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健康
検診事業等

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ健康増進課（総合保健センター内） TEL.32-1532
東部保健事務所（椴法華支所内） TEL.86-3033

医師会健診検査センター TEL.43-8801
（平日の午前9時～午後5時）

健康増進課（総合保健センター内） TEL.32-2216

健康増進課（総合保健センター内） TEL.32-2216

健康増進課（総合保健センター内） TEL.32-1532
東部保健事務所（椴法華支所内） TEL.86-3033

がん検診＜予約制＞

骨粗しょう症検診＜予約制＞

健康づくり相談

禁煙相談

検診料の免除

　指定医療機関または集団検診会場で受診できます。
　受診には予約が必要です。指定医療機関や集団検診の日程
は、市のHPでご覧になれます。
　対象は、函館市に住民登録のある下記の方です。

　受診には予約が必要です。
　対象は、函館市に住民登録のある下記の方です。

　次の書類をお持ちの方は、料金が免除されます。受診時にお持
ちください。
⃝後期高齢者医療被保険者証
⃝健康保険高齢受給者証
⃝ 重度心身障害者医療費受給者証
⃝ 世帯全員が非課税世帯であることが確認できる書類（生活保

護世帯を除く）
※ 骨粗しょう症検診のみ生活保護受給者票提示で料金が免除

されます。

　保健師・管理栄養士が健康づくりに関する相談に応じていま
す。
■ 来所相談＜予約制＞
日　時  水曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～正午

■ 電話相談
日　時  月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～午後5時

　保健師が健康相談、呼気中一酸化炭素濃度測定などを行い
禁煙をサポートします。夜間の来所相談（予約制）も行っています
ので、ご相談ください。
■ 来所相談＜予約制＞
日　時  木曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～正午

■ 電話相談
日　時  月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～午後5時

検診名 対象者 内容 料金

胃がん
35歳以上の方
※ 妊娠中は受診

できません。
問診・胃部X線撮
影（バリウム） 1,000円

大腸がん 40歳以上の方 問診・
便潜血検査

1,000円
集団検診会場で受診
の場合500円

肺がん 40歳以上の方
問診・胸部X線間
接撮影・喀痰（か
くたん）検査

X線のみ 100円
X線・喀痰600円

子宮がん
20歳以上の女性
※ 生まれた年の

指定あり。
問診・視診・内診・
細胞診

頸部のみ1,500円
頸部・体部2,200円

乳がん
40歳以上の女性
※ 生まれた年の

指定あり。

問診・マンモグラ
フィ検査（49歳
以下は2方向、
50歳以上は1方
向撮影）

1,800円

検診名 対象者 内容 料金

骨粗
しょう症

検査日に40・45・
50・55・60・65・
70歳の女性

かかとの
超音波検査 500円

最新の情報は左の
二次元コードから
市 HP へアクセスし
て入手してください

〈 広 告 〉
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結核・エキノコックス症・
ウィルス性肝炎検診・風しん抗体検査

感染症の予防 難病の方への療養支援

医療相談窓口

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

医師会健診検査センター TEL.43-8801
（平日の午前9時～午後5時）

保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1547
保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1547

医療安全支援センター TEL.32-1528（専用ダイヤル）

保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1539

保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1539

保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1547

保健予防課（総合保健センター内） TEL.32-1547

エイズ検査＜予約制＞

医療の給付

サポートサービス・相談

感染症の相談窓口

高齢者インフルエンザワクチン接種

高齢者肺炎球菌ワクチン接種

　エイズの血液検査を匿名でどなたでも受診できます。

　結核、インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症に関する相
談に応じています。

　65歳以上の方と60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に重度の障が
いのある方に、期間を定めて実施しています。
※一部自己負担がかかります。

　65歳の方と60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重度の障がいの
ある方に、期間を定めて実施しています。
※ 令和5年度までは、経過措置として各当該年度に65歳、70

歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方が対象
となります。

※一部自己負担がかかります。

検診名 対象者 内容

結核 65歳以上で検診を受ける機
会のない方

胸部
レントゲン撮影

エキノコックス症
小学3年生以上

血液検査

B型・C型
ウイルス性肝炎

風しん抗体検査

過去に風しんにかかったこと
がない方、風しんの予防接種
を受けたことがない方で、次の
いずれかに該当する方。
⃝ 妊娠を希望する女性および

配偶者
⃝ 風しん抗体価が低い妊婦の

配偶者および同居者（母子
健康手帳などを持参してく
ださい）

指定難病の方への医療の給付

難病患者訪問相談

難病患者訪問指導（診療）

難病医療相談会

難病患者サポート教室

ウイルス性肝炎・橋本病重症の方への医療の給付

　原因不明で治療方法が未確立であり、かつ慢性化・長期化す
る指定難病の方に、医療費を補助しています。

保健師等が訪問し、個別の相談、指導、助言等を行います。

通院困難な難病の方に、専門医・保健師・理学療法士等で構
成する訪問指導（診療）班が訪問し、在宅療養に必要な医学的指
導等を行います。

専門医、保健師等で構成する医療相談班による相談会を開
催しています。

主に神経難病で在宅療養をされている方と家族に、リハビリ
の学習会や交流会を開催しています。

　安心して診療が受けられる環境づくりのため医療相談窓口を
開設しています。病院等の医療機関についての疑問や不安など
の相談に応じています。

　ウイルス性肝炎または橋本病重症の方に医療費を補助して
います。
※ 難病のあるお子さんへの給付制度(127ページ参照）もあ

ります。
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市立函館病院の相談・説明コーナー

夜間急病センター

健康増進センター

口腔保健センター

　市立函館病院では、医療やがんに関する相談にお答えするほ
か、検査・治療に関する疑問にお答えするコーナーを設けていま
す。通院・入院されている患者さんやご家族以外の方もご利用い
ただけます。

　健康づくりに関心のある18歳以上の方ならどなたでも、運動
講座やトレーニングマシンの利用ができます。

　内科、小児科、外科の担当医が診察にあたります。
　健康保険証などをお持ちください。

総合相談窓口（なんでも相談コーナー）

検査説明コーナー

がん相談支援センター

　医療福祉制度や医療費などに関する相談にお答えします。

　臨床検査等に関する疑問に専任の臨床検査技師がお答えし
ます。

がん相談

がん体験者によるピアサポート事業

障がい者（児）歯科診療＜予約制＞

妊産婦・成人歯科健診（無料）

幼児歯科健診（フッ素塗布）＜予約制＞

休日救急歯科診療

　がんの治療や検査費用、生活に関することなどの相談にお答
えします。

　患者さんやご家族が抱いている不安や悩みについて、がん患
者・家族会「元気会」会員の皆さんが交代で自らの体験を生かし
た相談を行います。

　心身に障がいがあるため一般の歯科診療所での診療が困難
な方に、歯科診療・口腔ケアを行っています。

　妊産婦と40歳以上の方に、歯周疾患等予防のための歯科健
診を実施しています。

※ なお、令和2年4月1日以降は実施日時等について変更する場
合がありますので、事前に必ずお問合せください。

　満1歳以上から就学前までのお子さんを対象に歯科健診とむし
歯予防薬のフッ素を塗布しています。フッ素塗布料金570円がか
かります。

問合せ

問合せ

健康増進課（総合保健センター内） TEL.32-1511

総合保健センター1階 TEL.56-8148

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
午前の部 ⃝ ⃝ 休

館
日

予約制 ⃝ 予約制 ⃝
午後の部 ⃝ ⃝ 予約制 ⃝ 予約制 ⃝
夜間の部 ⃝ ⃝ ⃝ 貸切 ⃝

場 所  総合保健センター2階　TEL.30-1199
診療科目  内科、小児科、外科
診療時間  午後7時30分～深夜0時30分（年中無休）

場 所  総合保健センター4階
料 金  400円(65歳以上は半額、障がい者は無料）
休 館 日  火曜日・年末年始
使用時間   午前・午後夜間の3つの区分があり曜日ごとに決まっ

ています。
 ※祝日の場合、夜間は休館。

日　時  平日　午前9時～午後3時30分
場　所  同院1階中央採血室横　TEL.43-2000(内線4130)

日　時  平日　午前8時30分～午後5時
場　所  同院2階医療連携課内　TEL.43-2000(内線3289)

日　時  日曜日・祝日・年末年始　午前9時～午後2時

日　時  土曜日（祝日・年末年始を除く）
 午前9時～正午 口腔ケア
 午後2時～5時 歯科診療、口腔ケア

日　時  月・金曜日 午前9時30分～11時
 火曜日 午後1時30分～4時
　　　（祝日・年末年始を除く）
場　所  口腔保健センター

日　時  月曜日 午後1時～3時30分
 水・金曜日 午前9時～11時
　　　（祝日・年末年始を除く）
場　所  月・水曜日 医師会健診検査センター（田家町5-16）
 金曜日 口腔保健センター

日　時  平日　午前8時30分～午後5時15分
場　所  同院1階エントランスホール正面玄関横
 TEL.43-2000(内線4112)

日　時  毎月第4木曜日（祝日は除く）　午後1時～午後3時
場　所  同院1階患者図書室「フオンテ」

TEL.43-2000(内線3289)
 ※ お電話または来院された際に総合案内にて「ピア相談

希望」とお話しください。
健
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