
日曜・祝日等に体調を崩したり、ケガをしたときの医療

機関の案内

●在宅当番医

　日曜、祝日、年末年始に受診できる医療機関(原則と

して、内科及び外科)を市のホームページに掲載していま

す。 

【佐賀市トップページ→休日・夜間診療→休日当番医】 

※小児患者は、対応できない医療機関がありますので、

　事前に医療機関へお問い合わせください。 受診でき

　ない場合は、佐賀市休日夜間こども診療所をご利用

　ください。

●佐賀市のホームページ

　https://www.city.saga.lg.jp/

●携帯電話サイト

　(佐賀市医師会のホームページ)

　http://www.sagashi-med.or.jp/m/

夜間や日曜・祝日等にお子さんの具合が悪くなったとき

は

●こどもの救急ホームページ

　診療時間外に受診すべきかどうかの判断の目安がわ

かります。(対象年齢1ヶ月から6歳まで) 

〈ホームページ〉　 http://www.kodomo.qq.jp/

　　　　　　　　　　 (携帯電話からも利用可能)

●小児救急医療電話相談「#8000」

　まず、かかりつけ医に相談してください。

　かかりつけ医と連絡が取れないときは、小児救急医

療電話相談で受診の必要性等を相談してください。

☎「#8000」(携帯電話からも可能)

※プッシュ回線以外の固定電話をご利用の方は

　☎「0952-24-2200」へおかけください。

相談時間 ： 毎日19:00~翌朝8:00

対  象  者 ： おおむね15歳未満のこどもの保護者等

●佐賀市休日夜間こども診療所

所 在  地 ： 水ヶ江一丁目12-11

　　　　　(平成30年4月9日に移転開業します)

連 絡  先 ： ☎24-1400

　　　      (電話相談は受け付けていません) 

診療日時 ： 平   日 20:00～22:00

　　　　　土曜日 17:00～22:00

　　　　　日曜・祝日・12月31日~1月3日

                 9:00~13:00、14:00~22:00 

対 象  児 ： 15 歳以下の子ども

診療科目 ：  小児科(内科）

日曜・祝日等の急な歯痛等で困ったときは

●佐賀市休日歯科診療所

所 在  地 ： 水ヶ江一丁目12-11

　　　　　(平成30年4月15日に移転開業します)

連 絡  先 ： ☎24-1426

診療日時 ： 日曜・祝日・12月31日~1月3日

　　　　　 9:30～16:00 

　　　　　(受付は15:30まで)

※二次元コードを携帯電話のカメラで読み取るとアク

セスできます。

救急医療機関を探すときは

●99さがネット(佐賀県救急医療情報システム) 

　ケガや急病時に受診できる医療機関(救急病院・診療

所等)の情報提供を行うウェブサイトです。

〈ホームページ〉

　http://www.qq.pref.saga.jp/

〈携帯電話サイト〉

　http://www.qq.pref.saga.jp/kt/

※二次元コードを携帯電話のカメラで読み取るとアク

セスできます。

●救急医療情報案内専用電話

佐賀広域消防局の問い合わせ専用電話です。

◆健康診査

●生活習慣病予防等のため、各種健(検)診を実施して

います。

●申込先

①佐賀県健康づくり財団 

　☎37-3314

②市の登録医療機関に直接申し込み

◆健康教室等

　市民の方が、生活習慣病等に関する知識を深めて、自

らの意思で健康づくりに取り組んでいただけるよう、健

康教室等を実施しています。

　日程等については、お問い合わせ下さい。

● 健診結果説明会

● 市民糖尿病教室

● 成人歯科保健教室

● 食生活改善推進員(ヘルスメイト)養成講座

● 食の健康教室伝達会(各校区等で実施)

健  康健  康

救急医療

成人の健康 母子の健康

☎31-8899

健康づくり課 保健予防一係

☎40-7281  FAX 40-7380

健康づくり課 健康推進係

☎40-7283 FAX40-7380

◆妊娠届

　妊娠がわかったら、妊娠届の手続きをしましょう。 

　窓口 ： 本庁1階 健康づくり課(64~66番)

　母子健康手帳および妊婦健康診査受診票・産婦健康

診査受診票の交付(市で行っている母子保健事業の説

明や、相談を受けたりします)

