
■市が実施する健診

◆二次健診を実施します（特定健診）
対象　特定健診で、肥満・血圧・血糖・脂質の数値が一定の基準に該当する方
　　　＊対象者には、市からお知らせします。
内容　●75ｇ糖負荷検査＝ブドウ糖液を飲み、採血して血糖値とインスリン量を調べる検査
　　　●微量アルブミン尿検査＝尿中のタンパク（アルブミン）量を調べる検査
受診料　2,000円

加入している
健康保険

被用者保険
（国保以外の保険） 国民健康保険（国保） 後期高齢者医療保険

健診の種類 30歳代健診 国保30歳代健診 特定健診 後期高齢者健診
対象 30～39歳

＊健診を受診する機会が
ない方。

30～39歳 40～74歳 75歳以上か、65～74歳で
後期高齢者医療保険に加
入している方

受診券の
受け取り方法

申し込みが必要です
６月から、健康推進課と
各出張所、団地住民セン
ター、エルフィンパーク
で受け付けます

５月下旬に送付します
＊４月２日以降国保に加入した方へは、加入した
翌月末に送付します。

申し込みが必要です
国保医療課と各出張所、
団地住民センター、エル
フィンパークで受け付け
ています

健診内容 ●診察　●身体計測　●血圧測定　●血液検査（血中脂質・肝機能・血糖・
貧血・腎機能）　●尿検査　●心電図

●診察　●身体計測　
●血圧測定　●血液検査
（血中脂質・肝機能・血糖）
●尿検査

●眼底検査
＊肥満や血圧などの数値
が一定の基準以上か、希
望者が対象です。

●血液検査（貧血・腎機能）
●心電図
＊希望者だけが受診する
追加健診です。

受診料
（自己負担額）

●住民税課税世帯＝
　　　　　　　3,000円
●非課税世帯＝1,000円

●住民税課税世帯＝70 0円
●非課税世帯＝500円

●住民税課税世帯＝500円
●非課税世帯＝無料
●追加健診＝20 0円

受診できる
期間

６月２日～
　　　平成27年２月28日

●個別健診＝６月１日～平成27年２月28日
●集団健診＝送迎バス健診（６月・12月・２月）・市内集団健診（９月）
＊６月の日程は11ページをご覧ください。その他は、随時本紙でお知らせし
ます。

受診できる場
所・受診方法

市内の医療機関
（個別健診）

●市内の医療機関（個別健診）　●札幌厚生病院（個別健診）
●結核予防会（個別健診。がん検診も同時に受診できます）
●対がん協会（個別健診・集団健診。がん検診も同時に受診できます）

持ち物 受診券と問診票、受診料 健康保険証と受診券、質問票、受診料
問合せ 健康推進課（内線807） 国保医療課特定健診担当（内線693） 国保医療課後期高齢者医

療担当（内線730）

市が実施している健診をお知らせします。
40～74歳で国保以外の方は、加入している健康保険にお問い合わせ
ください。情報診検診健

◆追加健診で、心電図と貧血・腎機能の検査ができます（後期高齢者健診）
　検査項目は、心電図と赤血球、血色素、ヘマトクリット、尿酸、クレアチニン、eＧＦＲ（糸球体ろ過量）です。
受診料　200円

◆結核予防会で受診できるようになりました（国保30歳代健診・特定健診・後期高齢者健診）
　健診機関が増えました。がん検診と組み合わせて同時に受診できます。

◆希望者に眼底検査を実施します（特定健診）
　今年度から、一定の基準以上の方だけでなく、希望者
も検査できるようになりました。受診料は無料です。
　市内の医療機関で特定健診を受診する方は、別の日に
北広島眼科か東部さくら眼科、北広島おぎの眼科で受け
てください。札幌厚生病院や結核予防会、対がん協会で
特定健診を受診する方は、他の検査と一緒にできます。

　眼底検査は、唯一、血管の状態を直接観察できる
検査です。動脈硬化の程度が分かり、緑内障や白内

障も見つかります。どの病気も自覚症状がな
いので早期発見が重要です。特に、高血圧や
糖尿病を治療中か心配な方にお勧めします。
　瞳孔を開かない、無散瞳の検査です。検査
時間は数分で、痛みはありません。
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定員　各日先着100人　　申込期限　５月15日
申込方法　
●直接　市役所健康推進課と各出張所、団地住民セン
ター、エルフィンパークで受け付け
●郵送　住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号・希
望する検（健）診の種類と受診日・バスの乗車場所と、
生活保護世帯の方は「無料」、住民税非課税世帯の方
は「非課税」と記入し、市役所健康推進課（〒061-11
92住所不要）
＊電話での申し込みは受け付けません。
＊１週間前までに、対がん協会から受
診票と受診券を送付します。受診日に
は必ずお持ちください。

