
肺がん検診 検診車での胸部レントゲン、指定医療機関での胸部ヘリカル
CT 検査のどちらかを選択してください。

○対象 40 歳以上
（65 歳以上は年１回の胸部レントゲン検査が義務付けられています）

○持ち物 成人健康診査受診券

冷川公民館

奴田場公民館

9:00 ～ 10:00

10:30 ～ 11:00

13:30 ～ 15:30 パサディナ公民館

５月15日（金）

大竹公民館8:00 ～ 10:00

５月18日（月）

●

保健福祉センター

平井公民館

8:00 ～ 10:30

13:30 ～ 15:00

木５月19日（火）

保健福祉センター

　〃

8:00 ～ 10:30

13:30 ～ 15:00

木５月20日（水）

仁田公民館

肥田公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 15:00

木５月21日（木）

鬢之沢公民館

軽井沢公民館

9:00 ～ 9:30

10:00 ～ 10:30

11:00 ～ 11:30 田代公民館

５月22日（金）

13:30 ～ 14:30

15:00 ～ 15:30

新田公民館

日守公民館

桑原公民館8:00 ～ 10:00

５月26日（火）

保健福祉センター

柏谷老人いこいの家

8:00 ～ 10:30

13:30 ～ 15:00

木５月27日（水）

間宮公民館

塚本公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 15:30

木５月28日（木）

ダイヤランドホール

畑公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 14:30

木５月29日（金）

ふれあいセンター

上沢公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 15:30

木６月２日（火）

保健福祉センター

柿沢台公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 14:30

15:00 ～ 16:00 畑毛公民館

６月３日（水）

農村環境改善センター8:00 ～ 10:00

６月４日（木）

保健福祉センター

新幹線公民館

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 14:15

木６月９日（火）

保健福祉センター

　〃

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 15:00

木６月11日（木）

保健福祉センター

　〃

8:00 ～ 10:30

13:30 ～ 15:00

木８月10日（月）

保健福祉センター8:00 ～ 10:30

８月 日（火）11 ８月 日（水）12
８月 日（月）17 ８月 日（金）28
９月１日（火）10月 日（金）16

検診車での胸部レントゲン撮影
～検診無料、申し込み不要です～

方 法 １

指定医療機関での
胸部へリカル CT検査

方法２

　胸部レントゲンより被ばく量が多

いため、昨年受けた人は医師の指示

がなければ検診車での胸部レントゲ

ン撮影を受けましょう。

※●は胃がんバリウム検査と同時に受診可能です

実施期間

６月１ 日（月）～ 10月31日（土）

指定医療機関

・NTT 東日本伊豆病院

・高橋クリニック（要予約）

※９月は実施しません。

・伊豆保健医療センター（要予約）

各医療機関の検診時間などの詳細は、

「成人健康診査受診券」に同封の「検

診のしおり」をご覧ください。

検診料

3,000 円

↑ヘリカル CT スキャン

胃がん検診

検診車でのバリウム検査

○対象 20 歳以上

○持ち物 成人健康診査受診券

○検診料 500 円

○申込み 成人健康診査受診券がない 20 歳～ 39
歳の男性は健康づくり課へお申し込みく
ださい。

※●は胸部レントゲン検査と同時に受診可能です

胃がんリスク検査

　胃がんなど胃の病気のなりやすさを分類する

血液検査です。胃粘膜の老化度と胃がん・胃炎・

胃潰瘍の原因といわれるヘリコバクター・ピロ

リ菌の感染の有無を調べます。

対象

・40 歳以上で平成 26 年度に「胃がんリスク

検査」を受診していない人で、次の①～⑤に

該当しない人

①ピロリ菌除菌治療を受けたことがある。

②胃の切除術を受けた。

③腎不全と言われている。

④２か月以内に胃酸分泌抑制剤を服薬している。

⑤食道、胃、十二指腸の症状がある、または治療中。

申込み・受診方法

・５月 25 日（月）以降に健康づくり課窓口

か電話でお申し込みください。申し込み後、

検査の説明と問診を行います。

・問診の結果で判断し、胃がんリスク検査受

診券を交付します。受診券の交付を受けたら

指定医療機関で検査を受けてください。

検査料

1,000 円

実施期間

６月 ～ 12月

持ち物

成人健康診査受診券、胃がんリスク検査受診券

注意事項

　この検査は、がん検診ではありません。胃が

んのなりやすさを判定するもので、Ａ判定の場

合も定期的な胃がん検診を受けてください。
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保健福祉センター8:00 ～ 10:30

５月 日（火）19 ５月 日（水）20 ５月 日（水）27
８月 日（月）10 ８月11日（火）

８月 日（月）17 ８月28日（金）９月 日（火）１
10月 日（金）16

８月 日（水）12

●

大竹公民館8:00 ～ 10:00

５月18日（月）

桑原公民館8:00 ～ 10:00

５月26日（火）

農村環境改善センター8:00 ～ 10:00

６月４日（木）

肥田公民館8:00 ～ 10:00

８月18日（火）

畑毛公民館8:00 ～ 10:00

８月19日（水）

ふれあいセンター8:00 ～ 10:00

８月26日（水）

上沢公民館8:00 ～ 10:00

８月27日（木）

柏谷老人いこいの家8:00 ～ 10:00

９月10日（木）

仁田公民館8:00 ～ 10:00

９月11日（金）

塚本公民館8:00 ～ 10:00

９月25日（金）

●

●

●


