
歯周疾患検診・骨粗鬆症検診 市町村webサイト一覧 令和４年１月１８日現在

区分 歯周疾患検診 骨粗鬆症検診

大阪市 所属名

名称 歯周病検診を受けましょう 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371511.html https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026192.html

堺市 所属名

名称

ＵＲＬ

あ 池田市 所属名

名称 歯と口の健康 各種検診（がん検診・骨粗鬆症検診・成人歯科検診）

ＵＲＬ https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kodomo/kenkozoshin/shika/index.html https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/kodomo/kenkozoshin/seijin/1415935034203.html

和泉市 所属名

名称 歯周疾患検診 骨密度検診

ＵＲＬ https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/lifeevent/kenko_iryo/shinsa/1324887640602.html https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/lifeevent/kenko_iryo/kensinitiran/syuudankensin/12765.html

泉大津市 所属名

名称 成人歯科健診（個別健診） 骨粗しょう症検診（集団検診）

ＵＲＬ https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301659159740.html https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/seijinn/kensin/1301659249063.html

泉佐野市 所属名

名称

ＵＲＬ

茨木市 所属名

名称 歯科健康診査 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/kenko/shinsa/44729.html https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/kenko/shinsa/1314067173553.html

大阪狭山市 所属名

名称 成人歯科健康診査 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ http://www.city.osakasayama.osaka.jp/iryo_fukushi/kenko/kakushukenshinkenshin/1411015575125.html http://www.city.osakasayama.osaka.jp/iryo_fukushi/kenko/kakushukenshinkenshin/1411016888937.html

か 貝塚市 所属名

名称 歯科健康診査 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkokodomo/kenkosuishin/menu/otonakenko/shika.html https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkokodomo/kenkosuishin/menu/otonakenko/kotsusosho.html

柏原市 所属名

名称 歯周疾患検診 大人の検診

ＵＲＬ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014081800228/ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014081800211/

交野市 所属名

名称

ＵＲＬ

門真市 所属名

名称 成人歯科健康診査 がん検診・骨粗しょう症検診・肝炎ウイルス検診

ＵＲＬ https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kenko/3/4113.html https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kenko/2/index.html

河南町 所属名

名称

ＵＲＬ

河内⾧野市 所属名

名称 成人の歯科検診 がん検診、その他の検査（医療機関実施分）

ＵＲＬ https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/8/1572.html https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/8/1569.html

岸和田市 所属名

名称

ＵＲＬ

熊取町 所属名

名称 成人歯科健診 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kenkoufukushi/kenkou/kurashi/kenshingankenshin/1296812346804.html https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kenkoufukushi/kenkou/kurashi/kenshingankenshin/1296812375268.html

さ 四條畷市 所属名

名称

ＵＲＬ

島本町 所属名

名称 歯っぴー健診（歯科健康診査）のご案内 島本町で実施する健診、検診について

ＵＲＬ http://www.shimamotocho.jp/kenkou/seijin/1591237378385.html http://www.shimamotocho.jp/kenkou/seijin/1591237239137.html

吹田市 所属名

名称 歯科健康診査 その他の大人の検診

ＵＲＬ https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-kenkoiryo/hokencjigyo/006357/_73372.html https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-kenkoiryo/hokencjigyo/006357/_73365.html

摂津市 所属名

名称 歯科健康診査の実施について 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/hokenfukushibu/hokenfukushika/kensin/1766.html https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/hokenfukushibu/hokenfukushika/kensin/sonota_kensa/13380.html

泉南市 所属名

名称 歯周疾患検診 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ http://www.city.sennan.lg.jp/kurashi/kenko/kenshin/1458795151302.html http://www.city.sennan.lg.jp/kurashi/kenko/kenshin/1458795151279.html

た 太子町 所属名

名称 太子町成人・妊婦歯科健康診査 各種がん検診・骨密度検査

ＵＲＬ https://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/kenkoufukusibu/ikiikikenkou/kenko_mamoru/1496977300187.html https://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/kenkoufukusibu/ikiikikenkou/kenko_mamoru/1465290996188.html

交野市 健やか部 健康増進課

市民健(検)診 ～迷うより 受けてみようよ がん検診～

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018040100022/

河南町 健康福祉部 健康づくり推進課 健康管理係

健診及び各種がん検診

門真市 保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ

河内⾧野市 市民保健部 健康推進課

熊取町 健康福祉部 健康・いきいき高齢課

島本町 健康福祉部 いきいき健康課

健康診査

http://www.town.kanan.osaka.jp/kurashinogaido/seikatsuniyakudatsu/fukushi_kenko/1394430092365.html

岸和田市 保健部 健康推進課（保健センター）

四條畷市 健康福祉部 保健センター

成人の各種健康診査・検診について

https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/32/19080.html

自分の健康は自分でつくり守りましょう【大人の各種健(検)診】

https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/hoken/menu/adult/myhealth.html

泉佐野市 健康福祉部 健康推進課

泉大津市 健康こども部 健康づくり課（保健センター）

柏原市 健康部 健康づくり課

吹田市 健康医療部 吹田市保健所 保健センター

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係

泉南市 健康子ども部 保健推進課 保健推進係（保健センター）

太子町 健康福祉部 いきいき健康課（町立保健センター）

自治体

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/life/1/4/27/

大阪市 健康局 健康推進部 健康づくり課

和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当 保健センター

茨木市 健康医療部 健康づくり課（保健医療センター）

大阪狭山市 健康福祉部 健康推進グループ

貝塚市 健康子ども部 健康推進課

堺市 健康福祉局 健康部 健康医療推進課

検診のご案内

http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kenkozukuri/kenkozoshin/0923.html

池田市 子ども・健康部 健康増進課
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区分 歯周疾患検診 骨粗鬆症検診自治体

