
　希望する方は、下記の申込先にご連絡ください。（Ｅメールも同日から受付ています。）なお、受付開始日
は、回線が大変混み合うことが予測されますので、ご了承ください。
◆申込先 

幕別・札内地区の方 忠類地区の方

担当係 保健課健康推進係
（保健福祉センター）

保健福祉課保健予防係
（ふれあいセンター福寿）

電話番号 ℡【幕】54-3811 ℡【忠】８-2910

電子メール kenkosuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp

※電子メールをご利用の方は「検診予約」と明記し、次の事項を記載して送信してください。
　①住所、②氏名、③生年月日、④電話番号（日中の連絡先）、⑤希望受診日と時間、⑥希望検診名、（10月の
子宮がん検診等は託児コーナーの利用希望の有無と子どもの人数、年齢）

※先着順に予約します。希望どおりの日時に予約できないこともありますが、その際はご連絡します。

３ 集団検診（スマイル検診）の申し込み

日程 会場 時間

検診項目（希望の検診を選択できます。）

定員胃 大
腸

肺 エ
キ
ノ

肝
炎

子
宮

乳 特
定

後
期

５
月

21日◯火 幕

７・８・９・10時 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
各時間

20人

22日◯水 幕
23日◯木 札
24日◯金 札
25日◯土 札

８
月

７日◯水 忠

６・７・８・９時 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
各時間

20人

８日◯木 幕
９日◯金 札
10日◯土 札
11日◯日 札

10
月

７日◯月 幕

６・７・８・９・
10・13・14時

× × × × × ○ ○ × ×
各時間

10人

８日◯火 札
９日◯水 札
10日◯木 札
11日◯金 忠

11
月

５日◯火 幕

７・８・９・10時 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○
各時間

20人

６日◯水 札
７日◯木 札
８日◯金 札
９日◯土 札

※会場　幕⇒幕別町保健福祉センター　札⇒札内福祉センター　忠⇒忠類ふれあいセンター福寿
※検診名　胃⇒胃がん検診　大腸⇒大腸がん検診　肺⇒肺がん検診　エキノ⇒エキノコックス症検査　
肝炎⇒肝炎ウイルス検査　子宮⇒子宮頸がん検診　乳⇒乳がん検診　特定⇒国保特定健診　後期⇒後
期高齢者健診

２ 集団検診（スマイル検診）の日程・会場など

成人対象・集団検診

◆申込開始日　３月11日◯月　午前９時から



平成 25 年度　保健ガイド
■町では、指定日に町内会場で受診できる｢集団検診｣と希望する日に委託医療機関で受診できる｢個別検

診(詳細は裏面に記載)｣を実施しています。検診ごとに、年度内１回の助成となります。
　（例：胃がん検診を集団検診で受診した場合、人間ドックの助成を受けられません。）
■生活保護世帯の方は無料（人間ドック、脳ドックを除く）です。受付時に保護手帳を提示してください。
■対象の年齢は年度内（平成25年４月１日～平成26年３月31日）に迎える年齢です。

検診名（内容） 対　象
自己負担額

８歳～ 69歳 70歳以上

エキノコックス症検査（血液検査） 小学３年生以上の町民 300円 100円

※小学３年生、中学２年生は無料です。（案内は、学校を通じて通知します。）
※５年に１度の検査をお勧めしています。

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上

肝炎ウイルス検査（血液検査） 40歳以上の町民 500円 100円

※Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎の検査です。一度でも検査をしたことがあれば、必要ありません。　　　

（３）その他

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上
胃がん検診（胃バリウム検査） 40歳以上の町民 1,200円 400円
大腸がん検診（便潜血検査） 40歳以上の町民 400円 100円
肺がん検診（胸部Ｘ線検査） 40歳以上の町民 300円 100円

（１）がん検診

（２）特定健診・後期高齢者健診

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上
幕別町国保特定健康診査

（血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察・心電図・眼底検査・
必要な方のみ特定保健指導）

40歳から74歳までの
幕別町国保加入者 1,500円 無料

後期高齢者健康診査
（血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察・心電図・眼底検査）

後期高齢者医療制度
加入者 無料

※幕別町国保特定健康診査の対象の方は、４月末頃に｢特定健診受診券｣を郵送します。
※後期高齢者健診受診希望の方には、｢後期高齢者健診受診券｣を年に１枚発行します。予約の際に確認
します。

１ 集団検診（スマイル検診）の内容と対象

検診名（内容） 対　象
自己負担額

20歳～ 39歳 40歳～ 49歳 50歳～ 69歳 70歳以上
子宮頸がん検診
（頸部細胞診・超音波検査）

女性で20歳以上の
偶数年齢の町民 1,500円 1,500円 1,500円 500円

乳がん検診
（マンモグラフィー検査・視触診）

女性で40歳以上の
偶数年齢の町民 1,900円 1,600円 500円

※年度内に迎える年齢が、偶数年齢になる方が対象です。
※今年度「奇数年齢」で、昨年度に「子宮がん・乳がん検診」を受けられなかった方はご相談ください。
※10月のスマイル検診では、託児コーナーを設けます。利用希望の方は、予約時にお申し付けください。

