
【実施期間】　　令和４年９月から１２月まで

【対象となる検診】

【検診日程】 　　必ず事前に予約をお願いします

１　休日
医療圏 医療機関名 検診種目 実施日 時間 対象市町

乳がん

子宮がん

周南 山下ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 子宮がん 11/03 09：00-12：00 下松市

山本医院 子宮がん
09/04、09/11、10/02、11/06、
11/13、12/04、12/11

09：00-12：00 下松市

光市立光総合病院 乳がん 09/11、10/09、11/13、12/11 08：30-11：30
光市・下松市・
上関町・田布施町・
平生町

(医)三生会みちがみ病院 子宮がん 09/18、10/16、11/20 09：00-12：00
光市・下松市・
周南市・田布施町・
平生町・上関町

兼清外科 乳がん 09/04、10/02、11/06、12/04 08：00-12：00
光市・下松市・
周南市・田布施町・
平生町

(医)至誠会梅田病院 子宮がん
09/11、09/25、10/23、10/30、
11/20、11/27、12/18、12/25

13：30-15：30
光市・下松市・
周南市・田布施町・
平生町

光市立大和総合病院 乳がん 10/16 09：00-12：30

光市・下松市・
周南市・柳井市・
田布施町・平生町・
上関町・周防大島町

(医)こうち医院 乳がん 09/11、10/16、11/13 09：00-12：00 周南市・下松市

(医)高杉ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 子宮がん
09/23、10/09、10/10、10/16、
11/06、11/20、 11/23、12/25

09：00-12：00 周南市・下松市

(医)社団諍友会田中病院 子宮がん
09/19、09/25、10/02、10/10、
10/23、10/30、11/03、11/27

09：00-12：00 周南市・下松市

津永産婦人科 子宮がん
09/19、10/30、11/23、12/11、
12/18、12/25

09：00-12：00 周南市・下松市

徳山医師会病院 乳がん 09/04、10/02、11/06、12/04 09：00-12：00 周南市・下松市

柳井市・周防大島
町・上関町・平生町・
田布施町

08：30-12：30柳井 厚生連周東総合病院 11/13

休日・平日夜間がん検診

平日の昼間にがん検診を受診することができない方は、ぜひご利用ください

乳がん検診 乳房エックス線検査（マンモグラフィ）

子宮がん検診 視診、子宮頚部の細胞診及び内診

大腸がん検診 大腸内視鏡検査

市町検診として実施します
（市町が発行する「無料クーポ

ン券」を利用いただけます）
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医療圏 医療機関名 検診種目 実施日 時間 対象市町

山口・防府 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸくまがい 子宮がん 10/09 09：00-12：00 山口市・美祢市

