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受診機関・日程・申込み
　がん検診受診対象年齢：胃・肺・大腸・乳がん ･･･30 歳以上、前立腺がん ･･･50 歳以上、
子宮頸がん ･･･20 歳以上、基本健診・特定健診・後期高齢者健診受診対象年齢：14 頁参照
※肝炎ウイルス検診については、健診申込者でこれまで町の肝炎ウイルス検診を受診したことがない 40

歳以上の方が対象になります。該当する方には町から問診票を送付いたします。

札幌がん検診センター健診

[ 健診項目 ]
胃・肺・大腸・前立腺がん・乳・子
宮頸がん・経膣エコー検査・基本健診・
特定健診・後期高齢者健診

10 月 16 日㈫

乗車場所
遠浅公民館
保健センター
安平公民館
ぬくもりセンター

10 月 17 日㈬

10 月 18 日㈭

10 月 19 日㈮

10 月 20 日㈯

12 月９日㈰ 注１

朝７時頃出発→ 14 時頃帰町予定
 （帰町時間は目安です）
※対がん協会のバスが送迎します。
申込期限　９月 11 日㈫
注１　申込期限　11 月 14 日㈬

総合バス健診

[ 健診項目 ]
胃・肺・大腸・前立腺がん・基本
健診・特定健診・後期高齢者健診

10 月 31 日㈬ 保健センター

11 月１日㈭ 安平公民館

11 月２日㈮ ぬくもりセンター

受付時間　６時 30 分～７時、7
時 30 分～ 8 時、8 時 30 分～ 9 時、
9 時 30 分～ 10 時、10 時 30 分～
11時（10月31日、11月２日のみ）
※託児有り（予約必要）

申込期限　９月 28 日㈮

病院健診

[ 健診項目 ]
基本健診・特定健診・
後期高齢者健診

健診期間 11 月 12 日～
12 月１日

健診場所
追分菊池病院
渡邉医院
早来医院

受付時間 ９時

・お申込みは健康福祉課です。
・健診の 3 日前までにご案内・問診

票が届きます。

申込期限　１0 月 24 日㈬

乳がん検診※９月 26 日、27 日は
子宮頸がんと同時実施

[ 健診項目 ] 乳がん

９月 26 日㈬ 保健センター

９月 27 日㈭ ぬくもりセンター

９月 28 日㈮午前 ぬくもりセンター

９月 28 日㈮午後 保健センター

受付時間 ８時 30 分から 13 時
※託児有り（予約必要）

申込期限　８月 27 日㈪

子宮頸がん検診
[ 健診項目 ] 
子宮頸がん・経膣エコー検査
９月 26 日㈬ 保健センター

９月 27 日㈭ ぬくもりセンター

受付時間　８時 30 分から 13 時
※託児有り（予約必要）

申込期限　８月 27 日㈪

個別健診（北海道対がん協会へ直接申込み）
北海道対がん協会札幌がん検診センター
札幌市東区北 26 条東 14 丁目１ ‐ 15

[ 健診項目 ] 
胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸がん・経膣エコー検査
基本健診・特定健診・後期高齢者健診＊その他自己負担にてオプション検査有り

実施期間
受付時間

平成 30 年 10 月１日㈪～平成 31 年２月 28 日㈭
＊健診実施日以外の日曜日、第２・４・５土曜日、祝日、年末年始（12
月 29 日～１月３日）を除く
健康診査：８時 30 分～ 10 時
がん検診：８時 30 分～ 11 時／ 13 時～ 15 時
＊子宮頸部・経膣エコー検査・乳がん検診は 14 時終了
＊日曜健診実施日 :10 月 28 日、11 月 11 日、12 月９日、１月 20 日、
２月 24 日

（特定健診は 12 月 19 日、1 月 20 日、2 月 24 日のみ）

申込期間
申込方法

平成 30 年９月１日㈯～平成 31 年２月 28 日㈭
＊日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く
電話予約：011 ‐ 748 ‐ 5522（予約専用）
平日：８時 30 分～ 17 時 15 分　第 1・第３土曜日９時～ 12 時
インターネット予約
ホームページ ＵＲＬ：http://www.hokkaido-taigan.jp
予約アドレス メール：sapporo.yoyaku@hokkaido-taigan.jp
＊申込後、対がん協会から関係書類が送付されます。

アクセス 各自（現地までの交通費は自己負担　センター東側に駐車場あり）
ＪＲ札幌駅から地下鉄東豊線乗車し元町駅下車２番出口から徒歩７分

申込期限　平成 31 年２月 28 日㈭


