
19

18

がん検診 ～あなたが受ける検診を確認しましょう～ 〈お問い合わせ先〉健康づくり推進課  21-3300
� IP電話 050-5528-5180

年齢 該当の生年月日 各種節目検診
40歳 昭和58年4月1日～昭和59年3月31日生 歯 骨 肝
45歳 昭和53年4月1日～昭和54年3月31日生 骨
50歳 昭和48年4月1日～昭和49年3月31日生 CT 歯 骨 前
55歳 昭和43年4月1日～昭和44年3月31日生 CT 骨 前
60歳 昭和38年4月1日～昭和39年3月31日生 CT 歯 骨 前
65歳 昭和33年4月1日～昭和34年3月31日生 CT 骨 前
70歳 昭和28年4月1日～昭和29年3月31日生 CT 歯 骨 前
75歳 昭和23年4月1日～昭和24年3月31日生 CT

CT：胸部CT検診　歯：歯周疾患検診　骨：骨粗しょう症検診（女性のみ）　肝：肝炎ウイルス検診　前：前立腺がん検診

※表2 節目年齢早見表（年齢は、令和6年3月31日現在の年齢です。）

種類 対象年齢
（令和6年3月31日までに到達する年齢が基準）

検診内容 自己負担金
（　）内は65歳以上の自己負担金 申込方法・注意事項

胃がん検診
＊�集団検診または医療機関検診の
　どちらかを選択
＊�令和4年度に内視鏡検査を受けたかた
は胃がん検診を受診できません。

50歳以上

[集団検診] 胃部Ｘ線検査
（バリウム検査）

1,400円（500円）
検診費用 4,950円

令和5年4月10日（月）〜4月28日（金）必着
健康カレンダー内P27の申込書でお申し込みください。
※案内通知の対象のかた（※表1）は、通知が届いてからお申し込みくだ
   さい。

※定員に満たない検診については、今後の市報で再度募集いたします。

[医療機関検診] 胃内視鏡検査 3,200円（1,600円）
検診費用 16,038円

大腸がん検診 40歳以上 便潜血反応検査
500円（200円）

★60歳（令和6年3月31日現在）のかたは
自己負担金が無料です。

検診費用 1,760円

乳がん検診 30歳以上 年齢によりマンモグラフィ検査や
超音波検査を実施 ※表3 年齢により異なります ※表3

子宮頸がん検診
＊�集団検診または医療機関検診の
　どちらかを選択

20歳以上

[医療機関検診] 内診・細胞診
（医師の指示があった場合のみ

子宮体部の検診を実施）

〈頸部のみ〉
2,300円（800円）検診費用 8,146円

〈頸部+体部〉
3,800円（1,200円）検診費用 13,070円

[集団検診] 内診・細胞診
（子宮頸部のみの検診）

1,300円（400円）
検診費用 4,621円

令和5年6月28日（水）午前9時〜6月30日（金） 電話で申し込み。
※定員（1000人）になり次第、締め切ります。

乳がん・子宮頸がん
同日検診（集団検診） 30〜59歳

乳がん検診  年齢によりマンモグラ
フィ検査や超音波検査を実施 ※表3

〈超音波検査＋子宮頸がん検診〉
2,200円  検診費用 9,652円

〈マンモグラフィ＋超音波検査＋子宮頸がん検診〉
3,100円  検診費用 12,952円

令和5年5月24日（水）午前9時〜5月26日（金） 電話で申し込み。 
※定員（320人）になり次第、締め切ります。

子宮頸がん検診  内診・細胞診

肺がん検診

胸部CT検診 50歳以上 胸部の断層撮影
節目年齢のかた ※表2 1,000円
節目年齢以外のかた 3,500円

 検診費用 10,010円

【節目年齢のかた】 
案内通知を送付しますので、申込方法の詳細は通知でご確認ください。
 ・50・55・60・65・70歳のかた：4月上旬に通知します。
・75歳のかた：6月下旬に通知します。

【節目年齢以外のかた】 
令和5年7月20日（木）午前9時〜7月31日（月） 電話で申し込み。
※定員（300人）になり次第、締め切ります。

喀痰検査

血痰がなく、
50歳以上で
喫煙指数
600以上のかた

痰の検査（細胞診） 1,000円（300円）
検診費用 3,476円

令和5年6月1日（木）〜12月22日（金） 保健センター窓口で申し込み。
※完全予約制で実施する「集団健診」、「胸部レントゲン検査」、「胸部CT検診」を
　受診されるかたは、検診当日に申し込みが可能です。
※喫煙指数＝1日のたばこの本数×年数

