
健康診査・検診
●�「いきいき健診」は伊勢原市特定健康診査及び一般健康診査の愛称です。

●�各種健（検）診は委託医療機関で実施します。
受診を希望される人は、医療機関によって
受診方法が異なりますので、事前に医療機
関に確認してください。

種　　　別 対 象 者 検査内容 自己負担金 受診方法・受診料免除申請窓口

い
き
い
き
健
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特定健康診査
（担当：保険年金課）

40歳〜74歳で、伊勢
原市国民健康保険加
入の人

問診、身体計測、医師の診察、
血圧測定、尿検査、胸部Ｘ線＊、
血液検査（脂質検査、血糖検査、
肝機能検査等）
＊ 胸部Ｘ線は、肺がん・結核検診（施

設）に変更できます。（費用が200
円かかります）

次の検査項目は、一定の基準の下、
医師が必要と認めた場合に実施
　貧血検査、心電図、眼底検査

1,500円
受診料免除者
　①65歳～74歳の人
　②世帯全員が市県民税非課税の人（※）

■ 受 診 券　５月下旬に送付します。
■ 受診期間　 ６月〜３月の予定です。詳しくは、送付される

受診券をご覧ください。
■ 受診方法　 受診券が届いたら同封のパンフレットに掲載

された医療機関に連絡し、受診します。
［受診料免除申請窓口］　保険年金課

・ ４月１日現在で伊勢原市国民健康保険に加入している人
は、人間ドックの利用助成に変更できます。希望する人
は、９月30日までに担当へ申請してください。

一般健康診査
（担当：健康づくり課）

神奈川県後期高齢者
医療制度加入の人

（75歳以上など）
無　料

40歳以上の生活保護
世帯の人 無　料

い
き
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肝炎ウイルス検診
（担当：健康づくり課）

令和４年度内に40、
45、50、55、60、65、70
歳を迎える人

血液検査 1,200円
受診料免除者
　①70歳以上の人
　②生活保護世帯の人
　③世帯全員が市県民税非課税の人（※）

・ 肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、肺がん・結核検診
（施設）のみの受診はできません。

・ いきいき健診受診時に併せて実施します。

・ 社会保険加入者も特定健診と同時に受けることができま
す。（ただし、伊勢原市いきいき健診を実施している医療
機関のみとなります。）

［受診料免除申請窓口］

・ 69才以下の伊勢原市国民健康保険加入者は保険年金課へ

・  69才以下の社会保険加入者は健康づくり課へ

前立腺がん検診
（担当：健康づくり課）

50歳以上の男性
（ 昭和48年４月１日

以前に生まれた人）
血液検査（PSA検査） 600円

受診料免除者
　①70歳以上の人
　②生活保護世帯の人
　③世帯全員が市県民税非課税の人（※）

肺がん・結核検診
（施設）

（担当：健康づくり課）

40歳以上の人
（ 昭和58年４月１日

以前に生まれた人）

胸部Ｘ線撮影
（胸部Ｘ線フィルムを用いて

　医師が読影します）
200円

受診料免除者
　①70歳以上の人
　②生活保護世帯の人
　③世帯全員が市県民税非課税の人（※）

歯周病検診
（担当：健康づくり課）

令和４年度内に40、
50、60、70歳を迎える
人

問診、口腔内検査 500円
受診料免除者
　①70歳を迎える人
　②生活保護世帯の人（※）

　③世帯全員が市県民税非課税の人（※）

・対象者には受診のお知らせはがきを送付します。
・ 秦野伊勢原歯科医師会に所属している市内の歯科医療機

関及び休日歯科診療所にお申込みください。なお、市外
（秦野市・平塚市・厚木市）の一部の歯科医療機関でも受
診できますので、受診を希望する人は担当までお問い合
わせください。