た 大東市 所属名

名称 成人歯科健診を受けましょう 集団検診

ＵＲＬ https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/27/1305.html https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/27/20473.html

高石市 所属名

名称

ＵＲＬ

高槻市 所属名

名称 歯科健診（歯っぴー健診） 骨の健康度測定

ＵＲＬ http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/kensui/gyomuannai/kenshin/shikakenshin/shikakenshin.html http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/hoken_iryo/kenshin_kenko/kenshin/hone_no_kenkoudosokutei/index.html

田尻町 所属名

名称

ＵＲＬ

忠岡町 所属名

名称 成人歯科健診（20歳以上75歳未満の町住民） 骨粗しょう症検診（30歳以上の町住民）

ＵＲＬ https://www.town.tadaoka.osaka.jp/?ka_details=%E6%88%90%E4%BA%BA%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%81%A5%E8%A8%BA%EF%BC%8820%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%94%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%EF%BC%89 https://www.town.tadaoka.osaka.jp/?ka_details=%e9%aa%a8%e7%b2%97%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e7%97%87%e6%a4%9c%e6%9f%bb%ef%bc%8830%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e7%94%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91%ef%bc%89

千早赤阪村 所属名

名称

ＵＲＬ

豊中市 所属名

名称 歯や口の健康 健診・がん検診のご案内

ＵＲＬ https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/kenkouzukuri/hatokutinokenkou/hayakuchinokenkou.html https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/kenshin/kenshin_top.html

豊能町 所属名

名称

ＵＲＬ

富田林市 所属名

名称

ＵＲＬ

な 寝屋川市 所属名

名称 成人歯科健康診査 各種集団検診(健診)

ＵＲＬ https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kenkou/kenkousuisin/seizin_kensin_nado/shikakenshin/1593589171810.html https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kenkou/kenkousuisin/seizin_kensin_nado/1377655580695.html

能勢町 所属名

名称

ＵＲＬ

は 羽曳野市 所属名

名称 成人歯科健診のご案内 成人の健康

ＵＲＬ https://www.city.habikino.lg.jp/kaigo/kenkou/8586.html https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/kenkozoshin/kenkozukuri/seijin_kenko/1235.html

阪南市 所属名

名称 歯周疾患検診 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/fukushi/kenko_z/kenko_zoshin/kenko_shinsa/shishushikkan_kenshin.html https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/fukushi/kenko_z/kenko_zoshin/kenko_shinsa/kotsusoshosho_kenshin.html

東大阪市 所属名 東大阪市 健康部 保健所 健康づくり課 東大阪市 健康部 各保健センター

名称 成人歯科健康診査 健康相談・検査・検診

ＵＲＬ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000001679.html https://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/16-1-15-2-0.html

枚方市 所属名 枚方市 健康福祉部 保健センター（地域健康福祉室 健康増進・介護予防担当）

名称 歯周病検診

ＵＲＬ https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001990.html

藤井寺市 所属名 藤井寺市 健康福祉部 健康課

名称 成人歯科健康診査 各種がん検診

ＵＲＬ https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_fukushi/kenko/kakusyukenshin/1388034617474.html https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kenkou_fukushi/kenko/kakusyukenshin/1388033779705.html

ま 松原市 所属名

名称 歯科健診 骨粗しょう症検診

ＵＲＬ https://www.city.matsubara.lg.jp/fukushi/kenkou/2/6591.html https://www.city.matsubara.lg.jp/fukushi/kenkou/2/6578.html

岬町 所属名

名称

ＵＲＬ

箕面市 所属名 箕面市 健康福祉部 地域保健室

名称 箕面市民歯科健診

ＵＲＬ https://www.city.minoh.lg.jp/kenkou/sika.html

守口市 所属名

名称 歯科健康診査 骨密度測定

ＵＲＬ http://www.city.moriguchi.osaka.jp/kenkofukushi/kenkoiryo/seijinnokenkoshinsa/1450681284377.html http://www.city.moriguchi.osaka.jp/kenkofukushi/kenkoiryo/seijinnokenkoshinsa/1450681284170.html

や 八尾市 所属名

名称 歯科健康診査について 骨密度検査

ＵＲＬ https://www.city.yao.osaka.jp/0000021712.html https://www.city.yao.osaka.jp/0000032261.html

八尾市 健康福祉部 健康推進課（保健センター）

健康

http://www.town.nose.osaka.jp/bamen/kenko_fukushi/kenkou/index.html

http://www.town.misaki.osaka.jp/kurashi/kenkou/kenko/seijin/1550.html

守口市 健康福祉部 健康推進課

羽曳野市 保健福祉部 保険健康室 健康増進課

阪南市 健康福祉部 健康増進課

松原市 健康部 地域保健課

岬町 しあわせ創造部 保健センター

住民健康診査

寝屋川市 健康部 健康づくり推進課

能勢町 福祉部 健康づくり課

大東市 保健医療部 地域保健課

高槻市 健康福祉部 保健所 健康づくり推進課

忠岡町 健康福祉部 健康こども課 保健センター

高石市 保健福祉部 地域包括ケア推進課

歯周疾患検診

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/chiikihoukatukeasuishin_ka/sougouhokensenta_jigyoshokai/otonanokenkouzukuri/sisyuusikkan.html

田尻町 民生部 健康課

健康診査

http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/minsei/kenkou/menu/kenzou/1482131031739.html

千早赤阪村 健康課

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/28/1293.html

http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/kenko/4/5/kenshin/index.html

富田林市 健康推進部 健康づくり推進課

検診

おとなの健（検）診（がん以外）

豊能町 保健福祉部 健康増進課

健康づくり

http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page003181.html

豊中市 健康医療部 健康政策課 
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