
① がん検診等受診券（ピンク） 

がん検診の受け方 
 

①希望する検診項目を決める。 

★がん検診は皆野町に住所があれば受けられます。 

★特定健診と同時に受診することもできます。 

 

②皆野病院に直接電話（☎62-6300）で予約する 

 

 

【持ち物】  検診費用：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健診・がん検診等の受診期間】 

令和 5 年３月３１日（金）まで 

★11月以降は例年混み合います。受診はお早めに。 

 

 

 

特定健診・がん検診のご案内 
国民健康保険加入の 40～74歳のかたにお送りしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町民生活課 保険年金担当 ☎62-1232 

健康こども課 健康づくり担当 ☎62-1288 

 

 

無料で受けることができる 

検診項目に◯がついています。 

この中からご希望の検診を 

ご予約ください。 

➁ 保険証 

③ 皆野病院に予約後、病院から自宅に届く書類等 



★受診前に 

「特定健康診査受診票」 

の赤枠で囲まれた部分 

をご記入ください。 

特定健診の受け方 
（皆野町は個別健診となります） 

① 医療機関を選ぶ。（下記医療機関一覧の中から選ぶ。） 

※人間ドックとの併用はできません。 

 

② 医療機関に直接電話で予約する。 

 

【持ち物】  健診費用：無料 

① 特定健康診査受診券（白） ② 特定健康診査受診票 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保険証 

 

 

〈特定健診が受けられる医療機関一覧〉 

医療機関名 住    所 電話番号 

金子医院 秩父郡皆野町 大字皆野 1168 62-0039 

清水病院 秩父郡皆野町 大字皆野 1390-2 62-0067 

松本医院 秩父郡皆野町 大字三沢 1752-3 65-0004 

みなの整形外科医院 秩父郡皆野町 大字皆野 1930-8 63-1616 

みなのハートクリニック 秩父郡皆野町 大字皆野 2474-1 62-7878 

皆野病院 秩父郡皆野町 大字皆野 2031-1 62-6300 

あいおいクリニック 秩父市 相生町 9-14 26-7001 

浅海医院 秩父市 荒川日野 212 54-1182 

あさひ診療所 秩父市 本町 1-2 21-5001 

新井医院 秩父市 下吉田 3814 77-0006 

あらいクリニック 秩父市 本町 1-18 25-2711 

 

石塚クリニック 秩父市 大野原 3331-1 22-6122 

石塚内科胃腸科医院 秩父市 下影森 765-4 24-5010 

井上医院 秩父市 東町 11-9 22-0141 

内田医院 秩父市 本町 8-6 21-1500 

大谷津医院 秩父市 阿保町 10-8 22-6329 

片田医院 秩父市 下影森 170 22-1801 

金子クリニック 秩父市 山田 2704-1 21-7270 

倉林外科胃腸科医院 秩父市 黒谷 305-2 23-0968 

クリニック公園ばし 秩父市 中村町 4-9-22 53-8860 

健生堂医院 秩父市 東町 28-5 22-0270 

五野上医院 秩父市 大野原 1058 22-1587 

近藤医院 秩父市 日野田町 1-9-30 22-0043 

関根医院 秩父市 日野田町 2-19-27 23-0777 

高橋内科クリニック 秩父市 中村町 3-3-36 27-0155 

秩父市大滝国民健康保険診療所 秩父市 大滝 925 55-0341 

秩父生協病院 秩父市 阿保町 1-11 23-1300 

秩父第一病院 秩父市 中村町 2-8-14 25-0311 

秩父脳外科内科クリニック 秩父市 永田町 2-17 21-2330 

秩父病院 秩父市 和泉町 20  22-3022 

蓮沼医院 秩父市 熊木町 17-15 21-5526 

松本クリニック 秩父市 日野田町 2-2-30 22-3000 

三上医院 秩父市 中町 19-1 22-0391 

三上医院 秩父市 荒川上田野 1659-2 54-1007 

水野医院 秩父市 山田 2024-1 22-3315 

本強矢整形外科病院 秩父市 下影森 871-1 24-7615 

山田クリニック 秩父市 大野原 370-3 21-7388 

荒舩医院 秩父郡横瀬町 大字横瀬 5850 24-0160 

ヨコゼ診療所 秩父郡横瀬町 大字横瀬 4346 23-3311 

松田医院 秩父郡横瀬町 大字横瀬 4376-1 22-0802 

倉林医院 秩父郡長瀞町 大字長瀞 1355-2 66-0387 

長瀞医新クリニック 秩父郡長瀞町 大字岩田 587 66-1000 

南須原医院 秩父郡長瀞町 大字本野上 174-3 66-2038 

小鹿野中央病院 秩父郡小鹿野町 小鹿野 300 75-2332 

鈴木内科眼科クリニック 秩父郡小鹿野町 小鹿野 327-1 72-7072 

堤医院 秩父郡小鹿野町 両神薄 1290 79-0501 

原医院 秩父郡小鹿野町 両神薄 228-2 72-8088 

本間医院 秩父郡小鹿野町 小鹿野 399 75-0020 

横田内科呼吸器科クリニック 秩父郡小鹿野町 小鹿野 473 72-7447 

★土曜日や 18：00以降に健診を受けられる医療機関もあります。 

★保険証が「国民健康保険」から変わった場合は、特定健診が受けられませんのでご注意ください。 

★特定保健指導が 

無料で受けられます。 


