
日本通運健康保険組合
２０１7年度　婦人科検診　健診機関リスト（北海道） 2017年9月1日現在

乳がん検診：健保補助6,000円（上限）、子宮がん検査4,000円（上限）　本人負担残額
※乳がん検診はマンモグラフィまたは乳房エコーいずれか一方に健保補助適用。
※健診機関の事情により、掲載情報が変更になる場合があります。 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア健診予約受付センター
※料金設定のない検診項目については、健診を実施しておりません。 　TEL　0800-170-6002（フリーコール）

都道府県 市区町村 コード 健診機関名 所在地
マンモグラフィ

1方向
マンモグラフィ

２方向
曜日 乳房エコー 曜日

女性医師
技師対応

子宮頸部細胞診
（医師採取）

曜日
女性医師
技師対応

北海道 札幌市 010005 船員保険　北海道健康管理センター 北二条西1-1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ5F ¥4,320 ¥6,480 月火水木金土 ¥4,860 月火水木金土 ● ¥3,240 月火水木金土 ●

北海道 札幌市 010007 一般社団法人　日本健康倶楽部北海道支部 北7条西4-1-2 KDX札幌ﾋﾞﾙ9F ¥4,320 ¥5,400 ¥3,780 ● ¥3,780 ●

北海道 札幌市 010014 公益財団法人　北海道労働保健管理協会健診センター診療所 本郷通3丁目南2-13 ¥5,400 ¥7,020 月金 ¥5,400 月金 ● ¥3,240

北海道 札幌市 010015 医療法人社団明生会　イムス札幌消化器中央総合病院 八軒2条西1-1-1 ¥4,320 ¥4,320 月水金

北海道 札幌市 010017 医療法人新産健会　スマイル健康クリニック 月寒東2条16-1-96 ¥5,451 ¥4,423 月火水木金土 ● ¥11,124 月火水木金

北海道 札幌市 010021 公益財団法人　北海道対がん協会　札幌がん検診センター 北26条東14-1-15 ¥5,150 ¥6,180 月火水木金土 ¥4,120 月火水木金土 ● ¥4,940 月火水木金土 ●

北海道 札幌市 010022 公益財団法人　パブリックヘルスリサーチセンター　北海道支部　札幌商工診療所 南1条西5-15-2 ¥5,724 ¥5,076 ● ¥3,564

北海道 札幌市 010023 医療法人社団　明日佳　札幌健診センター 南10条西1-1-30 ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌5F ¥5,400 ¥6,480 月火水木金土 ¥7,020 月火水木金土 ● ¥3,240 水金土

北海道 札幌市 010024 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院 大谷地東1-1-1 ¥4,320 ¥4,320 月火水木金 ¥3,240 月火水木金 ¥3,240 月火水木金

北海道 札幌市 010026 医療法人　徳洲会　札幌東徳洲会病院 東区北三十三条東14-3-1 ¥7,200 火水木金 マンモ２に含む 火水木金 ●

北海道 札幌市 010034 社会医療法人社団カレスサッポロ　時計台記念病院 北一条東1-2-3 ¥4,430 ¥4,430 ¥4,940

北海道 札幌市 010039 公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協札幌病院 菊水四条1-9-22 ¥5,400 ¥4,320 ¥3,456

北海道 札幌市 010040 ＪＣＨＯ札幌北辰病院　健康管理センター 厚別中央二条6-2-1 ¥6,930 ¥6,930 水 ¥6,930 水

北海道 札幌市 010204 公益財団法人北海道結核予防会　札幌複十字総合健診センター 北8条西3-28 札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ5階 ¥5,616 ¥6,631 月火水木 ¥4,903 月火水木

北海道 札幌市 010230 社会医療法人禎心会　さっぽろ北口クリニック 北七条西2-8-1 札幌北ﾋﾞﾙ2F ¥5,400 ¥4,320 月火水木金土

北海道 札幌市 010231 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 北三十三条東1-3-1 ¥5,400 ¥4,320 月火水木金 ¥4,320 月木

北海道 函館市 010052 公益社団法人函館市医師会　函館市医師会病院 富岡町2-10-10 ¥5,184 ¥3,240 月水木 ¥3,240 月火水木金

北海道 函館市 010053 社会福祉法人　函館厚生院函館中央病院 本町33-2 ¥3,960 ¥6,120 月火水木金土 ● ¥5,940 月火水木金土 ●

北海道 函館市 010054 社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 五稜郭町38-3 ¥7,020 ¥6,480

