
健康・病院
5 月のご案内  ※4 月分は 3 月号に掲載しています5 月のご案内  ※4 月分は 3 月号に掲載しています 鳥取市保健所（駅南庁舎）

・保健医療課  予防接種
　 0857-30-8640
　 0857-20-3962
・健康・子育て推進課
　 0857-20-3965
　　乳幼児健康診査など
　　 0857-30-8585
　　子育て相談ダイヤル
　　 0857-20-3203
　　健診・がん検診など
　　 0857-20-0320

こども家庭相談センター
（駅南庁舎）

　　子育て相談ダイヤル
　　 0857-36-0505
　　 0857-20-0144

各総合支所市民福祉課
国府町 0857-30-8654
	 0857-27-3064

福部町 0857-30-8664
	 0857-74-3714

河原町 0858-71-1724
	 0858-85-0672

用瀬町 0858-71-1894
	 0858-87-2270

佐治町 0858-71-1914
	 0858-89-1552

気高町 0857-30-8674
	 0857-82-1067

鹿野町 0857-30-8684
	 0857-84-2598

青谷町 0857-30-8694
	 0857-85-1049

鳥取東保健センター
（国府町総合支所）

　　予防接種・健診など
　　 	0857-30-8659
　　 	0857-25-5023

鳥取市中央包括支援センター
　 	0857-20-3457
　 	0857-20-3906

■乳幼児健康診査 対象児
区　分 鳥取・国府・福部地域 河原・用瀬・佐治地域 気高・鹿野・青谷地域

6カ月児 令和	 3	年	10	月生 令和	 3	年	 9	～	10	月生

1歳6カ月児 令和	 2	年	10	月生 令和	 2	年	 9	～	10	月生

3歳児 平成	31	年	 4	月生 平成	31	年	 3	～	4	月生

■2歳児歯科健診およびフッ化物塗布
鳥取・国府・福部地域 河原・用瀬・佐治地域 気高・鹿野・青谷地域

令和 2年 4月生 令和 2年 3～ 4月生

■離乳食講習会（要申込み）
申込み　駅南庁舎健康・子育て推進課
　　　　  0857-30-8582   0857-20-3965
申込み開始　4 月 4 日（月）8:30 〜
▶ 5 〜 6 カ月児 ▶９〜 12 カ月児

日にち（5月） 会　場 定員 日にち（5月） 会　場 定員

6 日（金） 市役所駅南庁舎 20組 27日（金） 市役所駅南庁舎 20組

12日（木） 鳥取東保健センター 15組

17日（火） 用瀬保健センター 10組

と　き　13:30 ～ 15:00（受付 13:15 ～）

WEB予約

■夜間・休日急患診療所【内科、小児科】
	 問	東部医師会	急患診療所（富安一丁目東部医師会館前）
	 	0857-22-2782（診療時間内のみ）
 【診察】夜間（毎日）19:00 ～ 22:00　日曜・祝休日 9:00 ～ 17:00
■休日急患歯科診療所
	 問	東部歯科医師会（富安二丁目	歯科技工専門学校内）		 	0857-23-3197
 【診察】日曜・祝休日 10:00 ～ 16:00
■夜間・休日開局薬局
	 問	鳥取県薬剤師会休日夜間薬局		 	0857-50-1583
 【開局】夜間（毎日）19:00 ～ 22:00　日曜日・祝日 9:00 ～ 17:00
※開局内容の詳細は、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局までお問い合わせください。

夜間・休日診療所／夜間・休日薬局
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●体調不良時の検診はお控えください。当日、検温・体調・行動歴などの
問診結果によっては受診・受講ができない場合があります。

●不織布マスク着用にご協力をお願いします。
●密集・密接を避けるため、待ち時間が長くなる場合があります。
●検診や講座など、中止・延期・内容が変更になる場合があります。最新

