
対象者 申込方法 令和4年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年1月 2月 3月 健（検）診実施場所・その他 事業名 実施予定

２０～３９歳
(昭和５８年４月２日～平成１５年４月１日生まれ）

はがき・窓口・電子申請
東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関 生活習慣病予防教室

①  ６/１８(土)P，  ６/２３(木）P， ６/２７(月)P，　７/６（水）P
② １１/２ ８(月)P，　１２/７(水)P，　１２/１２(月)P，　１２/１５
（木）P

４０歳以上で無保険等の方
（昭和５８年４月１日以前に生まれた方）

申込不要
対象者には5月下旬に個別通知

東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関 いきいきヘルシー教室

①　６/１(水)Ｐ，   ６/９(木)Ａ
②　２/９(木)Ｐ，   ２/１６(木)Ａ

４０・４５・５０・５５・６０・６５歳で成人健康診査を受診する方 申込不要
希望する場合は医療機関に
申し出てください。

市内指定医療機関
女性のいきいき
健康教室

９/２２(木)P， ３/８(水)P

５０歳以上で成人健康診査を受診する男性の方
（昭和４８年４月１日以前に生まれた方）

はがき・窓口・電子申請 東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関 男性の料理教室 ６/１（水)A， ３/４(土)P

東大和市国民健康保険被保険者のうち４０～７５歳
未満の方（４月１日時点で加入している方）
【問合せ窓口】保険年金課042-563-2111　　内線1030

申込不要
対象者には受診券を送付
（誕生月により送付月が異なります）

東大和市・小平市(※)
・武蔵村山市の指定医療機関
※小平市は７月から１０月末まで

食育推進事業 ６/１４(火)Ａ，１２/６(火)Ａ

４０・４５・５０・５５・６０・６５歳で特定健康診査を受診する方
申込不要
希望する場合は医療機関に
申し出てください

市内指定医療機関 栄養教室 ８/４(木)P，１/２６(木)P

５０歳以上で特定健康診査を受診する男性の方
（昭和４８年４月１日以前に生まれた方）

はがき・窓口・電子申請
東大和市・小平市(※)
・武蔵村山市の指定医療機関
※小平市は７月から１０月末まで

成人健康相談 ４/1(金)A，　６/３(金)A，　　８/５(金)A，
１０/７(金)A，１２/２(金)A，　２/３(金)A

後期高齢者医療制度の被保険者
※施設等に入所中の方は対象外となる場合があります。
【問合せ窓口】保険年金課042-563-2111   内線1028

申込不要
対象者には受診券を送付
（誕生月により送付月が異なります）

東大和市・小平市(※)
・武蔵村山市の指定医療機関
※小平市は７月から翌年１月末まで

女性の健康相談 ５/１９(木)A，  ９/１５(木)A，  ３/１６(木)A
※詳しくは市報をご覧ください。

　 同時
   実施

後期高齢者医療健康診査を受診する男性の方 はがき・窓口・電子申請
東大和市・小平市(※)
・武蔵村山市の指定医療機関
※小平市は７月から翌年１月末まで

こころの健康相談
４/６(水)A，６/１(水)A，７/６(水)A，８/３(水)A，９/７(水)A
１０/５(水)A，１１/２(水)A，１２/７(水)A，２/１(水)A，３/１(水)A
※詳しくは市報をご覧ください。

献血 東大和市役所　５/１９(木)，９/２７(火)，１/２６(木)

糖尿病等重症化予防
プログラム

８～９月から開始　※対象者には通知を送付します。
　【問合せ窓口】保険年金課042-563-2111（内線1030）

４０歳以上で未受診の方
（節目年齢の方は節目枠で申込みしてください）

はがき・窓口
東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関

７６・８０・８５歳の後期高齢者医療制度の被保険者の方
　昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生まれ
　昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日生まれ

　昭和１２年４月２日～昭和１３年４月１日生まれ

※施設等に入所中の方は対象外となる場合があります。
【問合せ窓口】保険年金課042-563-2111　内線1028

４０歳～７４歳で未受診の方
（昭和２３年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ）

はがき・窓口・電子申請
東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関

３５歳以上
（昭和６３年４月１日以前に生まれた方）

はがき・窓口・電子申請 市立保健センター

４０歳以上
（昭和５８年４月１日以前に生まれた方）

はがき・窓口・電子申請 市内指定医療機関

５０歳以上の男性
（昭和４８年４月１日以前に生まれた方）

はがき・窓口・電子申請
東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関

１８歳以上　（６５歳以上の方も受けられます。）
（平成１７年４月１日以前に生まれた方）

市立保健センター
※撮影時に保育を実施

６５歳以上
（昭和３３年４月１日以前に生まれた方）

市立保健センター

　　 ※詳細は、毎月の市報をご覧ください。

 　　※記載の日程等は変更する場合があります。必ず市報等でご確認ください。　　　★令和４年３月時点での予定です。事情により変更となる場合もございますのでご了承ください。

