
健康  福祉  医療

と　き 行事名 対象者 受付時間

1 月 7 日(月)

健 康 相 談 希望者 午前 9時～11時30分

よい歯ぴかぴか
キッズ
（1歳2か月児相談）

平成29年11月生まれ
①午後 1時30分
②午後 2時

1 月29日(火) 3 歳 児 健 診
平成27年 5 月～

6月生まれ
午後1時～1時40分

1 月30日(水) 乳 児 健 診
平成30年 8 月～

9月生まれ
午後1時～ 2時

2 月 4 日(月)

健 康 相 談 希望者 午前 9時～11時30分

よい歯ぴかぴか
キッズ
（1歳2か月児相談）

平成29年12月生まれ
①午後 1時30分
②午後 2時

2 月 7 日(木) 2歳児歯科健診
平成28年11月 1 日～

12月31日生まれ
午前 9時～ 9時50分

2 月26日(火) 1歳6か月児健診
平成29年 6 月～

7月生まれ
午後1時～ 2時

◎健診・相談 ◎個別予防接種（接種場所：町内指定医療機関・千葉県内相互乗り入れ協力医療機関）

会場　健康づくりセンター「プラム」
健康こども課健康づくり班　☎82－3400

《個別予防接種》
※対象者には個人通知します。
※ 接種回数・接種間隔など、ご不明
な点は健康こども課へお問い合わ

せください。

予防接種名 対象者及び接種回数 備　考

ヒブ
生後2か月～5歳未満【1～4回接種】 接種開始時の月齢により

接種回数が変わります。小児用肺炎球菌

B型肝炎 1歳未満【3回接種】
（標準的には生後2か月～9か月未満）

四種混合
1期初回⇒生後3か月～90か月未満【3回接種】
1期追加⇒ 初回終了後おおむね1年以上の間隔を

あけて接種【1回接種】

二種混合 11歳以上13歳未満【1回接種】 平成18年4月2日～19年4月
1日生まれの方に通知

BCG 1歳未満【1回接種】
（標準的には生後5か月～8か月未満）

麻しん風しん
混合 1期 1歳～2歳未満【1回接種】

麻しん風しん
混合 2期

平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ【1回接種】
（年長児に相当する年齢の児）

接種期間
3月31日(日)まで

水痘
（みずぼうそう） 1歳～3歳未満【2回接種】

日本脳炎

1期初回⇒生後6か月～90か月未満【2回接種】
　　　　※標準接種年齢：3歳児
1期追加⇒生後6か月～90か月未満【1回接種】
　　　　※標準接種年齢：4歳児
2　　期⇒9歳～13歳未満【1回接種】
　　　　※標準接種年齢：9歳児

生後6か月～3歳未満で
接種を希望する方は、健
康こども課へご相談くだ
さい。

【特例対象者】
平成10年4月2日～平成19年4月1日生まれの方で4回
接種（2期含む）が完了していない20歳未満の方

接種回数・接種間隔は、
健康こども課へご相談く
ださい。

子宮頸がん 中学1年生～高校1年生女子【3回接種】 ＊ 現在、接種勧奨を控え
ています。

三種混合・
ポリオワクチン

三種混合・ポリオワクチンの接種が完了してい
ない場合は、健康こども課へご相談ください。

高齢者肺炎球菌

平成30年度に65・70・75・80・85・90・95・100
歳になる方と60歳から65歳未満で心臓、腎臓、
呼吸器の機能に障害（身体障害者手帳1級程度）
のある方、またはヒト免疫不全ウイルスにより
免疫機能に障害がある方【1回接種】

接種期間　
3月31日(日)まで
1人2,000円助成

山武郡市広域行政組合消防本部指令課　☎0475－55－0119　　  匝瑳市横芝光町消防組合　☎72－0119

休日当番医 ※休日当番医は、都合により変更になる場合があります。
※昼休み時間は、各種機関にお問い合わせください。

診療時間

とき

午前9時～午後5時 午前9時～正午 午前8時30分～午後5時

※内科系・外科系の区分けがなくなりました 歯　科 内科系 外科系

1 月 1 日
（火・祝）

佐藤医院（東金）
☎0475－58－2056 日向台クリニック（山武）

☎0475－88－1491

篠崎歯科医院（大網白里）
☎0475－77－2814 東陽病院（横芝光）

☎84－1335（診療時間：午前8時30分～午後5時15分）ふるがき糖尿病内科医院（東金）
☎0475－52－7022

オリーブ歯科クリニック（東金）
☎0475－54－6233

1 月 2 日
（水）

岡崎医院（東金）
☎0475－52－3313 小髙医院（横芝光）

☎82－6368
小西歯科医院（山武）
☎86－4646

九十九里ホーム病院（匝瑳）
☎72－1131うじはらクリニック（大網白里）

☎0475－73－3320

1 月 3 日
（木）

錦織メディカルクリニック（大網白里）
☎0475－72－0214 宇井医院（山武）

☎0475－86－2522
ミアケ歯科クリニック（横芝光）
☎82－6601

椎名医院（匝瑳）
☎72－0032

守医院（匝瑳）
☎73－5511不動堂クリニック（九十九里）

☎0475－76－7737
1 月 6 日
（日）

古川クリニック（九十九里）
☎0475－76－1588

山崎医院（横芝光）
☎82－0561

東陽病院（横芝光）
☎84－1335（診療時間：午前8時30分～午後5時15分）

1月13日
（日）

とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金）
☎0475－54－2421

あきば伝統医学クリニック（山武）
☎0475－86－3711

かわて医院（匝瑳）
☎72－3000

匝瑳市民病院（匝瑳）
☎72－1525

1 月14日
（月・祝）

鈴木クリニック（大網白里）
☎0475－71－2033

明海クリニック（山武）
☎0475－80－5355

東陽病院（横芝光）
☎84－1335（診療時間：午前8時30分～午後5時15分）

1月20日
（日）

ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里）
☎0475－70－0801

大平医院（山武）
☎86－6012

福島医院（匝瑳）
☎72－0175

東葉クリニック（匝瑳）
☎73－3311

1 月27日
（日）

天野内科クリニック（東金）
☎0475－55－3986

花城医院（山武）
☎86－2233

九十九里ホーム病院（匝瑳）
☎72－1131

2 月 3 日
（日）

高橋医院（九十九里）
☎0475－76－3101

鈴木医院（横芝光）
☎82－0126

檜垣内科循環器科医院（匝瑳）
☎73－2552

熱田整形外科（匝瑳）
☎72－1110

2 月10日
（日）

とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金）
☎0475－54－2421

成東医院（山武）
☎0475－82－2235

東陽病院（横芝光）
☎84－1335（診療時間：午前8時30分～午後5時15分）

2月11日
（月・祝）

まさきクリニック（九十九里）
☎0475－78－6868

京葉内科クリニック（山武）
☎0475－82－2400

福島医院（匝瑳）
☎72－0175

匝瑳市民病院（匝瑳）
☎72－1525
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