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休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内

診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
93-5019

内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9:00〜11:30
14:00〜16:30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30〜22：45

休日歯科診療所
95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
13：00〜16：30

※�眼科･耳鼻咽喉科（9：00〜16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（ 95-2119）へお問い合わせください

※�休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ず
かかりつけ医を受診してください

かながわ小児救急ダイヤル
045-722-8000　18：00〜翌日8：00（年中無休）

▪担子育て支援課 94-4637

乳幼児健康診査･相談  8/2～19実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯
ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚ア
ンケートをお持ちください▪場伊勢原シティプラ
ザ（お誕生日前健康診査を除く）▪費無料

ごっくん離乳食教室
4〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ▪時8
月29日（月）午後1時15分〜3時（受付は午後1時〜）
▪場市役所分室▪定15人（申込順）

項　目 対　　象 日程･受付時間
4カ月児
� 健康診査

令和 4年 3月16日〜31日生  8/ 2（火） 12：30〜
　13：30令和 4年 4月 1日〜15日生  8/16（火）

7カ月児
� 健康相談

令和 3年12月 1日〜15日生  8/ 5（金）  9：15〜
　10：15令和 3年12月16日〜31日生  8/19（金）

お誕生日前
� 健康診査

満10カ月〜誕生日前日に、指定した医療機
関で受診。受診票は医療機関にあります。

1歳6カ月児
� 健康診査

令和 3年�1月16日〜31日生  8/ 5（金）

12：30〜
　13：30

令和 3年�2月 1日〜15日生  8/19（金）
2歳児歯科
� 健康診査

令和 2年 8月 1日〜15日生  8/ 4（木）
令和 2年 8月16日〜31日生  8/18（木）

3歳児
� 健康診査

令和元年 7月 1日〜15日生  8/ 3（水）
令和元年 7月16日〜31日生  8/17（水）

▪担健康づくり課 94-4616

集団がん検診（担当へ要申込） 9/2～30実施分

骨量測定相談会
骨量測定、健康･食事･歯科相談▪時9月30日（金）
午前9時30分〜11時30分▪場市体育館◇当日受付
未病改善を推進する取り組みを実施中
未病とは、心身が健康と病気の間で連続的に変
化している状態のことです。未病改善により、
心身を健康な状態に近づけていくことが日常生
活を送る上で重要です。
県と県立病院による「未病コンディショニング

胃がん検診▪対40歳以上の人▪費1200円◇受付時間=午
前8時30分~10時30分�大腸がん検診▪対40歳以上の人
▪費500円◇受付時間=午前8時30分~11時、午後1時~�
2時30分�肺･結核検診▪対40歳以上の人▪費200円◇受付
時間=午前8時30分~11時、午後1時〜2時30分�乳が
ん検診（マンモグラフィ）▪対40歳以上の女性▪費1500円
◇受付時間=午前8時30分~11時、午後1時~2時30分�
子宮がん検診▪対20歳以上の女性▪費900円◇受付時間
=午前8時30分~11時、午後1時~2時30分

受診料免除　①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員
が住民税非課税の人は、歯周病検診とがん検診の受
診料が免除になります。②③の人は受診日の1週間
前までに担当へ申請してください。

実施日 実施会場 検査項目
9/ 2（金） 伊勢原シティプラザ 大腸 乳 子宮

 8（木）市民文化会館◇女性
のみ、午前託児あり

胃 大腸 肺･結核 乳
子宮

14（水）湘南農協比々多支店 胃 大腸

17（土）市役所分室 大腸 乳 子宮

26（月）伊勢原シティプラザ 大腸 乳 子宮

30（金）市体育館 胃 大腸 肺･結核 乳
子宮 骨量

※□は午前のみ、■は午前･午後実施（定員に達している場合あり）。
受付時間は目安であり、実施会場や予約状況などで変動します

検診を行う順番について
胃がん検診と肺･結核検診は、男性の検診後に女
性の検診を行います。

センター」では、医療専門職の指導のもと、運
動や食事などの生活改善プログラムを実践し、
症状の改善を図ります。

今一度、感染症対策の徹底を
　7月に入り、全国各地で新規感染者数が著しく増加し、第7波といわ
れる感染拡大が起きています。現在流行しているオミクロン株「BA.5」
は、従来のものより感染者数が増加しやすいことが示唆されており、
市内でも1日で100人を超える新規感染者が確認されました。
　今一度、基本的な感染症対策を徹底し、感染しない･させないよ
う、次の行動を心掛けましょう。
◆密集、密接、密閉の一つの密でも避ける◆定期的に換気する◆手洗
いを念入りに行う◆人との距離が確保できず、会話をする場合はマス
クを着用する◆ワクチン接種を検討する※感染の不安を感じる無症状
の人は接種済みの人を含めて、検査を受けることを推奨します

