


がん検診・その他の検診
集団検診

日　程
場　　　所

特定健診・胃・肺・大腸
肝炎・エキノコックス検診

子宮・乳・骨粗しょう症検診

春 5月

10月

2月

秋

冬

保健福祉センターはーとふる

保健福祉センターはーとふる

るもい健康の駅

保健福祉センターはーとふる

港南コミセン

港北コミセン

港西コミセン

保健福祉センターはーとふる

潮静住民センター

パワスポ

幌糠コミセン

※　10月7日(土)は、女性のみのレディースデーとなります。
※　受付時間は、広報紙等でお知らせいたします。

結核検診

個別検診

春の集団検診、秋の集団検診と同じ日程の午後に、
市内各地区を結核検診車が巡回します。

（詳しい日時・場所等は広報紙等でお知らせいたします。）

医療機関名
特定 胃 肺 大腸 子宮 乳

◯西原腎・泌尿器科クリニック

カ◯ ◯ ◯川上内科医院

◯ ◯ ◯たけうち内科循環器内科医院

わたべ整形外科医院 ◯

◯留萌セントラルクリニック

◯ ◯カ・バ留萌記念病院

◯ カ ◯藤田クリニック ◯

札幌複十字総合健診センター<札幌市> ◯ ◯

◯ ◯◯ ◯カ・バ ◯留萌市立病院

◯荻野病院

健（検）診名

個別検診料金及び対象者

カ：胃カメラ検査　バ：バリウム検査

≪検診料金が無料となる場合≫
　・７５歳以上の方
　・生活保護世帯の方（市役所社会福祉課が発行する「受給証明書」を持参ください。）

≪市の国民健康保険加入者≫
　検診料金は各検診毎に集団検診は、５００円。
　個別検診は、胃カメラは、２，０００円。大腸がん・超音波検査（子宮）は、５００円。その他は、１，０００円となります。

≪検診申込先≫

　集団検診：保健福祉センター　はーとふる　（検診前に広報紙及び町内回覧で 申込期間等をお知らせします。）

　個別検診：直接受診する医療機関に申し込みしてください。

集団検診料金及び対象者

胃　が　ん １，５００円

肺　が　ん １，０００円

（喀痰検査） １，０００円

大 腸 が ん ５００円

肝　　　炎 ５００円

エキノコックス 無料 小学３年以上

子宮頸がん+HPV ２，２００円 ２０～４１歳

子宮頸がん １，２００円 ４２歳以上

超音波検査 ５００円 ２０歳以上

乳　が　ん ２，４００円 ３５歳以上

骨粗しょう症 ５００円 ４０～７０歳

結　　　核 無料 ６５歳以上

４０歳以上

● 胃カメラ検査、子宮がん、乳がん検診
は２年に１度の受診となります。

● エキノコックス症検診は５年に１度の
受診となります。

● 肝炎検診は一度も受診したことの無
い方のみとなります。

● 対象年齢は、令和６年３月３１日現在
の年齢となります。

注 意

 胃がん検診 ３，２００円 ４０歳以上

 胃カメラ検診 ４，５００円 ５０歳以上

 肺がん １，５００円 ４０歳以上

 （喀痰検査） １，０００円

 大腸がん ５００円 ４０歳以上

 子宮がん ２０歳以上

    頸部+HPV３，０００円 ２０～４１歳

    頸部のみ ２，０００円 ４２歳以上

 乳がん ２，４００円 ３５歳以上

    頸・体部　上記に1,000円の追加

    超音波検査　　〃

　※喀痰検査は必要時のみ実施

20日 （土）

21日 （日）

22日 （月）

23日 （火）

24日 （水）

25日 （木）

26日 （金）

27日 （土）

4日 （水）

5日 （木）

6日 （金）

7日（土※）

8日 （日）

9日 （月）

10日 （火）

27日 （火）

28日 （水）

29日 （木）









出産を計画している方へ

乳児の先天性風しん症候群を予防するために

１，０００円
通年

２，０００円 上記で風しん抗体が低い人

項　目 期間 実施医療機関 自己負担額 助成対象者

風しん抗体検査

ＭＲワクチン接種

川上内科医院

藤田クリニック

たけうち内科
循環器内科医院

留萌市立病院

・風しん抗体価が低い妊婦（妊娠初期）
の19歳以上の夫

・19歳から40歳までの妊娠を希望する
女性

赤ちゃんのための離乳食の作り方、お子様のための手作りおやつの作り

方について学ぶ教室です。ご友人と一緒にぜひ参加してください。

※受講するには事前に
　申し込みが必要です。

離乳食教室・おやつ教室

1～３歳の親子

　9月15日（金）(10：00～12：00）

　2月20日（火）(10：00～12：00）

11月  2日（木）(10：00～12：00）

　6月  2日（金）(10：00～12：00）

栄養士の講話、

調理実習、

食べさせ方、試食

生後４ヵ月～
１歳未満の親子

保健福祉
センター

はーとふる

教　室　名

Let’s離乳食！

Happyおやつ！

内　　　容 日　　　時 対　象　者 場　　所

フッ化物塗布

※歯科検診は13：00～と13：30～

対 象 年 齢

受 付 時 間

実 施 場 所

料　　　金

持参する物 母子健康手帳、歯ブラシ

保健福祉センター　はーとふる

フッ化物塗布…1回510円

１０：００～１１：００、１３：００～１５：３０

１歳６ヵ月以上のお子様 
 （１歳６ヵ月児健診時に申込みを受け付けています）
※１歳６ヵ月にかかわらず、上の歯が４本以上生えて
　いてご希望される場合はご相談ください。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

妊産婦健康診査受診票の交付

　市では、妊娠届出の際に母子健康手帳のほか、「妊婦一般健康診査受診票」「産婦健康診査受診票」という

妊産婦健診費用の助成が受けられる受診票を交付しています。

13日(木)

11日(木)

8日(木)

6日(木)

3日(木)

7日(木)

12日(木)

9日(木)

7日(木)

11日(木)

8日(木)

7日(木)

場　　　所 ： 保健福祉センター　はーとふる１階（保健指導第1係）
持参する物 ： マイナンバーカード等妊婦のマイナンバーがわかるもの、
　　　　　　医師または助産師による妊娠の証明書等
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