
★11月の各種検診日程★
・検診前の検温、体調確認のご協力をお願いします。
・マスクの着用は個人の判断となりますが、重症化リスクの高い人（高齢者、基礎疾患のある人、妊婦）に
　感染を広げないために、検診時のマスク着用についてご協力をお願いします。
・年度内に同じ検診を複数回受けた場合は、2回目以降全額自己負担となります（妊婦健診のHPV検査含む）。
・各がん検診には標準的な受診間隔があります。
　その間隔に当てはまらない場合、受診をお断りすることがあります。

胃がん検診（要予約）
◆対象：40歳以上（昭和59年4月1日以前生まれ）
◆予約先：浜田市　健康医療対策課　☎25－9311
　　　　　又は各支所市民福祉課
※インターネットからの申込はこちらから→→→

実施日 受付時間
8：00～11：00
13：00～14：00
9：00～10：45 石見まちづくりセンター 浜田
13：15～13：45 黒沢まちづくりセンター
14：15～15：30 岡見まちづくりセンター
8：00～8：15 田橋児童館
9：00～11：15 長浜まちづくりセンター
13：30～14：30 福井集会所

◆注意
・午前に受診する場合、検査前日夜9時以降は絶食です。
・午後に受診する場合、受診6時間前までに必ず食事を済ませてください。
・受診2時間前までは、薬の内服やコップ1杯程度の飲水は構いません。
・避けたほうが良い食品
　…肉類、貝類、天ぷら、ラーメン、ねり製品、こんにゃく、海藻類、きのこ、いも　など
・今までバリウムを飲んでショックまたはアレルギーを起こしたことがある人、
　腸閉塞になったことがある人、病気のため水分摂取制限がある人は検査できません。

会場名
11月12日（日）

休日検診 浜田市役所 浜田

11月22日
（水） 三隅

11月30日
（木）

浜田



結核肺がん検診（予約不要）
◆対象：40歳以上（昭和59年4月1日以前生まれ）
◆事前に問診票をご記入の上、受診してください。

実施日 受付時間
8：30～8：45 大麻まちづくりセンター
9：05～9：15 陽光台集会所
9：30～9：40 門田地区公民館

10：00～10：15 ＪＦしまね浜田支所津摩出張所
10：30～11：10 周布まちづくりセンター
11：35～11：50 日脚児童館
13：15～13：30 長浜商港会館
13：45～14：20 長浜まちづくりセンター
14：50～15：00 一の瀬集会所
15：15～15：35 美川まちづくりセンター
8：00～11：00
13：00～14：00
9：00～9：10 国府まちづくりセンター有福分館
9：25～9：35 大垰口バス停（大金町）
9：50～10：10 順興寺前
10：25～10：50 上府三宅集会所
13：00～13：10 久代公民館
13：20～13：30 国分自治会館
13：50～14：10 JFしまね浜田支所国府出張所
14：20～15：00 国府まちづくりセンター
9：00～9：10 後野８町内公民館
9：25～9：35 後野４町内公民館
9：50～10：00 石見まちづくりセンター佐野分館
10：15～10：25 石見まちづくりセンター宇津井分館
10：45～10：55 河内集会所
13：00～13：10 浜田ビューティーカレッジ
13：25～13：40 緑ヶ丘相談室
14：00～14：15 靴のまつむら駐車場
9：00～9：10 長見町２町内公民館
9：20～9：30 石見まちづくりセンター長見分館

10：00～10：10 西岡公民館
10：20～10：30 石見まちづくりセンター細谷分館
10：50～11：00 三階町東岡公民館
11：20～11：30 浜田市総合福祉センター
13：00～13：10 竹迫４町内集会所
13：35～14：15 石見まちづくりセンター
8：30～8：45 福井集会所
9：05～9：25 石原集会所
9：45～9：55 田橋児童館

10：25～10：35 浜田年金事務所
10：55～11：05 桜ヶ丘警察官宿舎横
11：15～11：30 長沢2町内児童館
13：00～13：15 二反田団地集会所
13：30～13：45 生湯4町内会集会所
14：00～14：15 生湯3町内公民館
14：30～14：40 めさまし食堂看板前
9：00～9：15 琵琶町集会所
9：30～9：45 紺屋町　ふれあい広場