北海道 函館市 010061 函館赤十字病院 堀川町6-21 ¥6,400 ¥6,900 ● ¥3,572

北海道 小樽市 010063 社会福祉法人　北海道社会事業協会　小樽病院 住ﾉ江1-6-15 ¥5,400 ¥3,240 ¥5,940

北海道 小樽市 010065 医療法人　ひまわり会　札樽病院 銭函3-298 ¥6,480 ¥5,400 月

北海道 小樽市 010066 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　北海道済生会小樽病院 築港10-1 ¥5,400 ¥3,000 水

北海道 旭川市 010069 医療法人社団慶友会　吉田病院 4条西4-1-2 ¥6,380 ¥6,810 月火水木金 ¥5,840 月火水木金 ●

北海道 旭川市 010070 旭川赤十字病院 曙一条1-1-1 ¥4,000 ¥6,000 月火水木金 ¥2,000 月火水木金

北海道 旭川市 010073 市立旭川病院 金星町1-1-65 ¥8,540 ¥6,937 月火水木金 ¥4,260 月火水木金

北海道 旭川市 010074 医療法人　元生会　森山病院 8条通6-左10 ¥4,320 ¥3,240 月火水木金 ●

北海道 旭川市 010075 公益財団法人　北海道対がん協会　旭川がん検診センター 末広東二条6-6-10 ¥5,150 ¥6,180 月火水木金土 ¥4,120 月火水木金土 ● ¥4,940 月火水木金土

北海道 室蘭市 010081 社会医療法人　母恋　日鋼記念病院 新富町1-5-13 ¥5,400 ¥6,480 金 ¥5,500 月火水木金

北海道 釧路市 010093 社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院 愛国191-212 ¥5,400 ¥3,780 月火水木金 ● ¥5,400 月

北海道 釧路市 010095 公益財団法人　北海道対がん協会　釧路がん検診センター 愛国東2-3-1 ¥5,150 ¥6,180 月火水木 ¥4,940 月水木

北海道 帯広市 010097 公益財団法人　北海道医療団　帯広第一病院 西4条南15-17-3 ¥5,508 ¥7,290 ¥4,860 ●

子宮がん検診
子宮がん検診の料金に(*)マークがついているものは、
子宮頸部細胞診以外の検査項目が含まれています。

乳がん検診
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北海道 帯広市 010099 社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院 東5条南9-2 ¥8,440 ● ¥7,820 月火水木金

北海道 北見市 010200 医療法人社団公和会　中村記念愛成病院 高栄東町4-20-1 ¥4,860 月水金 ¥5,400 月火水木金土

北海道 北見市 010222 北見レディースクリニック 大通東2-11-1 ¥3,780 月火水木金

北海道 網走市 010115 ＪＡ北海道厚生連　網走厚生病院 北6条西1-9 ¥9,115 ¥9,115 月火木 ¥6,718 月火木

北海道 留萌市 010117 留萌市立病院 東雲町2-16-1 ¥5,940 ¥5,400 月火水木金

北海道 苫小牧市 010124 医療法人社団養生館　苫小牧日翔病院 矢代町2-9-13 ¥4,320 ¥3,780 ¥3,780

北海道 紋別市 010220 広域紋別病院 落石町1-3-37 ¥13,567 ¥13,567 火水木 ¥10,450 火水木

北海道 士別市 010131 士別市立病院　士別市成人病健診センター 東11条5-3029-1 ¥3,600 ¥5,650 月水金 ¥3,940 月水金

北海道 根室市 010135 市立根室病院 有磯町1-2 ¥6,788 ¥17,085 月火水木

北海道 千歳市 010136 市立千歳市民病院 北光2-1-1 ¥8,200 ¥7,640(*) 月火水木金

北海道 砂川市 010147 砂川市立病院 西4条北3-1-1 ¥5,600 ¥6,600 月火木金 ¥5,300 月火木金

北海道 富良野市 010150 社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 住吉町1-30 ¥8,320 ¥6,600 月火水木金

北海道 上磯郡 010213 木古内町国民健康保険病院 木古内町本町710 ¥6,000 ¥5,300 金 ● ¥5,900 火

北海道 紋別郡 010175 ＪＡ北海道厚生連　遠軽厚生病院 遠軽町大通北3-1-5 ¥8,446 ¥8,446 月火水木金 ¥8,640(*) 月水木金

北海道 浦河郡 010180 浦河赤十字病院 浦河町東町ちのみ1-2-1 ¥9,115 ¥10,195 月火水木金 ¥8,769 月火水木金 ¥6,717 月火水木金

北海道 日高郡 010181 医療法人静仁会　静仁会静内病院 新ひだか町静内こうせい町1-10-27 ¥5,400 ¥5,400 月
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