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平成21年度各種検診を実施します。
　８月より各種検診を実施します。ご自分の健康を守るために積極的に受診しましょう。
　なお、検診に必要な受診録、検査容器などは８月上旬に配布します。届かない場合や転入された方などで受
診を希望される方は、国保年金課、健康増進課または、高齢福祉課までお電話ください。

◆一般の検診

健診項目
対象者

（平成22年３月31日までに
対象年齢に達する方）

内　　　　　　　容

集団健診
（会場：各住民セン
ター保健センター等）

施設健診
（会場：指定医療機関）

料金（円） 料金（円）

特定健診
40歳～74歳のすべての方
（ただし、受診する日が74
歳である方を含みます。）

問診、身体測定、血圧、尿検査、血液検査
※心電図、眼底、貧血検査は国保被保険者の方
のみが対象となります。

2,600円
（生活機能評価健診
を同時に実施した
場合1,200円）

3,200円
（生活機能評価健診
を同時に実施した
場合1,460円）

肺がん及び結核検診 40歳以上 胸部Ｘ線間接撮影
※妊娠中の方は受診しないでください。 無料

肺がん検診
40歳以上で※喫煙指数が
600以上又は過去６か月以内
に血痰があり、痰の出る方

かく痰細胞診（３日間）
※喫煙指数
　１日に吸うたばこの本数×吸っている年数

1,000円（注）

胃がん検診 30歳以上

胃Ｘ線間接撮影（バリウムによる胃の透視）
※バリウム誤嚥防止のため次の方は医療機関で
の受診をお勧めします。

◎現在胃の治療中または過去に胃の手術を受けた方
◎肺、気管支、喉の病気や手術をした方
◎食物の飲み込みが悪くむせる等の症状がある方
◎脳卒中の既往のある方
◎大腸の手術を受けた方

1,300円（注）

大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査（２日間）送付された容器に自宅で便
を採って提出する検査です。 500円（注）

肝炎ウイルス検診 40歳～70歳で肝炎ウイルス
検診を実施していない方 血液検査（C型肝炎検査、B型肝炎検査） 500円（注）

前立腺がん検診 50歳～69歳の男性 血液検査（PSA検査） 700円（注）

健康診査
①30歳～39歳、
②昭和９年８月１日～
　昭和10年３月31日生まれ
③生活保護世帯の方

問診、計測、血圧、尿検査、血液検査、心電図、
眼底 2,600円（注）

生活機能評価健診
65歳以上の方に実施した生
活機能アンケート結果に基
づき実施

問診、身体測定、血圧、尿検査、血液検査、心
電図 無料 無料

長寿医療
（後期高齢者医療）

健康診査

長寿医療（後期高齢者医療）
制度の被保険者の方で、受
診を希望された方

診察、身体測定、血圧、尿検査、血液検査
1,000円

（生活機能評価健診
を同時に実施した
場合は無料）

1,000円
（生活機能評価健診
を同時に実施した
場合は無料）

※注　40歳の方、70歳以上の方、生活保護世帯の方は無料。
◆女性の検診

健診項目
対象者

（平成22年３月31日までに
対象年齢に達する方）

内　　　　　　　容

集団健診
（会場：各住民セン
ター保健センター等）

施設健診
（会場：指定医療機関）

料金（円） 料金（円）

子宮がん検診
①40歳
②21歳以上の奇数年齢の方
③21歳以上で昨年未受診の方

子宮頸部の細胞診 1,000円（注） 2,100円

骨粗しょう症検診
①40歳
②21歳以上の奇数年齢の方
③21歳以上で昨年未受診の方

足のかかとの超音波検査 500円（注）

乳がん検診
①40歳
②41歳以上の奇数年齢の方
③41歳以上で昨年未受診の方

視触診およびマンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
・40歳代　　２方向
・50歳以上　１方向

【岩代・東和地域のみ】
（40歳代）　2,500円
（50歳以上）1,800円

（40歳代）　1,800円
（50歳以上）1,500円

※40歳の方、70歳以上の方、生活保護世帯の方は無料。

◎問い合わせ…《各種がん検診、女性検診》健 康 増 進 課 予 防 係 ☎（55）5109
《 特 定 健 康 診 査 》国保年金課国保年金係 ☎（55）5106
《 長 寿 医 療 健 康診査》国保年金課医療給付係 ☎（55）5107
《 生 活 機 能 評 価検診》高齢福祉課介護保険係 ☎（55）5115
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◆集団検診
◎受付時間　午前８時～10時　（番号札は午前７時30