検診名（内容） 対　象 自己負担額

結核健診（胸部Ｘ線検査） 65歳以上の町民 無料

※会場、日程等の詳細は広報８月号に掲載します。　



検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上

 幕別町国保特定健康診査
 （血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察）

40歳から74歳までの
幕別町国保加入者 1,500円 無料

 後期高齢者健康診査
 （血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察）

後期高齢者医療制度
加入者 無料

（１）　内容・対象・自己負担額

※幕別町国民健康保険加入者で40歳以上の方は「特定健康診査」を幕別町の指定医療機関で実施できま
す。

　対象となる方に、４月末頃「特定健康診査受診券」を送付します。
※後期高齢者医療制度加入者は、「後期高齢者健康診査」を幕別町の指定医療機関で実施できます。「後期
高齢者健康診査受診券」が必要となりますので、事前に健康推進係までご連絡ください。

２ 個別幕別町国保特定健診および個別後期高齢者健診

（２）　指定医療機関

（２）　指定医療機関・自己負担額

３ 個別子宮頸がん検診・乳がん検診

検診名（内容） 対　象
自己負担額

20歳～ 39歳 40歳～ 49歳 50歳～ 69歳 70歳以上

 子宮頸がん検診（頸部細胞診） 女性で20歳以上の
偶数年齢の町民

2,100円 2,100円 2,100円 700円

 乳がん検診
 （マンモグラフィー検査・視触診）

女性で40歳以上の
偶数年齢の町民

2,100円 1,600円 500円

（１）　内容・対象

※子宮体部検査は必要な方のみ実施します。（検査料金は20歳～ 69歳が1,300円、70歳以上が400円です）

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

景山医院　　　　　 　　（錦町）【幕】54-2350 木村医院　　　　 （札内中央町）【幕】56-5102

勝山医院　　　　　　 　（本町）【幕】54-2053 札内北クリニック（札内共栄町）【幕】20-7750

緑町クリニック　　　 　（緑町）【幕】54-6900 十勝の杜病院　　　 　　（千住）【幕】56-8811

おち小児科　　　 （札内新北町）【幕】56-5522 忠類診療所　　　 　（忠類幸町）【忠】８-2053

柏木内科医院　 　（札内青葉町）【幕】56-5151 大樹町立国民健康保険病院 01558-6-3111

成人対象・個別健診

　　帯広市内の病院で、例年通り実施予定ですが、詳細につきましては、４月号の広報に掲載させていた
だきます。



平成 25 年度　保健ガイド
■町では、希望する日に委託医療機関で受診できる｢個別検診｣と指定日に町内会場で受診できる｢集団検診(詳

細は裏面に記載)｣を実施しています。検診ごとに、年度内１回の助成となります。
　（例：胃がん検診を集団検診で受診した場合、人間ドックの助成を受けられません。）
■特定健診・後期高齢者健診も他の検診と同様に年度内１回の助成のため、受診券の利用も１度限りとなりま

す。（例：人間ドックで特定健診受診券を利用した場合、脳ドックは町民助成のみ対象となり、特定健診の助成
は受けられません。）

■生活保護世帯の方は無料（人間ドック・脳ドックを除く）です。受付時に保護手帳を提示してください。
■対象の年齢は年度内（平成25年４月１日～平成26年３月31日）に迎える年齢です。

検診名（内容） 対　象 自己負担額

人間ドック（血液検査、各種がん検診等） 40歳以上の町民
以下のとおり

脳ドック　（血液検査、各種脳検査等） 40歳以上の町民

指定医療機関 電話番号 幕別町国保
40歳～ 69歳

幕別町国保70歳以上
または後期高齢者 左記以外の方

①帯広協会病院 0155-22-6600 28,000円 26,500円 31,750円

②帯広厚生病院 0155-24-4161 27,700円 26,200円 31,750円

③帯広第一病院 0155-25-3121 26,425円 24,925円 31,750円

④開西病院 0155-38-7200 18,475円 16,975円 23,800円

⑤北斗病院 0155-47-7777 55,000円

（１）　内容・対象など

※直接、指定医療機関に予約してください。
※幕別町国保に加入の方は、「特定健康診査受診券」を持参した場合の自己負担額です。対象の方は４月末に送付
します。

※後期高齢者医療制度に加入の方は、「後期高齢者健康診査受診券」を持参した場合の自己負担金です。受診予定
日の１週間前までに、健康推進係へ連絡ください。

（２）人間ドックの自己負担額

１ 人間ドック・脳ドック

※北斗病院の人間ドックは｢ＰＥＴ検査｣という、これまで発見が困難だった小さながん細胞を見つけることが
できる検査です。詳細は、病院へ問い合わせください。

※上記の①～③の医療機関は、追加検診（子宮頸がん検診、乳がん検診）の助成があります。詳細は、各医療機関へ
問い合わせください。

指定医療機関 電話番号 幕別町国保
40歳～ 69歳

幕別町国保70歳以上
または後期高齢者 左記以外の方

帯広協会病院 0155-22-6600 15,250円 13,750円 19,000円

帯広厚生病院 0155-24-4161 10,950円 9,450円 15,000円

北斗病院 0155-47-7777 14,000円

※北斗病院の人間ドック、脳ドックは、40歳以上の町民の方は一律料金となっています。

（３）脳ドックの自己負担額


