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 詳細 健康支援課 �３２‐６４０７  ＢＣＧ接種（料金無料） 
その他対　象会　場日　時

（注）参照生後３カ月以上
５カ月以下

教育・福祉センター
直接会場へ

９日�月 、２３日�月  接種開始時間
＝いずれも１４時～（受付＝１３時
３０分～１４時３０分）
（注）接種できない方　�ジフテリア・百日せき・破傷風予防接種後６日、ポ
リオの予防接種後２７日以上たっていない方　�３７．５度を超える発熱があった
り、重い病気の方や以前に予防接種で強いアレルギー反応があった方　
※母子健康手帳、予診票、バスタオルを持参し、保護者同伴。接種後２７日間
は他の予防接種は受けられません
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詳細 苫小牧保健所 �３４‐４１６８ 保健所の相談、検査（会場＝保健所）
申し込み内　容日　時名 称

３日前ま
でに予約
必要

専門職員の面接相談 
１７日�火 精神保健相談

１２日�木 思春期精神保健相談

予約必要
妊娠、出産、子育てや思春
期、更年期などの心身の健
康相談

毎月１９日（土・日曜日
、祝日の場合は次の平
日）の９時～１７時

女性の健康相談

随時受付保健、医療、福祉などの相
談

月～金曜日　※祝日を
除く　総合保健・医療相談

予約必要

感染が疑われる方は無料
※詳細はお問い合わせください１０日�火 肝炎ウイルス検査

１３時から３０分程度
対象＝１８歳以上５４歳以下１０日�火 、２４日�火 骨髄バンク登録

予約は
３５-７４７４

検査（採血）後、約９０分で検
査結果をお知らせする予定

１０日�火 、１１日�水 、２４日
�火 ＨＩＶ抗体検査

詳細 保健センター �３５‐０００１ 保健センターの健康診断（会場＝保健センター）
その他内容対象料金期 日・時 間名　称

事前連
絡必要

保健師による
健康相談

市民無料
随時受付生活習慣病

予防相談

事前予
約必要

栄養士による
食事相談

１６日�月 　受付＝１３時
３０分～１４時３０分食生活相談

医療コンピュ
ーターによる
検査

希望者
２１,７３５円（本
市国保加入
者２０,１６０円）

月～金曜日（祝日を
除く）受付＝８時～

総合健康診断
（短期人間ドック）

事前予
約必要
（注）参照

血液検査など該当者
加入保険に
より異なり
ます

２４日�火 �受付＝８時
～１０時３０分

特定健診・
生活機能評価

（注）「特定健診・生活機能評価」については各加入保険先から送付される案内をご覧ください
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内科、外科＝９時～１７時
歯科＝９時～１２時診療時間

電話番号病・医院名分類日
７１-２１１５たかやなぎ小児科 内科

１日
（日）

３８-７０００ハート整形ペインクリニック外科
７４-８０９１山崎歯科医院歯科
７６-７０１１すがわら内科呼吸器科内科

３日
（火）

６８-６１１１アーク整形外科クリニック外科
３２-６４００関歯科医院歯科
５５-６５２６さくらファミリークリニック内科

４日
（水）

３１-２０００とよた腎泌尿器科クリニック外科
３４-３８８３土上歯科医院歯科
７４-００１１横山内科消化器科内科

５日
（木）

７２-８８２８山下医院外科
７６-８８７８佐賀歯科医院歯科
７１-２２２５柴田内科循環器科内科

８日
（日）

３６-１２２１同樹会苫小牧病院外科
５６-０６４８勇払歯科医院歯科
５１-２８１１浪岡内科消化器科クリニック内科

１５日
（日）

７２-７０００苫小牧日翔病院外科
７２-４１９１若菜歯科医院歯科
３４-４５６５吉川医院内科

２２日
（日）

７２-３１５１勤医協苫小牧病院外科
３７-８１４８あがた歯科歯科
３７-８０１１滝上循環器科内科クリニック内科

２９日
（日）

７１-１１００にっしん泌尿器科クリニック外科
３１-４６１８阿部歯科医院歯科
３５-２１２５加藤胃腸科内科クリニック内科

６/５
（日）

７１-２０００ケーアンドエークリニック外科
５５-５７２８アラヤ歯科医院歯科

ホームページでもご覧になれます
医師会　http://www.toma-med.or.jp/
歯科医師会　http://www.tomashi.org/

旭町２丁目　�３５‐０００１所 在 地

内科、小児科診 察 科 目

診察時間区分

午後７時～翌朝７時平　日

午後２時～翌朝７時土曜日

午前９時～翌朝７時休　日

夜間・休日急病センター

詳細 健康支援課 �３２‐６４０７ ぎょう虫検査（料金無料）
対　象日　時

保育園、幼稚園に通園して
いない３歳から就学前まで
の幼児

健康支援課で検査テープ配布（希望者には郵送可）
�配布　★５月３１日�火 ～６月３日�金 
�回収　★６月８日�水 まで

休日当番病・医院
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詳細 健康支援課 �３２‐６４１１  赤ちゃんのための健診・教室（会場＝教育・福祉センター、料金無料）
その他内　容対　象期 日・時 間名　称

