乳がん検診（マンモグラフィ）取扱医療機関一覧

※生野区周辺区のみ掲載
医療機関名

要
予約

各医療機関へ
お問い合わせください

所在地

電話番号

大阪府医師会保健医療センター 天王寺区清水谷町19-14

06-6768-1450

大阪警察病院付属人間ドッククリニック 天王寺区石ヶ辻町15-15

06-6775-3131

公財）
聖バルナバ病院

天王寺区細工谷1-3-18

06-6779-1600

乳腺外科ヨシダクリニック

天王寺区堂ヶ芝1-11-23-201

06-6711-0370

大阪警察病院

天王寺区北山町10-31

06-6771-6051

医)風早会

外科野崎病院

東成区深江南2-20-15

06-6971-3506

医)育和会

育和会記念病院

生野区巽北3-20-29

06-6758-8000

大阪府済生会野江病院

城東区古市1-3-25

06-6932-0401

医)大道会

城東区森之宮2-1-88

06-6969-0111

森之宮病院

前立腺がん検診がはじまりました！

（令和4年1月1日現在）

大阪がん循環器病予防センター 城東区森之宮1-6-107

06-6969-6712

あべの松井クリニック

阿倍野区阿倍野筋1-5-31

06-6647-2223

すずかけの木クリニック

阿倍野区松崎町2-3-37松崎町グリーンハイツ104 06-6626-2110

大阪鉄道病院

阿倍野区松崎町1-2-22

06-6628-2221

医)太子会 おおしろクリニック

東住吉区鷹合1-17-30

06-6608-0046

いのうえ診療所

平野区喜連西4-7-33

06-6760-7188

前立腺がんは最新のがん統計で男性罹患数が1位となり、今後も増加
する予測です。
検診によって早期発見・早期治療を行い、健康な状態で日常生活を
送っていただくために、50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の男性市民に
対し、前立腺がん検診を実施します。

大阪市前立腺がん検診
対 象 者 令和4年度末年齢50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の男性市民
昭和47年4月1日〜昭和48年3月31日生まれの男性市民
昭和42年4月1日〜昭和43年3月31日生まれの男性市民
昭和37年4月1日〜昭和38年3月31日生まれの男性市民
昭和32年4月1日〜昭和33年3月31日生まれの男性市民
昭和27年4月1日〜昭和28年3月31日生まれの男性市民
受 診 間 隔 5年度に1回
検 査 内 容 PSA検査(血液検査)
料

※乳がん検診取扱医療機関一覧は生野区の周辺区のみです。
一覧にない区をお探しの方はこちらから検索してください。▶

※マンモグラフィによる乳がん検診の受診間隔は２年に１回です。
※令和４年度は当該年度末(令和５年３月31日)までに40歳の誕生日を迎える方が対象 となります。
※視触診を併用する医療機関もありますので、併用を希望される方はご確認の上、受診してください。
※受診の際は必ず事前に取扱医療機関に連絡し申込
（予約）
をしてください。
（受診時には健康保険者証または後期高齢者医療被保険者証を必ず持参してください）

金 1,000円

※取扱医療機関はホームページをご確
認いただくか、生野区役所へお問い
合わせください。

令和３年度発行の乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン券の利用期間を延長します
新型コロナウイルス感染症発生に伴い、
令和３年度中に利用できなかった令和４年３月31日期限の無料クーポン券の利用期間を令和５年３月31日まで延長します。
利 用 期 間 令和５年３月31日まで延長
（子宮頸がん検診）
平成12年４月２日〜平成13年４月１日生まれの女性市民※
※いずれも令和３年度発行無料クーポン券未使用の方(他都市で発行されたクーポン券も含む) 紛 失 等に対する再 交 付 申 請 期 限 令和５年２月28日まで

対 象 者 （乳がん検診）
昭和55年４月２日〜昭和56年４月１日生まれの女性市民※

※利用期間の延長期間中にクーポンを使用せず自己負担で支払った検診費用はお返しできませんのでご注意ください

歯周病検診

500円

要
予約

歯の健康のために定期的に歯周病検診を受けましょう

対 象 者 昭和27年・32年・37年・42年・47年・52年・57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科治療中の方は除く。）
受 診 方 法 検診を希望される方は、事前に電話等で取扱医療機関へ予約してください。
検 査 項目 問診ならびに口腔内診査
（治療は含みません）
実 施 期 間 令和４年４月１日〜令和５年３月３１日

大阪市歯周病検診
医療機関名

該当する方は次の証明書の提出で、歯周病検診の費用が無料
●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の提出が必要）
※証明に必要な申請書は生野区役所
（2階２４番窓口）
でお渡しします。