［受診料免除申請窓口］　健康づくり課

（※）生活保護世帯の人（歯周病検診を受ける人）・世帯全員が市県民税非課税の人は、事前に免除申請が必要です。受診の1週間前までに担当へ申請してください。

健（検）診データの取り扱いについて 伊勢原市が実施する各種健（検）診等の結果については、市で管理し個人情報保護のための法令等を厳しく守ってまいります。なお、健（検）診結果
データは、本市の健康づくり事業や個別保健指導の基礎データとして利用させていただくことがありますので、ご了承の上、受診願います。

Ⓒ伊勢原市

■ 担当：保険年金課
☎︎0463-94-4728（直通）

■ 担当：健康づくり課
☎︎0463-94-4609（直通）

赤ちゃんの抵抗力（免疫）は、生後３か月を過ぎると自然に失われていきます。そのため、赤ちゃんが自ら免疫をつくって病気を予防する必要があります。これに役立つのが
予防接種です。★予防接種の効果や副反応などをよく理解したうえで、接種しましょう。予防接種法に基づき定期の予防接種(無料)となるものは次のとおりです。

種  　　類 対象年齢 接種回数 標準の接種スケジュール 場所・受付時間など

ヒブ
Hib

(Haemophilus influenzae type b)

満２か月～５歳未満
※ 標準の接種スケジュールからはずれると回数が変わるこ

とがありますので、医師と相談の上、接種しましょう。

初回接種(３回)
満２か月〜７か月に至るまでに接種を開始し、27日（医師が認
めた場合は20日）〜56日の間隔をおいて１歳になるまでに初
回接種（３回）をします。

〈場所〉
　市内医療機関
　（ 一部の市外医療機関でも接種可

能です。初めて市外の医療機関
で接種を希望する方は事前に市
ホームページまたは、担当に御
確認ください。）

〈受付時間〉
　各医療機関の診療時間内
　（ 受診前に必ず医療機関にお問合

せください。）

〈持ち物〉
　母子健康手帳
　健康保険証

● 里帰り先などで予防接種を希望
する場合は事前に申請してくだ
さい。

◆） …１価ワクチン（ロタリックス
Ⓡ）と５価ワクチン（ロタテック
Ⓡ）は、初回接種を腸重積症の
好発時期をさけるために、出生
14週６日後までに完了すること
が望ましいとされています。

▲） …ワクチンを過去に１回又は２
回接種した後、接種を中断し、
３回接種のスケジュールを最後
まで完了していない場合は、残
りの回数分のみ接種を可能とす
る制度の開始が検討されていま
す。（R4.3.1 時点）

追加接種(１回) ３回目の接種から７か月〜13か月までの間隔をおいて追加接
種（１回）をします。

小児用肺炎球菌
（13価肺炎球菌）

Streptococcus pneumoniae

満２か月～５歳未満
※ 標準の接種スケジュールからはずれると回数が変わるこ

とがありますので、医師と相談の上、接種しましょう。

初回接種(３回) 満２か月〜７か月に至るまでに接種を開始し、27日以上の間隔
で１歳になるまでに初回接種（３回）をします。

追加接種(１回) ３回目の接種から60日以上の間隔をおいて満１歳〜１歳３か
月未満の間に追加接種（１回）をします。

Ｂ型肝炎
Hepatitis B

出生直後～１歳未満 ３回
満２か月〜９か月に至るまでに１回目の接種を開始し、27日以
上の間隔をおいて２回目を接種。１回目の接種から139日（20
週後の同じ曜日）以上の間隔をおいて３回目を接種します。