10：00～10：45 浜田市役所
11：00～11：15 医師会館前
11：30～11：45 ジョイプラザ
13：00～13：15 瀬戸見文化センター
13：30～14：00 浜田合同庁舎
14：30～14：45 瀬戸ヶ島集会所

会場名

11月15日
（水）

浜田

11月16日
（木）

浜田

11月24日
（金）

浜田

11月27日
（月）

浜田

11月29日
（水）

浜田

11月10日
（金）

浜田

11月12日（日）
休日検診

浜田市役所 浜田



子宮頸がん検診（要予約）
【検診車で受ける場合】
◆対象：20歳以上（平成16年4月1日以前生まれ）の女性
◆予約先：浜田市　健康医療対策課　☎25－9311
　　　　　又は各支所市民福祉課
※インターネットからの申込はこちらから→→→

実施日 受付時間
9：00～9：15 大麻まちづくりセンター
9：55～10：25 周布まちづくりセンター
10：40～11：00 津摩児童館
13：00～13：15 長浜商港会館
14：00～14：30 浜田市役所

【医療機関で受ける場合】
◆対象：20歳以上59歳まで（昭和39年4月2日～平成16年4月1日生まれ）の女性
◆予約先：各医療機関へご予約ください。

予約受付時間 8：30～12：00／14：00～17：00
電話28-7700
5月1日（月）～令和6年2月29日（木）
予約開始日 令和5年4月17日（月）
予約受付時間 10：00～
実施日 毎週月曜日～金曜日
受付9：00～9：30   検査時間10：00～

乳がん検診（要予約）
◆対象：40歳以上（昭和59年4月1日以前生まれ）の女性で2年に1回の受診間隔の人
◆注意：次に該当する人は、検査ができません。
　ペースメーカー装着者／妊娠中・授乳中の人／豊胸手術実施者／水頭症のためVPシャントをしている人／
　乳房手術後1年以内の人／卒乳後6か月未満の人

【検診車で受ける場合】
◆予約先：島根県環境保健公社　☎0570-085-111（音声案内後③を押す）
◆予約受付時間：平日8：30～12：00／13：00～17：15

実施日 受付時間 予約受付開始日

 9：00～11：30
13：00～15：00
 9：00～11：30
13：00～15：00

【医療機関で受ける場合】
◆予約先：浜田医療センター内健診センター　☎28-7700
◆予約受付時間：10：00～

5月1日（月）～令和6年2月29日（木）
毎週　火・木・金　　
受付　14：30～15：00　　検査時間　15：00～17：00

実施場所 浜田医療センター内　健診センター

実施期間

会場名

会場名

江木医院
（片庭町）
予約必要

電話22-1181
5月1日（月）～令和6年2月29日（木）

浜田医療
センター内
健診セン

ター
（浅井町）
予約必要

11月28日
（火）

浜田周布まちづくりセンター

浜田市役所

11月6日
（月）

浜田

11月5日（日）
休日検診 浜田

10月2日
（月）



大腸がん検診 
◆対象：40歳以上（昭和59年4月1日以前生まれ）
◆申込　必要
◆申込方法　
・申込期間中にいずれかの会場の専用ボックスに、受診票を提出してください。
　（受診票は、申込期間が近づいたら各会場にも設置します）
・後日、自宅に検査容器を郵送します。
・4月の広報と一緒に配付した各種健（検）診日程表の7ページの受診票もご活用ください。
＊グループや事業所での取りまとめも可能です。ご相談ください。
＊浜田地域はR6年1月の申込期間を予定しています。
＊会場によってはその場で検査容器をお渡しすることもあります。

申込期間 検査容器送付時期

金城支所市民福祉課
久佐まちづくりセンター
今福まちづくりセンター
美又まちづくりセンター
雲城まちづくりセンター
波佐まちづくりセンター
小国まちづくりセンター
旭支所市民福祉課
木田生活改善センター
和田まちづくりセンター
都川高齢者活動促進センター
市木生活改善センター
弥栄支所市民福祉課
杵束まちづくりセンター
三隅支所市民福祉課
三隅まちづくりセンター
白砂まちづくりセンター
三保まちづくりセンター
井野まちづくりセンター
岡見まちづくりセンター
黒沢まちづくりセンター

会場名

11月1日(水)
～11月10日(金)
※開館時間を
お確かめくださ
い。

金城

旭

11月13日（月）
～11月21日
（火）
※開館時間を
お確かめくださ
い。

弥栄

12月初旬
三隅

11月下旬