ワクチンの3回目接種を受けましょう
　全国的に10代〜30代の3回目接種率が低い状況です。接種により、
幅広い変異株に対応できる基礎免疫を得ることができます。3回目
接種を行っていない人は、ワクチンのメリットとデメリット(副反
応など)を確認の上、接種をご検討ください◇2回目接種日から5カ
月以上が経過した人が接種可能です

PCR検査や抗原定性検査が無料で受けられます
　県では感染拡大傾向時の一般検査事業として、新
型コロナウイルスの無料検査を実施しています。受
検場所など、詳しくは県ホームページ、または右の
QRコードからご確認ください。
期間　8月31日(水)まで

▪担健康づくり課 92-1117

市内の患者発生状況
患者数（累計）�7134人※7月25日現在

新型コロナウイルス関連情報

　定期接種の対象年齢を過ぎて自費で接種をした人にその費用を助成します。
対　　象　平成9年4月2日〜17年4月1日に生まれ、次の要件全てを満たす女性
◆令和4年4月1日時点で伊勢原市に住民登録がある◆16歳になった年度の末
日までに定期接種を3回受けていない◆17歳になる日の属する年度の初日か
ら令和3年3月31日までに国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン(サー
バリックス)、または組換え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)の任意接種を
受け、費用(交通費や宿泊費、文書料などを除く)を負担している◆償還払い
を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない
助成金額　予防接種に要した費用、または接種を受けた年度のHPVワクチ
ン基準単価のいずれか少ない金額
申請方法　申請書兼請求書を市ホームページ｢健康･福祉｣→｢予
防接種｣、から入手し、必要事項を記入の上、次の書類を添え
て直接市役所分室の担当へ◇右のQRコードからも入手可
◆領収書(接種の費用および回数を確認できる書類)の原本◆接
種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済
みの記録がある予診票など(写し)のいずれか◆通帳の写し◆申請書および被
接種者の住所、氏名、生年月日が確認できる身分証明書の写し
申請期限　令和7年3月31日（月）
▪担健康づくり課 94-4609

　5競技を次の日程で開催します。
対象　市内小学校に在学中の人と市スポーツ少年団登録者

子宮けいがん（HPV感染症）ワクチン
を接種した人に費用を助成します

すこやか少年少女スポーツ
フェスティバルを開催

感染者が急増しています

息切れ症状のある人に
息切れを年齢のせいだと思い放置すると、ま
すます歩けなくなります。平地を急いで歩く
と息切れする、以前より歩くペースが落ちた
と感じる人は循環呼吸器病センター地域連携
室（ 045-701-9581）にご相談ください。
▪担県健康増進課 045-210-4746

市ホームページ

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

0570-056774
上記番号につながらない場合
（一部IP電話など）

045-285-0536

１
を
押
す

◆診療可能な医療機関のご案内
◆発熱や咳などの症状のある人
◆感染の不安のある人
※健康や医療、COCOA、濃厚
接触者に関する相談も受け付け
ています

音
声
案
内

県専用ダイヤル（音声案内に従って操作してください）
新型コロナウイルスに関する相談窓口 24時間受付 種　目 日　程 会　場 申込先 締切

陸上競技 �8/27（土） 専修大学伊勢原
総合グラウンド

スポーツ課
94-4628

8/�8
（月）

野球（J号大会）
�9/�3（土）･� 4（日）･
�　10（土）･11（日）･
�　19（月）

いせはらサン�
シャイン･スタ
ジアムほか

村上
090-3249-1129

8/21
（日）

野球（ジュニア大会）�9/18（日）
フットサル（U-12） �9/19（月） 市体育館

川嶋
090-2224-9474

8/�5
（金）サッカー（U-11） �9/23（金）･25（日） 総合運動公園自

由広場サッカー（U-9） 10/�2（日）･� 9（日）

剣道 10/16（日） 伊勢原中学校 北条
090-2455-3095

9/17
（土）

▪担スポーツ課 94-4628

県ホームページ