(医)社団曙会佐々木外科病院 乳がん 09/25 09：00-13：00 山口市

とりい脳と女性のｸﾘﾆｯｸ 子宮がん 10/02、12/18 09：30-12：30 山口市・美祢市

(医)同愛会田村産婦人科医院 子宮がん 09/04、10/02、11/06 09：00-12：00 山口市・美祢市

(医)社団向陽会阿知須同仁病院 乳がん 10/16、11/13 08：45-12：00
山口市・宇部市・
美祢市

(医)清仁会林病院 乳がん 09/25、11/06 9：00-12：00 山口市

(医)協愛会阿知須共立病院 乳がん 10/16 09：00-12：00
山口市・宇部市・
美祢市

(医)いちょうの木ｸﾘﾆｯｸ 大腸がん 10/2、12/4 09：00-18：00 -

手山産婦人科 子宮がん 09/04、10/02、11/06、12/04 09：00-12：00 防府市

宇部・小野田 (医)雅美会きわなみ内科ｸﾘﾆｯｸ 大腸がん 09/25、12/11 08：00-11：00 -

乳がん

子宮がん

大腸がん 09/04、10/02 -

(医)いぶき会針間産婦人科 乳がん 10/16 14：00-17：30 宇部市

宇部協立病院 乳がん 09/23、10/10、11/20、12/18 09：00-12：00
宇部市・
山陽小野田市

乳がん 09：00-12：00

子宮がん 09：00-10：30

乳がん 10/16

子宮がん 11/13

美祢市立病院 乳がん 09/04、10/02、11/06、12/04 08：30-11：00 美祢市

美祢市立美東病院 大腸がん 11/13、12/4 09：00-12：00 -

下関 乳がん 09/04、10/02、11/06、12/04 下関市

大腸がん 10/02、11/06 -

(医)正仁会井町産婦人科医院 子宮がん 09/11、10/16、11/13、12/11 09：00-12：00 下関市

乳がん

子宮がん

済生会下関総合病院 子宮がん 10/02、10/16、10/23 09：30-13：30 下関市

(医)社団下関さくらｸﾘﾆｯｸ 乳がん 10/16 09：00-12：00 下関市

すぎはら内科･消化器病ｸﾘﾆｯｸ 大腸がん 09/25、11/13 09：00-12：30 -

(医)社団はりま内科胃腸科医院 大腸がん 10/16、12/04 08：30-13：00 -

(医)広祐会螢ｸﾘﾆｯｸ 大腸がん 09/23、11/23 09：00-12：00 -

(医)社団野口産婦人科医院 子宮がん 09/11、10/23、11/27、12/04 09：00-13：00 下関市

藤野産婦人科医院 子宮がん 09/19 09：00-12：30 下関市

ひらの胃腸科･内科医院 大腸がん 10/16、12/18 12：00-15：00 -

(医)正祥会にしはらｸﾘﾆｯｸ 乳がん 09/04、10/23、11/20、12/18 09：00-12：00 下関市

萩 (医)医誠会　都志見病院 乳がん 10/16 08：30-11：30 萩市・阿武町

長門 厚生連長門総合病院 乳がん 10/02 08：30-10：30 長門市

下関市さいとうﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 09/11、10/23、11/20、12/4 09：00-12：30

吉田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 09：00-13：00

山陽小野田市民病院 11/06

独立行政法人労働者健康安全機構

山口労災病院
09：30-13：30

山陽小野田市・
宇部市・美祢市

宇部市
おのだ放射線科ｸﾘﾆｯｸ 09：00-12：00

09/04、09/19、10/02、10/30、
11/13、11/23、12/04

山陽小野田市
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２　平日夜間
医療圏 医療機関名 検診種目 実施日 時間 対象市町

岩国 (医)錦病院 乳がん 09/15、10/13 18：00-20：00 岩国市・和木町

周南 山下ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 子宮がん 09/12、10/3、12/12 18：00-20：00 下松市

山本医院 子宮がん 09/05、11/07、11/14、12/05 18：00-20：00 下松市

(医)三生会みちがみ病院 子宮がん 09/02、10/05、11/02、12/02 18：00-20：00
光市・下松市・
周南市・田布施町・
平生町・上関町

周南市立新南陽市民病院 乳がん 09/26、10/24、11/14、11/28 17：30-20：00 周南市・下松市

(医)こうち医院 乳がん 10/18、10/19、10/21 18：00-20：00 周南市・下松市

(医)高杉ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 子宮がん 09/07、10/03、11/18、12/16 18：00-20：00 周南市・下松市

(医)社団諍友会田中病院 子宮がん 09/06、10/04、11/04、12/09 17：30-20：00 周南市・下松市

津永産婦人科 子宮がん 09/12、10/24、11/21、12/12 18：00-20：00 周南市・下松市

徳山医師会病院 乳がん 09/07、10/12、11/09、12/07 17：30-20：00 周南市・下松市

山口・防府 (医)社団向陽会阿知須同仁病院 乳がん 10/25 18：00-20：00
山口市・宇部市・
美祢市

(医)協愛会阿知須共立病院 乳がん 11/15 17：30-19：30
山口市・宇部市・
美祢市

手山産婦人科 子宮がん 09/07、10/05、11/02、12/07 18：00-20：00 防府市

宇部・小野田 子宮がん

乳がん

宇部協立病院 乳がん 09/22、10/27、11/24、12/22 17：30-20：00
宇部市（12/22以外）・
山陽小野田市

下関 さいとうﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 子宮がん 09/27、10/25、11/29、12/13 18：00-20：00 下関市

済生会下関総合病院 子宮がん 10/03、10/06、10/14、10/26 18：00-20：00 下関市

(医)社団下関さくらｸﾘﾆｯｸ 乳がん 09/02、10/03、11/01、12/02 17：30-19：30 下関市

(医)社団野口産婦人科医院 子宮がん 09/27、10/18、11/08、12/13 18：00-20：00 下関市

藤野産婦人科医院 子宮がん 09/02、10/03、11/01、12/02 18：00-20：00 下関市

おのだ放射線科ｸﾘﾆｯｸ 09/02、10/14、11/11、12/09 18：00-20：00 宇部市
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