母子健康手帳を持参
し、直接会場へ

３日＝妊娠中の保健・栄養
９日＝赤ちゃんと一緒に、歯
の話　２１日＝お産の準備

妊娠４～７カ月の方★６月３日�金 、９日�木 、２１日�火 
いずれも１３時～１５時母親教室 

開催日の２日前まで
に健康支援課へ

離乳食の進め方、赤ちゃんの
育ち方、母親交流会

２３年３月生まれの子と親
定員＝４０組　申し込み順２６日�木 　９時３０分～１１時３０分赤ちゃん教室

「２か月児」
１６日＝赤ちゃんと遊ぶ、発達
を考える、母親交流会　２０日
＝離乳食の進め方、歯を守る

２２年１０月生まれの子と親
２日間とも出席できる方
定員＝３０組　申し込み順

１６日�月 、２０日�金 
いずれも１４時１５分～１６時

赤ちゃん教室
「７か月児」

元気に遊ぼう親子遊び、母親
交流会

２２年５月生まれの子と親
定員＝３０組　申し込み順２０日�金 　９時３０分～１１時赤ちゃん教室

「１２か月児」

対象者に通知心身の発達状況の確認

２１年１０月生まれの子
（２歳未満の未受診児も可）

１７日�火    �９時３０分～１０時４５分
             �１３時～１４時３０分�火 　
１８日�水 　９時３０分～１０時４５分

「１歳６か月児」
健康診査

２０年４月生まれの子
（４歳未満の未受診児も可）

１８日�水 　１３時～１４時３０分
１９日�木 　�９時３０分～１０時４５分
 　         �１３時～１４時３０分

「３歳児」
健康診査

詳細 健康支援課 �３２‐６４１０  健康相談、健康教室（料金無料）
その他内　容会 場・日　時名 称

直接会場へ体脂肪・血圧測定、保健指導、栄
養相談

市役所２階談話室　９日
�月 　９時３０分～１１時３０分市民健康相談

直接会場へ体脂肪・筋肉量・血圧・血流測定、
保健指導、栄養相談

ｅｇａｏ６階　２７日�金  
１３時３０分～１５時駅前健康相談

直接会場へ
いまい内科クリニック院長による「がん
から身を守るために」の講演、保健師
の健康指導と血圧測定

住吉コミセン　２６日�木 　
１３時～市民健康教室

前日までに
健康支援課へ
（申し込み順）

体脂肪・筋肉量・血圧測定、メタ
ボリックシンドロームを予防する
食生活のポイント・カロリー計算
などの栄養相談（１人４５分程度）

教育・福祉センター　 
２５日�水 　１３時３０分～１６時
３０分

４０歳からの
栄養相談

詳細 健康支援課　�３２‐６４０７・３２-６４１０　保健センター �３５‐０００１  がん検診

申し込み定　員日　時実施がん検診会　場

１０日�火 ～２０日�金 に健康支
援課へ（申し込み順）５０人

★６月１５日�水 　集合場所・時間＝市役
所２階健康支援課　１０時～１０時１５分　
※札幌の会場まで無料バスで送迎

対象者は
検診によ
り異なり
ますので
下表で確
認してく
ださい

子宮・乳
肺・大腸北海道対がん協会

６月３日�金 から健康支援
課へ（申し込み順）

子宮＝各１００人
乳＝各３５人

★６月１８日�土 　８時～９時、１２時３０分
～１３時３０分子宮・乳

保健センター

大腸がんは７日前、その
他は前日までに保健セン
ターへ（申し込み順）

各２５人１３日�金 、１６日�月 　いずれも１３時～１４時乳

胃・肺のみ＝
各３０人

１３日�金 、２４日�火 、★６月６日�月 　いず
れも８時～１０時３０分　　

胃・肺・大腸
胃・肺のみ＝ 
各２５人

２５日�水 　７時～８時、９時～１０時花園町総合福祉会館

２６日�木 　７時～８時、９時～１０時山手北光総合福祉会館

子宮体部がん子宮頸がん乳がん大腸がん肺がん胃がん検診名

２３年４月１日から２４年３月３１日までに以下の年齢になる方（子宮・乳がんは偶数歳になる方）
対　象 ２０歳以上で問診により

必要な方２０歳以上５０歳以上４０歳以上
５０歳未満４０歳以上

体部細胞診検査頸部（けいぶ）
細胞診検査

マンモグラフィ（Ｘ線）
と触診による検査

問診と
便潜血検査レントゲン撮影内　容

７００円１,０００円１,７００円２,０００円４００円２００円（かくたん検査
は４００円追加）１,５００円

料　金 無料の方　�生活保護を受けている世帯の方　�市民税がかかっていない世帯の方で「がん検診無料証明書（印鑑を持参し、
健康支援課、勇払・のぞみ出張所で事前申請が必要）」をお持ちの方　�受診時に７０歳以上の方（保険証・免許証など年齢
がわかるものをお持ちください）　�一定の障がいがある６５歳～６９歳の方で「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方 

※がん検診は市内医療機関でも実施しています。平成２３年度「わが家の健康カレンダー」でご確認ください

３時間程度で全身のがんの検出、転移、再発の有無を検査　※極めて小さながんや胃・
腎臓・ぼうこうなどのがんは発見できない場合もあります　料金　９２，０００円　予約必要

ＰＥＴ／ＣＴがん検診 
詳細　市立病院　�８４‐０１５８