取扱医療機関一覧
（生野区内）
所在地

電話番号

医療機関名

（令和4年1月末日現在）

所在地

電話番号

医療機関名

所在地

電話番号

時岡歯科医院

新今里1-13-5

06-6752-8240

石山歯科クリニック

巽北3-16-8

06-4306-1233

つばさデンタルクリニック

舎利寺2-３-15

06-6777-4705

医）森田歯科医院

新今里2-6-24

06-6751-8214

北條歯科医院

中川東1-1-11

06-6754-8107

津田歯科

林寺2-18-20

06-6715-0468

渡内歯科医院

新今里3-16-8

06-6752-7355

玉川歯科医院

中川東2-16-2

06-6752-3996

はぶ歯科医院

林寺4-11-14

06-6714-2653

木下歯科医院

新今里4-2-12

06-6757-8255

山内歯科医院

田島4-11-36

06-6757-1622

ふくい歯科クリニック

林寺4-16-24

06-6713-4182

和島デンタルクリニック

新今里4-3-27

06-6754-4136

福井歯科医院

田島5-1-3

06-6754-1603

さかもと歯科

林寺5-11-22

06-6731-2037

三木歯科医院

新今里4-6-24

06-6757-6480

まじま歯科クリニック

田島5-7-25

06-6756-0418

中野歯科医院

生野西1-16-16

06-6731-0013

岩西歯科医院

新今里4-12-4

06-6751-0205

医）吉永歯科医院

田島5-9-28

06-6757-6560

岡本歯科医院

生野西4-6-1

06-6716-8148

高歯科医院

小路2-25-1

06-6757-4484

岡田医院

巽西4-4-17

06-7505-1516

大倉歯科

生野東2-6-2

06-6731-6471

小川歯科医院

小路3-1-7

06-6756-7310

米澤歯科

巽西4-8-14

06-6757-6648

山田歯科医院

鶴橋2-14-13

06-6712-6480

あかし歯科クリニック

小路3-14-7

06-6751-5153

榎木歯科

巽中3-4-26

06-6758-5584

フジイ歯科医院

中川西1-8-19

06-6712-8110

とみ歯科医院

小路東1-21-13

06-6758-4180

医）井上歯科医院

巽中4-11-20

06-6757-4182

安東歯科クリニック

中川西2-10-1

06-6716-6480

高山歯科

小路東2-1-7

06-6753-1093

にしき歯科

巽東1-1-1

06-6752-6600

医)アイディー会 いりふね歯科 勝山北1-3-19

06-6741-8046

はやし歯科医院

小路東3-8-27

06-6752-7801

近藤歯科クリニック

巽東1-1-38

06-6757-8249

医）長谷川歯科

06-6712-8641

友沢歯科

小路東4-9-22

06-6752-4868

たつみ歯科クリニック

巽東1-9-1-102

06-6756-7005

かねむら歯科クリニック 勝山北2-11-26

06-6716-8800

今中歯科医院

小路東6-10-1

06-6756-6480

平田歯科

巽東2-8-24

06-6754-2579

有田歯科医院

勝山北2-17-14

06-6712-5521

たつしろ歯科医院

巽北1-20-26

06-6754-4411

ふるかわ歯科

巽東2-11-23

06-6752-4130

宇田歯科医院

勝山北3-1-28

06-6715-1183

医）福寿会
かねむら歯科医院

巽北2-17-15

06-6752-8148

いずい歯科クリニック 巽東3-1-15

06-6758-3180

中村歯科医院

勝山北3-5-6

06-6731-4137

とち谷歯科医院

巽南3-13-3

06-6758-0604

桃谷歯科

桃谷1-11-28

06-6741-0075

谷村歯科医院

巽北4-3-16

06-6757-4185

医）
かとう歯科

巽南1-12-1

06-6753-6482

花谷歯科医院

巽北4-4-23

06-6755-5551

田中歯科医院

勝山南2-7-15

06-6731-7758

岡歯科医院
桃谷1-12-23
桃谷おとなこども歯科・矯正歯科

06-6777-9308

久米歯科医院

巽北4-13-23

06-6754-3362

医）辰野歯科医院

勝山南3-2-9

06-6716-3302

岡歯科医院

桃谷1-13-6

06-6715-2537

医）新井歯科医院

巽北3-12-13

06-6754-8755

岡田歯科医院

舎利寺1-11-6

06-6741-0031

金村歯科

桃谷2-8-14

06-6715-0418

植田歯科医院

巽北3-13-31

06-6752-2100

友邊歯科

舎利寺2-1-4

06-6717-4581

医)歯永会 さくら歯科医院 桃谷2-28-17

4

【お問い合わせ】生野区保健福祉センター（健康増進）区役所2階24番窓口

勝山北2-2-3

☎06（6715）9882

06-6712-1211