ロタウイルス
Rotavirus

生後６週～24週まで １価ワクチン◆

（２回） 27日以上の間隔をおいて２回経口接種。

生後６週～32週まで ５価ワクチン◆

（３回） 27日以上の間隔をおいて３回経口接種。

四種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）

DPT-IPV
（Diphtheria, Pertussis, Tetanus and Polio）

満３か月～７歳６か月未満
初回接種(３回) 満３か月〜１歳に至るまでに20日〜56日の間隔をおいて初回

接種（３回）をします。

追加接種(１回) ３回目の接種から１年〜１年６か月までの間隔をおいて追加
接種（１回）をします。

BCG 出生直後～１歳未満 １回 満５か月〜８か月に至るまでに１回接種します。

麻しん（はしか）・風しん
Measles・Rubella

１期：満１歳～２歳未満 １回 満１歳になったらなるべく早く接種します。

２期：満５歳～７歳未満で小学校就学前１年間
※ 平成28年４月２日〜平成29年４月１日生まれの方が、４

/１〜翌年３/31の間に１回接種します。
１回 年長になったらなるべく早く接種します。

水痘（みずぼうそう）
Varicella

満１歳～３歳未満 ２回
満１歳〜１歳３か月までの間に１回目を接種します。１回目の接
種から３か月以上（標準的には１回目接種後６か月から12か月ま
で）の間隔をおいて２回目を接種します。

日本脳炎
Japanese Encephalitis

１期：満６か月～７歳６か月未満
初回接種(２回) 満３歳で６日〜28日の間隔をおいて初回接種（２回）を接種し

ます。

追加接種(１回) ２回目から１年の間隔をおいて４歳のうちに追加接種（１回）
を接種します。

２期：満９歳～13歳未満 １回 満９歳で１回接種します。

※ 特例：平成７年４月２日〜平成19年４月１日生まれの方は、全４回のうち足りない回数を20歳未満の間は無料で接種できます（４回目は９
歳以上で接種）。医師と相談の上、早めに接種しましょう。

二種混合（ジフテリア・破傷風）
DT（Diphtheria・Tetanus）

満11歳～13歳未満 １回 満11歳〜12歳に至るまでに1回接種します。

子宮頸がん
HPV(Human PapillomaVirus/

protection against cervical cancer)

小学校６年生～高校１年生の女子
※ ２価ワクチンか４価ワクチンのどちらかを使用します。接

種にあたっては効果･副反応を理解した上で受けてくだ
さい。

２価ワクチン
(３回)

中学１年生になったら、１か月の間隔をおいて２回接種し、１
回目の接種から６か月後にもう１回接種します。

４価ワクチン
(３回)

中学１年生になったら、２か月の間隔をおいて２回接種し、１
回目の接種から６か月後にもう１回接種します。

子宮頸がん
（キャッチアップ接種）

令和４年４月１日から令和７年３月31日
までの３年間のみ（予定）

平成９年４月２日～平成18年４月１日生ま
れの女子
※２価ワクチンか４価ワクチンのどちらかを使用します。
　 接種に当たっては効果・副反応を理解した上で受けてく

ださい。

２価ワクチン
（サーバリックスⓇ）

１か月の間隔で２回接種し、１回目の接種から６か月後に１回
接種▲

４価ワクチン
（ガーダシルⓇ）

２か月の間隔で２回接種し、１回目の接種から６か月後に１回
接種▲

〇対象年齢であれば、１回の接種につき約５千円〜２万円の公費助成により、無料で接種できます。対象年齢を過ぎても接種はできますが、有料となります。
〇子どもの免疫力を最も効率よく高めるために、標準の接種スケジュールを守り、接種しましょう。
〇異なった種類のワクチンを接種する場合には間隔を守ることが必要です。また、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合にも、それぞれ定められた間隔があります。
〇予防接種の最新情報は市ホームページでご確認いただけます。

■ 担当：健康づくり課
☎︎0463-94-4609（直通）

予防接種と副反応について
（予防接種を受けに行く前に）

　現在日本で使用されている
ワクチンは、副反応の頻度は
少ないと考えられています。
しかし、子どもの体質はそれ
ぞれ違うため、程度に差はあ
りますが、副反応が生じる場
合もあります。予防接種の前
に、市から配布している小冊
子「予防接種と子どもの健康」
等を読み、効果や副反応につ
いてよく理解し、子どもの体
調の良いときに接種しましょ
う。
　万が一健康被害が発生し、
予防接種法に基づく定期の予
防接種によるものと認定され
た場合は、健康被害救済の対
象となります。

★★

子どもの予防接種 Vaccinations
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