
一日一回、２~３ヶ月程度薬を飲むだけで、助かる命があります。

を
受けましょう！

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス
検査を受けましょう。

治療を受けましょう。

定期検査を受けましょう。

保健所で無料・匿名で検査できます。
市町村が行う健康診断においても肝炎検査を受けることができます。
一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。検査の結果、陽性となった
場合は、肝臓専門医のいる医療機関で精密検査を受けましょう。
保健所または市町村では肝炎ウイルス陽性者に対し、フォローアップを実施
していますので、ご相談ください。

肝炎ウイルスに対する内服治療の副作用はほとんどありません。
Ｃ型肝炎では２~３ヶ月の内服で95％以上ウイルスがなくなります。
Ｂ型肝炎も内服治療で抑えられます。１ヶ月１万円または２万円の
自己負担で治療ができる助成制度があります。

治療対象とならない方や、治療完了した方も、
まれに肝がんになる場合がありますので、
年数回の定期的観察は必要です。

検査や治療について知りたい方は、かかりつけ医に相談していただくか、
茨城県の肝疾患相談支援センターにお問い合わせ下さい。詳しくは裏面をご確認ください。➡

肝炎ウイルス検査
一生に
一度は

検査受検啓発



保健所の肝炎ウイルス検査・相談についての紹介
保健所肝炎相談・検査実施日時

保　健　所
昼　間　検　査 夜　間　検　査

予約制 電　話　番　号検　査　日
（毎週・祝祭日を除く） 受 付 時 間 検　査　日

（毎週・祝祭日を除く） 受 付 時 間

水 戸 水　　曜 9：00～10：00 第２水曜 17：00～19：00 要予約 029-241-0100

ひ た ち な か 火　　曜 9：30～11：00 ― 要予約 029-265-5647

常 陸 大 宮 火　　曜 13：00～14：30 ― 要予約 0295-52-1157

日 立 火　　曜 13：30～15：00 第２火曜 17：00～19：00 要予約 0294-22-4188

鉾 田 火　　曜 9：00～10：00 ― 要予約 0291-33-2158

潮 来 火　　曜 13：30～15：00 第１火曜 17：00～19：00 要予約 0299-66-2174

竜 ヶ 崎 火　　曜 9：00～11：00 第２火曜 17：00～19：00 要予約 0297-62-2367

土 浦 月　　曜 9：00～10：00 ― 要予約 029-821-5516

つ く ば 第２・３火曜 9：00～10：00 第４火曜 17：00～19：00 要予約 029-851-9287

筑 西 水　　曜 9：00～11：00 第４水曜 17：00～19：00 要予約 0296-24-3965

常 総 火　　曜 13：30～15：00 ― 要予約 0297-22-1351

古 河 火　　曜 9：00～11：00 ― 要予約 0280-32-3021

治療費、定期検査費用の助成制度は、「茨城県　肝炎治療費助成
（または検査費用助成）」WEBでチェック

日時については変更となることがありますので、必ず事前にお電話でご確認ください。無料・匿名で検査を受けられます。

各市町村においても、40歳検診で肝炎ウイルス検査を受けることができます。検査費用については各市町村へお問い合わせ下さい。

茨城県　肝炎　治療費助成 検索☜

肝疾患診療連携拠点病院の紹介
　茨城県では、日立製作所日立総合病院、東京医科大学茨城医療センターが肝疾患診断連携拠点病院に指定されてい
ます。肝疾患連携拠点病院とは、都道府県内における肝臓の医療において、中心的な役割を果たす病院です。拠点病
院を核として、国民に身近な各病院・診療所を含めた医療全体の質の向上を図っています。各拠点病院には、肝疾患
相談支援センターが設置されており、専門の看護師が相談を受けています。詳細は下記までお問い合わせください。

⃝日立製作所日立総合病院
　肝疾患相談支援センター

⃝東京医科大学茨城医療センター
　肝疾患相談支援センター

☎0294-23-8354 ☎029-887-1222
午前10時～午後４時　月～金曜日
（祝日・病院休診日を除く）

午前10時～午後４時　月～金曜日
（祝日・病院休診日を除く）

茨城県肝疾患専門医療機関

市町村

№ 医療機関名 所　　在　　地 電話番号 № 医療機関名 所　　在　　地 電 話 番 号
1 相川内科病院 水戸市千波町212 029-243-2311 20 筑波学園病院 つくば市上横場2573-1 029-836-1355
2 住吉クリニック病院 水戸市住吉町193-97 029-247-2251 21 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3900
3 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 22 筑波記念病院 つくば市要1187-299 029-864-1212
4 坂本内科医院 水戸市見川2-192-3 029-241-3939 23 筑波胃腸病院 つくば市高見原1-2-39 029-874-3321
5 水戸中央病院 水戸市六反田町1136-1 029-309-8600 24 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1 029-851-3511
6 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 029-221-5177 25 龍ケ崎済生会病院 龍ケ崎市中里1-1 0297-63-7111
7 茨城県立中央病院 笠間市鯉渕6528 0296-77-1121 26 ＪＡとりで総合医療センター 取手市本郷2-1-1 0297-74-5551
8 水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷280 029-240-7711

27 取手北相馬保健医療センター医師会病院 取手市野々井1926 0297-78-6111
9 日立総合病院 日立市城南町2-1-1 0294-23-1111
10 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 28 つくばセントラル病院 牛久市柏田町1589-3 029-872-1771
11 日立おおみか病院 日立市大みか町2-22-30 0294-52-4455 29 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896 029-873-3111
12 北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下1050 0293-46-1121 30 宮本病院 稲敷市幸田1247 0299-79-2114
13 志村大宮病院 常陸大宮市上町313 0295-53-1111 31 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央3-20-1 029-887-1161
14 ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町20-1 029-354-5111 32 大圃病院 筑西市木戸352 0296-37-3101
15 小山記念病院 鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 33 友愛記念病院 古河市東牛谷707 0280-97-3000
16 神栖済生会病院 神栖市知手中央7-2-45 0299-97-2111 34 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280-23-7111
17 白十字総合病院 神栖市賀2148 0299-92-3311 35 ホスピタル坂東 坂東市沓掛411 0297-44-2000
18 土浦協同病院 土浦市おおつ野4-1-1 029-830-3711 36 茨城西南医療センター病院 猿島郡境町2190 0280-87-8111
19 霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津2-7-14 029-822-5050

問合せ先 問合せ先

本紙に記載されている情報は、平成31年（2019年）３月時点のものです。