の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先にご確認ください。

● 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い ●



高齢者肺炎球菌感染症予防接種
問	駅南庁舎保健医療課		 	0857-30-8640		 	0857-20-3962

■対象者（令和4年度）
①	令和 4 年度中に 65・70・75・80・85・90・
95・100 歳になる人
②	60 歳以上 65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼
吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいを有する人（各障がい
について身体障害者手帳 1級を有する人、ま
たは 1級と同程度と証明できる人）

※過去に肺炎球菌ワクチン（23 価肺炎球菌莢
膜ポリサッカライドワクチン）を接種した人
は対象外

※予防接種を受ける際には、本市が４月に郵送す
る「高齢者肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ」
をご持参ください。

■自己負担金
・市民税課税者・市民税課税者と同一世帯員の人
	 2300 円
・世帯員全員が市民税非課税である人	 800 円
・生活保護世帯の人・中国残留邦人の人	 無　料
※世帯員全員が市民税非課税の人で、接種券に
記載の自己負担金が 2300 円になっている人
は、申請により自己負担金を減額することが
できます。詳細は保健所保健医療課にお問い
合わせください。申請されない場合は減額で
きません。

■接種期間　4月1日（金）～令和5年3月31日（金）
■接種医療機関
鳥取県東部地区医療機関　※要予約

健（検）診・予約の受付は6月1日から
問	駅南庁舎健診推進室
	0857-20-0320		 	0857-20-3965

　令和 4年度健診情報など、詳しくはとっとり市
報 5月号に掲載します。
■受診開始日・受診券送付時期
・国保特定健診、無料クーポン券がん検診

6 月 1 日（水）〜（受診券 5月末送付）
・がん検診、高齢者健診、健康診査、人間ドック

7 月 1 日（金）〜（受診券 6月末送付）

有毒植物の誤食に注意
問	駅南庁舎生活安全課
	0857-30-8552		 	0857-20-3962

　春は有毒植物を誤って食べたことによる食中毒
が毎年全国で発生しており、注意が必要です。

【予防のポイント】
　食用の野草と確実に判断できない植物は、絶対
に「採らない！食べない！売らない！人にあげな
い！」ことです。具体的な予防方法は、次の３点
です。
①家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に
栽培するのはやめましょう。

②山菜に混じって有毒植物が生えていることがあ
ります。一本一本よく確
認して採り、調理前にも
う一度確認しましょう。

③食用の植物だと思って
も、植えた覚えのない植
物を食べるのはやめま
しょう。

【成人男性対象】
風しん無料クーポン券の期間延長

問	駅南庁舎保健医療課
	0857-30-8640		 	0857-20-3962

　風しん無料クーポン券を使って抗体検査を受
け、風しん抗体価が低い人は予防接種を受けられ
る「風しん抗体検査・第 5期定期予防接種」の期
間が、3年間延長されることになりました。
　抗体検査・予防接種は、この事業に参加する全
国の健診会場、医療機関で受けることができます。
抗体検査は特定健診や職場の健診時にも受けられ
ますので、ご自分や周りの人を風しんから守るた
め、まずは検査を受けてください。
■対象者
本市に住民票があり、昭和 37年４月 2日から
昭和 54年４月１日までの間に生まれた男性で、
風しんクーポン券をまだ使用されていない人
■実施期間　令和 7年 3月 31日まで
■クーポン券
　未使用の対象者※には、新しいクーポン券を 4
月上旬に住民票のある住所に送付します。それ
までに使用したい場合は、お手元にある「令和
4年 3月末まで」の期限のクーポン券を 4月以
降に使用することもできます。お手元にクーポ
ン券がなく、急ぐ場合はお問い合わせください。
※抗体検査を受け、予防接種対象となったが未
接種の人も含む

■抗体検査・予防接種の受け方
　実施機関によっては、曜日や時間帯、対象者
に制限のある場合があるため、事前に「クーポ
ン券がある」ことを伝えたうえで、確認もしく
は予約をしてください。
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