
内 容 
 

身体計測、血圧測定、 
尿検査、血液検査 
（コレステロール、血糖、 
肝機能、尿酸、クレアチ 
ニン）、問診 など 

 

 ① 人間ドック   約 8,000円割引  
 
下記の 7医療機関では、特定健診受診券を持
参して人間ドックを受けると割引されます。
検査内容や費用は、各医療機関にお尋ねくだ
さい。 
 

 

 

 

 
 ② 脳ドック   16,000円で受診できます  
 
脳や脳血管の異常、脳卒中の危険因子を早期
発見、予防する目的で「脳ドック検診」費用
の助成を行っています。同封の「脳ドック検
診のご案内」をご覧下さい。 

 

 ◩ 定期的に医療機関を受診している方  
 
検査結果を持参してください。 
市で、身長・体重・血圧・腹囲を測定します。 
 
◆わかりやすい経年結果表（最大 5年表示）
をお渡しできますので、日々の健康管理に
お役立てください。 

 

 ◩ 職場の検診を受けている方  
 
検診結果を持参してください。 
 
◆わかりやすい経年結果表（最大 5年表示）
をお渡しできますので、日々の健康管理に
お役立てください。 

 
柳川市健康づくり課 
国民健康保険係 ℡77-8506（直通） 

 

 

 

 

  目   的  

 
 

 対 象 者  

 
 

 料   金  

 

 受診方法  

① 施設検診（医療機関） 

期間 … 6月 1日（火）から 12月 28日（火）まで 

場所 … 裏面の上段「施設検診実施機関一覧」のとおり 
  （※市外の医療機関でも受診可能な場合もあります。市へお尋ねください。） 

予約 … 事前に医療機関へ予約してください。 
 

② 集団検診  がん検診の会場で受診。がん検診とセットで受診できます。 

日程・会場 … 裏面の下段「集団検診会場一覧」のとおり 

予約 … 6月 7日（月）から市健康づくり課で予約を受付けます。 
 

◆持っていくもの 

①②ともに 特定健診受診券、被保険者証 

 

 

 

 
 

  

 

特定健診のご案内 

 

 受診の際は感染症対策のため、発熱や咳等自覚症状のある方は受診をお控えください。 

 
※ がん検診とセットで受ければ、人間ドック並み！？費用も最大 2,500円で済みます。 

（胃・肺・乳・子宮・大腸・前立腺） 

詳しくは、裏面および「令和３年度けんしんガイドブック」をご覧ください。 

もっと詳しい検査をしたいという方 特定健診は受けないつもりという方 

問い合せ先 

筑後市立病院（筑後市）、高木病院（大川市）、 

聖マリアヘルスケアセンター（久留米市）、 

ヨコクラ病院（みやま市）、長田病院（柳川市）、 

柳川病院（柳川市）、大牟田市立病院（大牟田市） 

 
 

40 歳～74 歳 

500円 

・柳川市国民健康保険加入者 

・治療中の方も受診できます。 

 

高血圧、脂質異常症、糖尿病などの内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）リスクの早期 

発見と生活習慣の見直しを目的としています。毎年の受診で、健康寿命を延ばしましょう! 

 

（40歳と 63歳になる人は無料です。）  
対象者には、黄色の『無料クーポン受診券』 

をお届けしています。 

 



 

 施設検診実施機関一覧  （柳川市内分） 
 

※みやま市の医療機関を希望される場合は市国保係へお問合せください。 

医療機関名 住 所 電話番号  医療機関名 住 所 電話番号 

石橋医院 新町 54 72-3176 津末医院 三橋町久末 809-1 72-2516 

永江医院 本町 4-2 72-3146 松尾医院 三橋町白鳥 486-1 72-2842 

二宮医院 本町 20-1 73-2600 星子医院 三橋町下百町 201-6 72-0123 

くろだ整形クリニック 大浜町 287-1 72-1111 鎌田クリニック 三橋町高畑 253-1 72-2224 

わたなべ内科クリニック 立石 890 72-1636 柳川すぎ病院 三橋町高畑 263-1 72-7171 

いくしま医院 田脇 754-3 73-3411 川口内科医院 三橋町高畑 293-1 73-2007 

まつなが内科クリニック 鬼童町 49-1 72-5711 やながわ星子クリニック 三橋町柳河 419-6 72-0835 

江頭整形外科医院 本城町 117-6 73-8480 古賀医院 三橋町柳河 815-2 72-2207 

甲斐田医院 西浜武 1073-1 72-3435 柳川ツジ医院 三橋町柳河 867-3 72-1122 

金子病院 久々原 65 73-3407 三橋長田医院 三橋町今古賀 210-2 72-4171 

龍外科医院 宮永町 27-2 72-2100 村石循環器科・内科 三橋町蒲船津 370-1 73-0099 

よこち小児科医院 上宮永町 131-1 72-1800 森田整形外科医院 三橋町藤吉 475-5 72-5679 

長田病院 下宮永町 523-1 72-3501 中川ごうクリニック 三橋町木元 368-5 75-1105 

大城医院 矢留本町 30 73-2427 溝上整形外科医院 大和町塩塚 643-1 76-1234 

益子医院 茂庵町 4 73-2053 内田医院 大和町塩塚 721 76-3003 

藤吉クリニック 中町 18 74-4025 藤野医院 大和町中島 1054-2 76-0011 

弓削クリニック 間 651-1 73-8400 千蔵医院 大和町鷹ノ尾 534-3 76-1854 

（一財）柳川病院 筑紫町 29 72-6171 津留医院 大和町豊原 130-9 74-5099 

つつみ内科・皮ふ形成クリニック 大和町中島 494-5 75-3578 
 

 集団検診会場一覧  （子宮頸がん検診とセット受診することもできます。） 
 

予約開始日は 6/7（月）です。 

検診日毎に予約の締切日を設けています。定員に達した場合は、締切日前でも受付を終了します。 

詳しくは、6月 1日付で全戸に配布する「令和 3年度 けんしんガイドブック」をご覧ください。 
 

実施日 集団検診会場 
予約

締切 
実施日 集団検診会場 

予約

締切 

8/2(月) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 6/18 9 / 1 3 (月 ) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 7/20 

8 /4(水) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 6/18 9/20(月･祝) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 7/20 

8/10(火) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 6/18 9 / 2 1 (火 ) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 7/20 

8/11(水) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 6/18 9/23(木･祝) 大和総合保健福祉センター（まほろばやまと） 7/20 

8/22(日) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 6/18 1 0 / 2 (土 ) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 8/20 

8/23(月) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 6/18 1 0 / 4 (月 ) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 8/20 

9 /6(月) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 7/20 10/10(日) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 8/20 

9 /7(火) 大和総合保健福祉センター（まほろばやまと） 7/20 1 0 / 1 1 (月 ) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 8/20 

9 /8(水) 三橋総合保健福祉センター（サンブリッジ） 7/20 1 1 / 8 ( 月 ) 柳川総合保健福祉センター（水の郷） 8/20 

※ 上記の集団検診会場で受診できるがん検診 

（胃がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診） 

※ がん検診の予約と問い合わせは、健康づくり課健康係まで（℡０９４４－７７－８５３６） 

 

年に１回、健康診断を受けて健康チェック！ 

生活習慣病（心臓病、脳卒中、糖尿病等）予防に役立てましょう！！ 
 