分から配付） 
◎検診はどの会場でもお受けいただけますが、対象地
区日の受診にご協力ください。

（安達地域）
月日 曜日 会　場 対　象　地　区　名

10月２日 金

安達
保健福祉
センター

馬出町・漆原町・八軒町・屋戸・台・
学校前

10月４日 日 該当日に受診できない方

10月５日 月 前作・北向・野辺・赤坂山・谷地・
一斗内・安達駅前・大森

10月６日 火 中ノ内・天月堂・硫黄田・油王田・
福岡・油井町・梨子木

10月７日 水 作・薬師堂・持東林・宮下・天皇舘・
智恵子の森

10月８日 木 後座内・赤木内・羽黒・渋川東・日向・
山ノ入・板橋・高砂・吉倉

10月９日 金 二本柳・渋川中央・畑根・山中・川原
田・松ノ木内

10月13日 火 １区～９区・入道谷・10～14区・22区
10月14日 水 15～21区・下川崎全地区

（東和地域）
月日 曜日 会　場 対　象　地　区　名

８月17日 月 戸沢住民
センター

太田地区　寺坂・小田・鷹１・鷹２・
白髭・綱木　戸沢地区　１区・羽山・
３区・４区

８月18日 火 戸沢住民
センター

戸沢地区　下田・川向・６区・７区・
８区・９区・10区・11区・12区・12区東

８月19日 水 太田住民
センター

太田地区　西谷・菅１・菅２・若１・
若宮・前石田・楽内・岩南・岩北・
布１・布２・深田・布４

８月20日 木 木幡住民
センター

木幡地区　治家・塩沢・石谷・折越・
田谷・松ヶ作・桜畑・梨木内

８月21日 金 木幡住民
センター

木幡地区　高槻・水舟・問屋・仲之内・
鍛冶山・坂之下・大実取・竹ノ内

８月23日 日 東和保健
センター 該当日に受診できない方

８月24日 月 東和保健
センター

針道地区　１区・２区・３区・４区・
５区・西ノ内・上ノ内、木幡地区　境田

８月25日 火 東和保健
センター

針道地区　五反田・９区・仲組・杉内・
入組・小手森・宮秋・大町

（二本松地域）
月日 曜日 会　場 対　象　地　区　名

８月26日 水 あだたら体育館 永田５～10区・杉田７区
８月27日 木 塩沢住民センター 塩沢３～11区
８月28日 金 石井住民センター 石井１～９区
８月31日 月 石井住民センター 石井10～１７区

９月１日 火 二本松福祉センター
亀谷・上口・親交・久保丁・
中央・銀座・真弓・塩沢１－
１区

９月２日 水 二本松福祉センター 竹田・根崎・塩沢１－２区

９月３日 木 二本松福祉センター 郭内１～４部会・塩沢２区・
成田４区

９月４日 金 二本松福祉センター 郭内５～９部会・塩沢12区・
成田６区・本町西

９月７日 月 岳下住民センター 高越・原セ
９月８日 火 岳下住民センター 永田１～４区・成田１・７・８区

９月24日 木 二本松保健センター 成田５・10・11・12区松岡・
金色

９月25日 金 二本松保健センター 若宮・成田２・３区
９月26日 土 二本松保健センター 該当日に受診できない方
９月27日 日 二本松保健センター 該当日に受診できない方

９月28日 月 杉田住民セン
ター体育室

杉田１－１・１－２・２－１・
２－２・３－１・６－１・
６－２・６－３区

９月29日 火 杉田住民セン
ター体育室

杉田３－２・３－３・４－１・
４－２・５・８区

９月30日 水 大平住民セン
ター体育館 大平１～６区

10月１日 木 大平住民セン
ター体育館 大平７～14区

（岩代地域）
月日 曜日 会　場 対　象　地　区　名

10月19日 月 旭住民センター 田沢
10月20日 火 旭住民センター 茂原・百目木
10月21日 水 新殿住民センター 杉沢・東新殿
10月22日 木 新殿住民センター 西新殿・上太田

10月23日 金 岩代保健センター 成田・初森・小浜第一・反町・
鳥居町

10月25日 日 岩代保健センター 該当日に受診できない方
10月26日 月 岩代保健センター 長折中部・上長折・藤町・新町

10月27日 火 岩代保健センター 西勝田東部・西勝田西部・
下長折

◆子宮がん・乳がん施設検診　
指定医療機関名 受付曜日 子宮がん検診受付時間 乳がん検診受付時間

社会保険二本松病院
（電話）23－1231 右の欄に記載 月～金

８：30～11：30

月・火・木
８：30～10：00

水・金
８：30～10：00
13：30～15：00

土川産婦人科医院
（電話）22－0035

月～金
木は午前のみ

９：00～12：00
14：00～18：00

土 ９：00～12：00
14：00～17：00

本田レデイスクリニック
（電話）22－0301

月～土
火・木は午前のみ

９：00～12：00
14：00～18：30

枡 記 念 病 院
（電話）22－3100

月～土
水・木・土は午前のみ

８：30～11：30
13：30～17：00

渡　辺　医　院
（電話）62－3000

月～土
水・土は午前のみ

９：00～12：30
14：00～18：00

谷　　病　　院
（電話）33－2721

月～土
土は午前のみ

９：00～12：00
13：30～17：00

９：00～12：00
13：30～17：00

平成21年８月１日（土）～平成22年２月28日（日）

◆子宮がん・骨粗しょう症（車輌）集団検診日程
地　区　名 実　施　日

二 本 松 地 域 ９月17日
安 達 地 域 ９月18日
岩 代 地 域 ９月24日
東 和 地 域 ９月28日

◆乳がん（車輌）集団検診日程
地　区　名 実　施　日

岩 代 地 域 ９月30日、10月８日
東 和 地 域 10月７日、10月20日

＊子宮がん・骨粗しょう症検診、乳がん検診の（車輌）
集団検診についての対象地区等は広報8月号に掲載
予定です。