日程・発車時間・乗車場所
◆６月16日㈪・17日㈫
　　午前８時　　　団地住民センター
　　　　８時15分　農民研修センター
　　　　８時35分　大曲会館
◆６月18日㈬・19日㈭・20日㈮
　　午前８時　　　中央会館（市役所隣）
　　　　８時15分　団地住民センター
　　　　８時35分　大曲会館
◆６月23日㈪・24日㈫
　　午前８時　　　団地住民センター
　　　　８時15分　中央会館（市役所隣）
　　　　８時35分　西の里会館

特定健診や国保30歳代健診、後期高齢者健診も同時に受診できます。■対がん協会の送迎バス検診

＊所得制限があります。転入者は、申請時に所得額と住民税額が分かるもの（所得課税証明書など）が必要です。
＊健康保険の対象外の費用（予防接種、薬の容器、おむつ、入院時の食事代など）は自己負担です。
＊住所や口座、加入している健康保険などが変更になった場合、変更届が必要です。
＊転出者は、資格喪失の届け出と受給者証を返還してください。

制度名 対象 助成範囲 自己負担額 申請に必要な書類など
子ども医療 小学校就学前の子 通院・入院 ◆小学校就学前の子と小・中学生で住

民税非課税世帯
●市内の医療機関で受診＝なし
●市外の医療機関で受診＝医科580円、
歯科510円（初診時だけ）
◆小・中学生で住民税課税世帯
総医療費の１割（月額の上限は44,400円）

●子どもの健康保険証
●保護者の口座情報が
分かるもの

小・中学生 入院

重度心身障
がい者医療

●身体障害者手帳１・２級の
方と３級の内部障がいがある方
●重度の知的障がい（療育手
帳Ａ判定）と診断された方

通院・入院 ◆３歳未満の子と住民税非課税世帯
医科580円、歯科510円、柔道整復270
円（初診時だけ）
◆３歳以上で住民税課税世帯
総医療費の１割（月額の上限は通院12,000
円、入院44,400円）

●本人の健康保険証
●身体障害者手帳・療
育手帳・精神障害者保
健福祉手帳など、障が
いを証明できるもの精神障害者保健福祉手帳１級

を持っている方
通院

ひとり親
家庭等医療

次のいずれかに該当する家庭
で、18歳未満（18歳以上の特
例あり）の子と、その母か父
●母子・父子家庭
●両親がいない家庭
＊両親のいずれかに重度の障
がいがあるときは、対象にな
る場合があります。

●子ども＝
通院・入院
●母か父＝
入院

●本人の健康保険証
●戸籍謄本など、ひと
り親家庭を証明できる
もの
＊18歳以上の特例の場
合、在学証明書など、
扶養の状況を証明でき
るもの

　中学生までの子や重度の障がいがある方、ひとり親家庭など
で一定の要件に該当する方に医療費の一部を助成します。国保
医療課か各出張所で手続きをしてください。

費 制度成助療医

検診の種類 対象
（年齢は受診日現在）

受診料（自己負担額）
住民税
課税世帯

非課税世帯
か70歳以上

乳がん
（視触診とマ
ンモグラフィー）

40歳以上で昨年度未受
診の女性（２年に１回）

40～49歳＝
1,900円

50～69歳＝
1,600円

40～49歳＝
600円

50歳以上＝
500円

子宮がん
（けい部）

20歳以上で昨年度未受
診の女性（２年に１回）

1,500円 500円

体部検診 ＊医師の判断で行います。 700円 200円
胃がん
（胃バリウム）

35歳以上 1,500円 500円

大腸がん
（便の検査）

40歳以上 700円 200円

肺がん
（胸部レント
ゲン）

40歳以上 40～64歳＝
400円

65歳以上＝
無料

40～64歳＝
100円

65歳以上＝
無料

喀
か く た ん

痰検査 ＊喫煙年数や年齢など
の条件があります。

800円 200円

前立腺がん
（PSA（血液）
検査）

40歳以上で昨年度未受
診の男性（２年に１回）

600円 200円

骨粗しょう症
（腕のＸ線）

40・45・50・55・60・
65・70歳の女性

300円 100円

エキノコックス症 小学３年以上 無料

問合せ
健康推進課
（内線807）

問合せ
国保医療課
（内線663）
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