胸部レントゲン検査
（結核・肺がん検診） 65歳以上 胸部X線間接撮影

※集団健診会場での受診
無料

検診費用 1,958円

詳しい予約方法は5月5日号市報をご覧ください。
※健康診査のお申し込みをしたかたは予約不要（集団検診会場で受診できます）
※今年度、胸部CT検診を受診する場合は、胸部レントゲン検査は必要ありません。

がん検診など一覧表

対　象　年　齢 検査内容 自己負担金

30～39歳 超音波検査  900円
検診費用 3,300円

40～59歳
昨年度市の検診でマンモグラフィを受けたかた 超音波検査  900円

検診費用 3,300円

上記以外のかた マンモグラフィ＋超音波検査 1,800円
検診費用 6,600円

60～65歳
昨年度市の検診でマンモグラフィを受けたかた 超音波検査  900円 ＊65歳300円

検診費用 3,300円上記以外のかた マンモグラフィ

66歳以上のかたは、2年に1回の検診（マンモグラフィ）になります。  300円
検診費用 3,300円

※表3 乳がん検診自己負担金

無料クーポン券によるがん検診
対象者には6月上旬に案内通知を送ります。
通知が届くまで、該当するがん検診のお申し
込みはお待ちください。

無料クーポン券の種類 対象者の生年月日
子宮頸がん検診 平成14年4月2日～ 平成15年4月1日 生

乳がん検診 昭和57年4月2日～昭和58年4月1日 生

※表1 がん検診の案内通知・申し込み方法
下記をご覧になり、がん検診をお申し込みください。

２　上記１以外のかた
下記のいずれかの方法でお申し込みください。

（１）健康カレンダー内Ｐ27の申込書に必要事項を記入し、健康づくり推進課へ申し込む
（２）郵便はがきに必要事項[①氏名、②生年月日、③住所、④電話番号、⑤希望する検診内容]   
　  を記入し、健康づくり推進課へ申し込む

１　市から自動的に案内通知が届くかた（通知時期：4月上旬）

（１）令和4年度中に胃・大腸・子宮・乳がん検診のいずれかを受けたかた
（２）45・50・55・60・65・70歳（令和6年3月31日現在）のかた
（３）25・35歳女性（令和6年3月31日現在）のかた
　　

生活保護受給者のかた・ご本人を含む世帯全員が市県民税非課税のかた
事前申請により自己負担金が無料となります（前立腺がん検診を除く）。
ただし、胸部CT検診は、節目年齢 ※表2のかたのみ申請できます。
詳細は、実施通知書をご覧ください。

がん治療を受けているかたへ
ウイッグ等の購入・レンタル費用の助成を行っています。
１ 助成の内容（助成の対象となるかた）
　 申請日から過去1年以内に購入又はレンタルをした以下の経費が対象です。
　 ①ウイッグ購入費及びレンタル料（がんの治療を受けたかた又は受けているかた）
　 ②乳房補整具購入費及びレンタル料（乳がんの手術を受けたかた）
　 ③福祉用具購入費及びレンタル料（39歳以下のがん患者又は3親等以内の親族）
　   （介護保険の適応となる福祉用具に限ります）

2 助成額
　 上記①～③の項目それぞれ、1人1回までで、購入費用の1／2（上限3万円）
　 詳しい内容は、ホームページをご覧ください。

種類 対象年齢
（令和6年3月31日までに到達する年齢が基準）

検診内容 自己負担金
（　）内は65歳以上の自己負担金 申込方法・注意事項

前立腺がん検診
【集団健診会場での実施】 50歳以上 血液検査

2,409円
＊節目年齢のかた（※表2）は受診後、
申請により1,300円を助成します。

検診費用 2,409円

詳しい予約方法は5月5日号市報をご覧ください。
※集団健診のお申し込みをしたかたは予約不要

肝炎ウイルス検診
【集団健診会場での実施】

40歳以上で過去に
肝炎ウイルス検診
を受けたことがな
いかた

血液検査

C型・B型　800円　検診費用 3,252円

C型のみ　700円　検診費用 2,272円

B型のみ　200円　検診費用 1,260円
（40歳のかたは無料）

詳しい予約方法は5月5日号市報をご覧ください。
※集団健診のお申し込みをしたかたは予約不要

骨粗しょう症検診
40・45・50・55・
60・65・70歳の
女性※表2

X線による骨密度の測定 1,100円
検診費用 3,960円

[実施日]令和5年9月26日（火）、12月19日（火）、令和6年1月24日（水）
[申込方法]令和5年8月1日（火）〜8月31日（木）の間に電話で申し込み。

歯周疾患検診 40・50・60・70歳
※表2

歯周疾患の状況、むし歯の有無、
歯石の有無などの検査

500円
検診費用 5,126円 〜令和6年1月31日（水）までに電話で申し込み。

すべての検診は申し込みが必要（予約制）となります。


