広報
令和3年 3月｜No.298

大阪市乳がん検診デー

有料 要予約

【取扱医療機関・問合せ】

次の大阪市乳がん検診取扱医療機関で、日時指定で乳がん検診（マン
モグラフィ）
を受診できる
『大阪市乳がん検診デー』
を設定しています。
日時等詳細は、大阪市ホームページで確認、
または各医療機関までお問い合わせください。

健康保険組合連合会 大阪中央病院

北区梅田３ ３ ３０

a 4795-5505

（医）彰療会 大正病院

大正区三軒家東５ ５ １６

a6552-0621

茶屋町ブレストクリニック

北区茶屋町３ １ ４階

a 6359-4630

（社福）恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院

大正区北村３ ４ ５

a7659-6111

いわいレディースクリニック

北区天神橋４ １１ ６ ３階

a 6882-8686

（公財）聖バルナバ病院

天王寺区細工谷１ ３ １８

a6779-1600

帝国ホテルクリニック

北区天満橋1 8 50 3階

a 6881-4000

（医）警和会 大阪警察病院

天王寺区北山町１０ ３１

a6771-6051

ナグモクリニック大阪

北区梅田２ ６ ２０ １４階

a 6346-0555

乳腺外科ヨシダクリニック

天王寺区堂ヶ芝1 11 23 201 a6711-0370

都島区都島北通１ ２２ ６

a 6922-1236

大英診療所

西淀川区歌島2 3 2

a6474-0361

福島区大開1 13 8

a 6465-4108

淀川区西中島３ ２ １１

a6301-5706

城東区森之宮１ ６ １０７

a6969-6712

鶴見区鶴見４ １ ３０

a6939-6301

（医）京昭会 ツヂ病院
大阪ブレストクリニック

（医）敬節会 西中島クリニック

リボン・ロゼ田中完児乳腺クリニック 中央区今橋3 2 17 6階

a 6777-3663

大阪府結核予防会 大阪総合健診センター

中央区道修町4 6 5

a 6202-6666

有本乳腺外科クリニック本町

中央区瓦町3 2 15 3階

a 6222-0180

あべの松井クリニック

阿倍野区阿倍野筋１ ５ ３１ ５階 a6647-2223

淀屋橋健診プラザ

中央区伏見町４ １ １

a 6232-7770

すずかけの木クリニック

阿倍野区松崎町2 3 37 104

a6626-2110

原田病院

中央区島之内2 17 15

a 6211-1006

南港病院

住之江区北加賀屋2 11 15

a6685-8801

南大阪病院

住之江区東加賀屋1 18 18

a6685-0221

中央区千日前１丁目虹のまち５ ３
a 6211-4320
なんばウォーク３番街南通り

しみずクリニック

大阪がん循環器病予防センター
（社医）盛和会 本田病院

上野会クリニック

住吉区長居東4 21 26

a6609-1650

（社医）
きつこう会 多根総合病院

西区九条南１ １２ ２１

a 6585-2729

おおしろクリニック

東住吉区鷹合1 17 30

a6608-0046

（医）信愛会 大和診療所

港区磯路２ １ １１

a 6577-2227

いのうえ診療所

平野区喜連西４ ７ ３３

a6760-7188

港区築港１ ８ ２２

a 6576-1011

船員保険大阪健康管理センター

平成２８年度より集団検診での視触診を行っていません。取扱医療機関での個別検診では視触診を行っている医療機関があります。
詳しくは取扱医療機関にお問い合わせください。