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

◆助産師・保健師による家庭訪問

　母子健康手帳の【助産師・保健師の家庭訪問】のペー

ジに「希望する」に印をされた方等に生後2～3ヶ月頃訪

問します。

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

◆乳児一般健康診査受診票

　生後2ヶ月頃個別通知を郵送します。

　生後1歳1ヵ月になる前日までに、かかりつけの小児科

などで健診を受けてください。

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

◆1歳6ヶ月児及び3歳児健康診査

　ほほえみ館及び保健センター等で行います。対象月

の約1ヶ月前に個別通知を郵送します。

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

◆子育て応援隊(母子保健推進員)による家庭訪問

　生後3～4ヶ月頃、地域の子育ての先輩である「子育

て応援隊」が家庭訪問し、母子保健事業の案内や子育

ての相談を受けたりします。

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

対象年齢 検診方法検診名

佐賀市国保の
特定健診

40歳以上
～74歳以下

30歳以上
～39歳以下

後期高齢者
健康診査

75歳以上

30代の健診

40歳以上肺がん検診

65歳以上結核検診

40歳以上胃がん検診

40歳以上大腸がん検診

20歳以上の女性子宮がん検診

40歳以上の女性乳がん検診

40,45,50,55, 60,
65,70歳の女性

骨粗しょう症
検診

50歳以上の男性

前立腺がん
検診

20歳以上歯周病検診

※佐賀市国保の特
定健診又は後期高
齢者健康診査に追
加

健(検)診内容・場

所・料金・日 程 等

は、「佐賀市健康ガ

イドブック」又は市

のホームページ等

でご確認ください。

(特定健診は、加入

している健康保険

組合等で実施方法

が異なりますので、

詳しくは、各保険者

にお問い合わせく

ださい。)
●テレフォンサービス  ☎30-0114

休日当番医

［携帯版］
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◆乳幼児健康相談

　小学校に入学する前までの乳幼児を対象に、ほほえ

み館及び保健センター等で行います。身体計測、歯科相

談、栄養相談及び育児の相談をお受けします。

　日程については、市報をご覧になるか下記へお尋ねく

ださい。

◆予防接種

●こどもの定期予防接種

　・・・県内受託医療機関で実施しています。 

B C G (生後1歳に至るまで) 

二種混合(ジフテリア・破傷風)

　　　　(11歳以上13歳未満)

MR 混合(麻しん・風しん) 

　　　　1期(1歳～2歳に至るまで) 

　　　　2期(5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間)

日本脳炎

　　　　1期(3歳～7歳6ヶ月に至るまで)

　　　　2期(9歳以上13歳未満)

不活化ポリオ

　　　　(生後3ヶ月～7歳6ヶ月に至るまで)

四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)

　　　　(生後3ヶ月～7歳6ヶ月に至るまで)

小児用肺炎球菌感染症

　　　　(生後2ヶ月～5歳に至るまで)

※開始月齢で接種回数が違います。

ヒブ感染症(インフルエンザ b 菌) 

　　　　(生後2ヶ月～5歳に至るまで) 

※開始月齢で接種回数が違います。

ヒトパピローマウイルス感染症

　　　　(小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子)

水痘(みずぼうそう)

　　　　(生後12ヶ月～36ヶ月に至るまで) 

B型肝炎(生後1歳に至るまで)

●こどもの任意予防接種(上記以外)

　・・・かかりつけ医にご相談ください。

　かかりつけの医師と相談しながら、体調のよい時に受

けましょう。

●高齢者の定期予防接種

　・・・県内受託医療機関で実施しています。 

季節性インフルエンザ 

　　　(65歳以上)

　　　※65歳未満の方でも対象となる方がいます。対

　　　象者、接種時期等詳しくは健康づくり課または

　　　医療機関へお問い合わせください。

肺炎球菌感染症

　　　詳しくは、健康づくり課または医療機関へお問

　　　い合わせください。

◆不妊治療助成

　佐賀市に1年以上住民登録をしている夫婦を対象と

して、医療保険の適用がない不妊治療費の一部を助成

します。

◆親子の各種セミナー

　妊娠期、乳児前期、乳児後期、幼児期を対象に、セミ

ナーを月1回行います。

※予約制です。下記へお問い合わせください。 

※各種セミナーは1人につき1回受けられます。

健康づくり課  ☎40-7282

育児相談ダイヤル  ☎40-7296

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

対象者 テーマ（内容）セミナー名

妊婦セミナー 妊婦さん

おなかの赤ちゃんの

ためにできること、

妊婦歯科健診等

3～6ヶ月児

セミナー

生後

3～6ヶ月児

こどもの生活習慣 

と離乳食、セミナー 

参加者に絵本購入 

補助

1歳

～1歳5ヶ月児

セミナー

生後11ヶ月 

～1歳5ヶ月児

こどもの生活習慣と

むし歯予防(歯科健

診、希望者にフッ化

物塗布)

7～10ヶ月児

セミナー

生後

7～10ヶ月児

こどもの生活習慣 

と親子体操
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