木）10：00～12：00
市庁別館1階　相談・診療室

身体の発育、運動等に
心配のあるお子さん
のための相談

専門医が相談に応じま
す。●持ち物母子健康
手帳、バスタオルなど

13日（木）までに
健康づくり推進課へ
Ｔ43-9271

教
室

すくすく離乳食教室
 要予約 

21日（金）
10:30～12:00
福祉公民館（類家四丁目）

3～4か月の赤ちゃん
の保護者。25組

講話、離乳食作りの見
学・試食●持ち物母子
健康手帳、筆記用具

14日（金）までに
健康づくり推進課へ
Ｔ43-9271

そ
の
他
相
談

不妊専門相談
 要予約 

19日（水）16：00～17：00
市庁別館1階　相談・診療室

不妊や不育症で悩む
夫婦など
先着2組

専門医が相談に応じ
ます。

12日（水）までに
健康づくり推進課へ
Ｔ43-2298
（予約専用電話）

女性の健康相談
 要予約 

14日（金）13：00～16：00
市庁別館1階　相談・診療室

思春期から更年期の
女性

保健師が相談に応じ
ます。

前日までに健康づくり
推進課へＴ43-2298
（予約専用電話）

成人保健
名称 日時・場所など 対象・内容・テーマ 場所・問い合わせ先

相
談

保健師による健康相談 （月）～（金）
10:00～12:00、13:00～16:00

成人・妊産婦の心身の健康、子育てに
ついての相談

健康づくり推進課　窓口
Ｔ43-9184、43-9271

栄養士による個人相談 11日（火）、25日（火）
10:00～12:00、13:00～16:00

生活習慣病が気になる人や子どもの
食生活についての相談

健康づくり推進課　窓口
Ｔ43-9184

精神科医師による
精神保健福祉相談
 要予約 

12日（水）14：30～17：00
市庁別館1階　相談・診療室

心の病気で悩んでいる人とその家族（精
神科・心療内科に通院されていない方）

予約は10日（月）までに保健
予防課へＴ43-2292

その他
名称 日時・場所 内容・テーマ 場所・問い合わせ先

検
査

HIV 検査・相談
 要予約 

13日（木）・27日（木）9：00～12：00
市庁別館1階　相談・診療室 HIV検査・エイズに関する相談 保健予防課

Ｔ43-2294（専用電話）

肝炎ウイルス検査
 要予約 

13日（木）13：15～14：00
市庁別館1階　相談・診療室

肝炎ウイルス検査（B型・C型）
総合健診センター、受託医療機関でも受
診可

保健予防課　Ｔ43-2291
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対象年齢 対象者 自己負担額 受付時間 検査項目

30～38歳 年度内に偶数年齢
になる女性 1,000円

奇数年齢の方は2,160円
（下記Q&A参照）

(月)～(金)
10:00～10:30

乳腺超音波検査および看護師な
どによる自己触診指導

40歳以上 年度内に偶数年齢
になる女性

（月）～（金）
8:00～10:30

乳房Ｘ線撮影
（マンモグラフィー）
※視触診がなくなります

乳がん検診の制度が変わります 問市保健所健康づくり推進課　Ｔ43-9061　Ｆ47-0745

4月1日から、国の指針変更に伴い、乳がん検診の対象者・自己負担額・受付時間・検査項目が
下記のとおり変更となります。

検診場所　八戸市総合健診センター（八戸市青葉二丁目１７－4）
モト直接、八戸市総合健診センターへお申し込みください。（予約受付　午前8時～午後4時45分）
　　Ｔ45-9131　Ｆ45-9172

乳がん検診の制度変更について
国の指針変更により、乳がん検診は、「マンモグラフィによる
検診を原則とし、視触診については死亡率減少効果が十分で
はなく、精度管理の問題もあることから推進しない」とされ
たこと、また、検診間隔についても「2年に1回の検診」を推奨
していることから、制度を変更することとなりました。

がん検診 がんは、早期発見・早期治療が大切です。年に1回（乳がん検診は2年に1回）はがん検診を受診しましょう。
検査内容や受託医療機関などは、3月に配布している「わが家の健康カレンダー」をご覧ください。

種類 対象者 自己負担額 検診場所

胃がん検診
40歳以上

1,000円 ▷ 八戸市総合健診センター
▷ 受託医療機関
　 （65歳以上、40～64歳の
　心身障がい者）大腸がん検診 　600円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 1,000円 ▷ 八戸市総合健診センター
▷ 受託医療機関

肺がん検診 40歳以上 　400円

八戸市総合健診センター
前立腺がん検診 50歳以上の男性 1,000円
乳がん検診
※ 妊娠中、授乳中
の人は受診不可

30歳以上で年度内偶数年齢になる人
※ 4月1日から、検診の制度が変わります。
詳細については、上記表を参照

1,000円

モト直接、八戸市総合健診センターまたは受託医療機関へお申し込みください。
八戸市総合健診センター（予約受付午前8時～午後4時45分）　Ｔ45-9131　Ｆ45-9172

市内のAED設置場所を、市ホームページ内に掲載
しています。いざという時のために、日頃から身近
なAED施設を確認しておきましょう。
ホ 市ホームページ内で「八戸市AEDマップ」を検索
問総合保健センター推進室　Ｔ43-9473

スマートフォン、タブレッ
トをお使いの方は、QR
コードアプリを使ってア
クセスすると便利です。

AED設置場所のお知らせ

子宮頸がん検診および婦人科超音波検診を同時に受診する方は、
（水）・（木）・（金）の午後に乳がん検診を受けることができます。

乳がん検診 Q&A
昨年度、偶数年齢でしたが受診の機会を逃し
ました。今年度は受診できないのですか？Q
奇数年齢の方でも、自己負担額2,160円で受
診できます。ただし、健診センター料金のため、
自己負担の免除制度はありません。

A