乳がん検診の注意点

子宮頸がん検診
対象

20歳以上の女性

料金

胃がん（胃内視鏡）検診

有料 要予約
400円

受診間隔 2年度に１回

坂本産婦人科クリニック

瑞光４ １２ ３６

a６３２６-４１０３

塩出クリニック

上新庄２ ２４ ２３ 3階

a６３２０-３４５６

松井レディースクリニック

豊新１ １７ １６ 1階

a６７９５-９６００

医誠会病院

菅原６ ２ ２５

a６３２６-１１２１

ヒロレディースクリニック

東淡路４ ３０ ２ 4階

a６９９０-５１００

特定健康診査

無料 予約
不要

対象

大阪市国民健康保険に加入している４０歳から
７４歳までの方
（年度中に４０歳になる方を含む）
、
または後期高齢者医療保険に加入している方

内容

問診・身体計測・身体診察・血圧測定・尿検査・血液検査等
※検診前１０時間は飲食しないでください。
（お水は大丈夫です）

持ち物 受診券、個人票、被保険者証
※受診券・個人票は４月末に発送します。

受診券の問合せ

【大阪市国民健康保険に加入の方】
保険年金 １階 番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a４８０９-９９５６
【後期高齢者医療保険に加入の方】
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課・・・・・・・・・・a４７９０-２０３１

有料 要予約

歯の健康のために定期的に
歯周病検診を受診しましょう。
対象

昭和２６年、昭和３１年、昭和３６年、昭和４１年、
昭和４６年、昭和５１年、昭和５６年生まれの方
※勤務先等で同程度の検診を受けられる方及び歯周病の治療で
通院中の方は除く。

料金

500円

内容

問診及び口腔内診査
（治療は含みません）

次に該当する方は、証明書の提出により歯周病検診が無料で受診できます。
●生活保護世帯に属する方
（生活保護適用証明書等の提出が必要）
●市民税非課税世帯の方
（世帯全員の市民税非課税証明書等の提出が必要）

問合せ

保健企画 2階

５０歳以上の方 ※胃部エックス線検査と選択して受診可

料金

１５００円

受診間隔 ２年度に１回 ※翌年度は胃部エックス線検査、胃部内視鏡検査とも受診不可

【取扱医療機関・問合せ】

歯周病検診

対象

有料 要予約

番 a４８０９-９８８２

【取扱医療機関・問合せ】
成仁会病院

豊里７ １９ ２７

a６３２７-７７６５

ごとう内科・消化器内科

東淡路４ １７ １７ ３〜４階

a６１９５-５１０７

淀川キリスト教病院

柴島１ ７ ５０

a６３２２-２２５０

あけぼのGMクリニック

西淡路２ １５ ５

a６３２３-２６５０

ゆうメディカルクリニック

豊新１ ２１ ２９

a６３２７-０５５０

結核健診

無料 予約
不要

結核は、早期発見、早期治療が大切です。
年1回は健診を受けましょう。
時間
対象

場所
1０
：
００〜１１
：
００
15歳以上の市民の方

４月15日
（木）
５月10日
（月）
６月10日
（木）

エックス線室
（区役所2階）

７月１日
（木） 10月 ５日
（火）
８月４日
（水） 11月30日
（火）
９月９日
（木） 12月 ２日
（木）

令和4年１月６日
（木）

２月２日
（水）
３月３日
（木）

※着衣のまま撮影しますので、ボタンや金具のある下着はなるべくお避けください。
※妊娠中及び妊娠の可能性のある方はご遠慮ください。
※結核健診の結果は、精密検査が必要な方には約2週間以内にご連絡をします
が、異常が認められない場合は、通知はしません。

問合せ

保健企画 2階

番 a４８０９-９８８２

大阪市健康診査

無料 要予約

40歳以上の生活保護を受給している方等を対象とした健康診査を実施します。
対象

当該年度に40歳以上の市民で、申請時・受診時に生活保護又
は中国残留邦人支援給付を受給中の方。ただし、社会保険加入
者、入院中又は介護施設等に入所中の方は対象外です。

内容

問診・身長・体重・血圧測定・尿検査・血液検査等

期間：令和3年4月１日
（木）
〜令和4年2月15日
（火）
方法：保健福祉センター
（区役所２階22番）
で
「申込書兼同意書」
を記入して添付書類
（生活保護適用証明書の原本、もしく
は中国残留邦人本人確認証の写し）
を提出してください。
受診方法 申込後、約2週間程度で
「受診券」
「個人票」
「医療機関名簿」
を
送付しますので、医療機関に直接予約してください。
申込

問合せ

保健企画 2階

番 a４８０９-９８８２
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