大腸がん検診　【単独】
　問診・便潜血検査（2日分の採便）
　※肺がん検診と同時実施希望の方は、肺がん検診(検診車希望)
　　でお申し込みください。

前立腺がん検診　【単独】
　問診・PSA（血液）検査

結核住民検診
　胸部エックス線撮影

電話・窓口

後期高齢者医療健康診査
　　問診・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査等

前立腺がん検診

事業名
健（検）診内容・項目

市内指定医療機関

乳がん検診（隔年検診）
　問診・乳房エックス線撮影（マンモグラフィ）

４０歳以上の女性
（昭和５８年４月１日以前に生まれた方）
※昨年度（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）に
受診した方は申し込みできません。

はがき・窓口・電子申請
市立保健センター
東大和病院附属ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ

子宮頸がん検診（隔年検診）
　問診・子宮頸部の細胞検査

２０歳以上の女性
（平成１５年４月１日以前に生まれた方）
※昨年度（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）
に受診した方は申し込みできません。

はがき・窓口・電子申請

市立保健センター
東大和病院附属ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ（後
期のみ）

肺がん検診
　　質問・胸部エックス線撮影・喀痰細胞診
　※喀痰細胞診は質問で必要と判断された方のみ ４０歳以上

（昭和５８年４月１日以前に生まれた方）
はがき・窓口・電子申請

成人歯科健康診査
　　問診・口腔内診査

後期高齢者医療　歯科健康診査
　　問診・口腔内診査

市内指定歯科医療機関

３０・４０・５０・６０・７０歳
　昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日生まれ
　昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日生まれ
　昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ
  昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ
　平成　４年４月２日～平成　５年４月１日生まれ

７６・８０・８５歳の無保険等の方
　昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生まれ
　昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日生まれ
　昭和１２年４月２日～昭和１３年４月１日生まれ

胃がんリスク検査
　　問診・血液検査（ピロリ菌抗体等）

胃がん検診
　　問診・バリウムによるエックス線検査

電話・窓口

東大和市・小平市・武蔵村山市の
指定医療機関

肝炎ウイルス検診（一般）
　　問診、血液検査（Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検査）

骨粗しょう症検診
   問診・骨量測定検査

４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性
　昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日生まれ
　昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日生まれ
　昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日生まれ
　昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日生まれ
　昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ
　昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日生まれ
　昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ

はがき・窓口 市内指定医療機関

肝炎ウイルス検診（節目）
  問診、血液検査（Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検査）

節目年齢：４０・４５・５０・５５・６０歳で未受診の方
　昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日生まれ
　昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日生まれ
　昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ
　昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日生まれ
　昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ

はがき・窓口

同
時
実
施

大腸がん検診

前立腺がん検診

成人健康診査（若年層）
　　問診・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査等

成人健康診査（無保険者等）
　　問診・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査等

同
時
実
施

大腸がん検診

前立腺がん検診

特定健康診査
　　問診・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査等

前期申込

4/15～5/8

受診期間 6/1～7/31

受診期間 6月中旬～12/20

受診期間 6月中旬～2/28

受診期間

6/1～6/30

受診期間 7/1～9/30

後期申込

8/15～9/8
受診期間

10/1～10/31

受診期間 1/4～2/28

後期申込

9/15～10/8 受診期間 11/1～12/28

※検診車で受診される方のうち、希望者は大腸がん検診も同時に受

けられます。（後期のｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸで受診される場合は大腸がん検診

は同時に受診できません）

市立保健セン

ター（検診車）

6/30.7/1.2.6

後期申込

8/15～9/8

市立保健センター（検診車）

１０～１１月頃を予定していま

す。詳しくは８/１５以降に市

報・ホームページ等でご確認

ください。

前期受診期間

6/1～7/31
後期申込

11/15～12/8
後期受診期間

1/4～2/28

前期申込

5/15～6/8

前
期
受
診
期
間

東大和病院附属セントラルクリニック

8/1～10/29 （月・木・金・土午後のみ）

市立保健センター（検診車)
8/22.23.24.25.27.29
9/7.8.9.10.12.13

後期申込

10/15～11/8

東大和病院附属セントラルクリニック

1/5～2/24 （月・木・金・土 午後のみ）

前期申込

6/15～7/8
前期受診期間

8/1～9/30
後期申込

10/15～11/8
後期受診期間

12/1～2/28

申込

7/15～8/8
受診期間

9/1～9/30

申込

4/15～5/8

後期高齢者医療健康診査の有効期限と同期間

※受診期間は誕生月により異なります。

健康教室･健康相談など成人向け健診･検診

前期申込

4/15～5/8

前期申込

5/15～6/8

前期申込

4/15～5/8

前期申込

4/15～5/8

申込

5/15～6/8

申込

4/15～5/8

申込

4/15～5/8

申込

5/10～6/8

後期申込

10/15～11/8

申込

11/15～12/8

申込

9/15～10/8

受診期間 6/1～7/31

受診期間 6/1～7/31

特定健康診査の有効期限と同期間

特定健康診査の有効期限と同期間

受診期間 11/1～1/31

市立保健センター（検診車）

１２～１月頃を予定しております。

詳しくは１０/１５以降に市報・ホー

ムページ等でご確認ください。

受診期間 7/1～1/31

受診期間 6/1～7/31

東大和市立保健センター（検診車）

7/19.20.21. 8/2.3.8.9.10.12.31

「こころの体温計」とは、携帯

電話やパソコンから、いつでも

自分のこころの状態を確認する

ことができる、セルフチェック

システムです。

ぜひお試しください。

（ご利用方法）

市公式ホームページhttps://www.city.higashiyamato.lg.jp/

または、上記ＱＲコードよりご利用いただけます。

※他にも市公式ホームページ「こころの悩み、話してみませんか？」に相談先

「こころの体温計」

市立保健センター（検診車）

１～２月頃を予定していま

す。詳しくは１０/１５以降に

市報・ホームページ等でご

確認ください。

検診日7/13
申込6/1～6/30

検診日6/8
申込5/2～5/31

専用はがき 有 ※前期のみ

専用はがき 有

専用はがき 有

専用はがき 有

”申込方法”欄に マークがある検診は、とじこみの専用

はがきを使うと便利です！

専用はがき用紙を追加で希望される方には、市立保健センターの窓口

でお渡しします。

また、東大和市ホームページに申し込み用書式を掲載しています。

専用はがき 有

午前：Ａ

午後：Ｐ

前
期
受
診
期
間

後
期
受
診
期
間

※肝炎ウイルス検診同時実施あり

市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない方は

健診受診時に申し出てください。

＜発行・お問合せ＞ 令和４年４月発行

東大和市健幸いきいき部健康推進課（東大和市立保健センター）
〒２０７－００１５ 東大和市中央３－９１８－１
℡０４２－５６５－５２１１ Fax０４２－５６１－０７１１ ※受付時間：月曜～金曜 午前８時３０分～午後５時（土曜日・日曜日・祝日を除く）

専用はがき 有

専用はがき 有

専用はがき 有

専用はがき 有

～健康ウォーキングマップ～

観る・遊ぶ・食べる・元気をコンセプトにした、健

康ウォーキングマップを作成しました。マップを

持って市内をウォーキングでめぐり、継続的な

運動の定着にご活用ください。保健センターや

ホームページでご案内しています。

専用はがき 有

「うまべぇ」は東大和市の

観光キャラクターです。

東大和病院附属

ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ
12/1,2,3,5,6,7,8,9,
10

前
期
受
診
期
間

検診日10/27
申込9/15～10/14

～東大和市健幸都市宣言～

東大和市は、多摩湖のほとり、自然と文化に恵まれたまちです。

平和な世の中で、だれもが自分らしく、豊かな人生をいきいきと

おくることがわたしたちの願いです。

一人ひとりが協力して、限りある命を大切にし、わたしたちは健康で

幸せに暮らせるまちを目指して、ここに東大和市を「健幸都市」とする

ことを宣言します。

①楽しく運動を続け、身体のしなやかさ、たくましさ、機能を保ちます。

①おいしく食べて、良好な身体を保つ食生活を実践します。

①社会活動に参加し、世代をこえて人とふれあい、楽しく交流します。

①健康状態を確認するため、すすんで健診を受けます。

①ともに協力して、笑顔を大切にし、喜びを受け止めながら生活します。

令和２年９月２６日

後
期
受
診
期
間

後
期
受
診
期
間

健康で

幸せ

※今年度３０歳の方には健診票を送付しますので、申込みは不要

です。

専用はがき 有 ※前期のみ

検診受診を控えることで病気の発見が

遅れることがあります。

検診を積極的に受けるようにしましょう。

健（検）診を受ける際は、感染症予防

対策が大事です。症状がない場合で

も、マスクの着用と受診前後のこまめ

な手洗いをお願いします。

※受診期間は誕生月により異なります。

※受診期間は誕生月により異なります。

※受診期間は誕生月により異なります。

※受診期間は誕生月により異なります。

骨髄移植

・申請方法等詳しくはホームページをご覧いただくか、市立保健センターまで

お問合せください。

骨髄移植ドナー支援

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄

または末梢血幹細胞を提供した方等に対して助成する事業です。

骨髄移植者支援

骨髄移植者に対する定期予防接種の再接種費用を

助成する事業です。

※肝炎ウイルス検診同時実施あり

市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない方は

健診受診時に申し出てください。

※肝炎ウイルス検診同時実施あり

市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない方は

健診受診時に申し出てください。

受けよう！

（外部サイトへリンク）が掲載されています。

一日一回セルフチェックしましょう

(専門職による相談）

(専門医による相談）

(専門医による相談）


