
 
 

   ※集団検診（役場・公民館等で受診する場合）※ 

以下の検診は健康保険の種類（社保・国保等）に関係なく受診できます 
令和３年度よりがん検診の申込み方法が変わりました。班回覧での申込書の配布・回収は 

ありません。役場健康づくり係（63-1140）までお申し込み下さい。 

検診の１週間前までには予診票等を郵送します。 

検診名 対象年齢 料金 検査内容 検診を受けられない方  検診日程・備考 

胃がん検診 

*（指針は５０歳

以上） 

４０歳以上 1,500円 
バリウムと発泡剤を飲んでのＸ線透視

撮影 

・妊娠中または妊娠の可能性がある方。 

・ﾊﾞﾘｳﾑｱﾚﾙｷﾞｰのある方。 

・１年以内に胃・大腸の手術（内視鏡に

よるポリープ切除等も含む）をした方 

９月３日（土） 

門川町役場 

（新庁舎） 

 

※国保さわやか健診、後期高齢

者健診、健康診査(４０歳以上の

生活保護受給者)と同時実施 

 

９月４日（日） 

１０月２２日（土） 

１０月２３日（日） 

１１月２６日（土） 

１１月２７日（日） 

１２月３日（土） 

 

７０歳以上 1,000円 

肝炎ウイルス検診 

（B型・C型） 

４０歳以上 700円 血液検査 

（C 型・B 型肝炎に感染している可能性

を調べる検査） 

今までに肝炎検診を受けたことが 

ある方。 ４０,４５,５０, 

５５,６０歳 
無料 

前立腺がん検診

(男性のみ) 
５０歳以上 1,000円 

血液検査 

PSA値測定 
 

胸部レントゲン 

検診 
４０歳以上 無料 

レントゲン検査・問診・二重読影・ 

喀痰検査（必要な方のみ） 
ヘリカル CT肺がん検診を受ける方。 

１０月に各地区を巡回します。 

日程は世帯配布します。(申し込み不要) 

大腸がん 

検診 

４０歳以上 500円 
便潜血検査(2日間) 

便の中の血液を調べ、大腸内の出血

の有無を調べる検査です。 

 

検診時に生理中の方。 

 

 

１０月の胸部レントゲン検診会場で回収します。 

検診日程は検査セットの中に同封します。ご都合のよい会場で提出して

下さい。８０歳以上の方は申込が必要です。 

４１歳 無料 

７０歳以上 200円 

ヘリカル CT 

肺がん検診 

５０歳以上 

完全予約制 
2,600円 

寝台に横になっている受診者の周りを

X線装置が回転して断層撮影を行いま

す。受診間隔：２年に１回、ただし喫煙

指数（喫煙本数×年数＝６００以上の

方は毎年受診可） 

・妊娠中または妊娠の可能性がある方。 

・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ装着者。 

・非喫煙者で、昨年度受診した方 

・胸部レントゲンを受診した方（する予定

の方） 

９月２日(金) 
ＡＭ 勤労者体育館センター(宮ヶ原) 

ＰＭ 旧役場南別館(本町) 

９月１２日（月） 旧役場南別館(本町) 

９月２０日（火） 旧役場南別館(本町) 

１０月２２日（土） 門川町役場（新庁舎） 

 

子宮頸がん検診 

２０歳以上 1,500円 

受診間隔：２年に１回 

子宮頸部の細胞を採取 

・昨年度 HPV検査も受診し、 

要精密検査となった方 

・検診当日に生理中の方 

※受診者が集中するのを避けるために、受付時間を指定して案内する 

１１月１日

(火) 

９：３０～１０：３０ サンシールさの 

１３：３０～１４：３０ 旧役場南別館（本町） 

１１月１１日

(金) 

９：３０～１０：３０ 旧役場南別館(本町) 

１３：３０～１４：３０ クリエイティブセンター門川(南町) 

１１月２９日

(火) 

９：３０～１０：００ 勤労者体育センター(宮ヶ原) 

１３：３０～１４：３０ 旧役場南別館(本町) 

ことがあります。 

２１歳 無料 

７０歳以上 1,000円 

HPV検査 

(子宮頸がん検診

と併用) 

クーポン対象者 

(30,33,36,・・・ 

66,69歳,69歳以

上は１回) 

1,300円 

ヒトパピローマウイルスの感染の有無

を調べる検査 

子宮頸がん検診と同時実施 

対象年齢外の方 

※70歳以上で一度も受診したことがな

い方は受診可（受診歴が不明な方は役

場までお問合せ下さい。） 

乳がん検診 

４０歳以上 2,500円 受診間隔：２年に１回 

※ただしクーポン対象者（４１歳）は 

昨年度受診していても受診可能。 

※完全予約制 

マンモグラフィ（乳房専用 X線撮影）、

超音波検査 

・昨年度受診した方 

・ペースメーカー装着者、シャント施行者、

豊胸手術をされている方、妊娠の可能性が

ある方 

※ただしクーポン対象者（４１歳）は 

昨年度受診していても受診可能。 

※完全予約制 

6月 7日

(火) 

ＡＭ 勤労者体育センター 
９月５日 

(月) 

ＡＭ 
海浜公園 

事務所(加草) ＰＭ 旧役場南別館 

６月１２日（日） 門川町役場（新庁舎） ＰＭ 旧役場南別館 

６月２５日（土） 旧役場南別館 １０月２３日（日） 門川町役場 

６月３０日（木） 旧役場南別館 １０月２７日(木) 旧役場南別館 

 １０月３０日(日) 門川町役場 

 

４１歳 

(クーポン対象者) 
1,000円 

７０歳以上 1,600円 

胃
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※個別検診（医療機関で受診する場合）※ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検診名 対象年齢 料金 検査内容 備考 

肝炎検診 
４０歳以上で 

肝炎ウイルス検診を 

受けたことがない方 

・国保さわやか健診、 

後期高齢者健康診査と同時：1,000円 

・肝炎ウイルス検診のみ：1,500円 

血液検査（B型・C型肝炎ウイルスに感染し

ている可能性を調べる検査） 

・受診歴を役場で確認し、受診歴のない方に予診票を郵送します。 

郵送された予診票を持って医療機関へ受診して下さい。 

・日向市東臼杵郡医師会協力医で受診可 

健康診査 
４０歳以上の 

生活保護受給者 
無料 

身体計測・血圧測定・検尿・血液検査・内科

診察など 

町内医療機関（日向病院を除く）、または集団健診で受診。 

生活保護受給者証の提示が必要。 

医療機関名 電話番号 検診曜日・時間 対象者・料金等 

千代田病院 
５２－７１１１ 

（予約不要） 

月・火・木・金 

（祝日を除く） 

８：３０～１１：００ 

・クーポン対象者(４１歳の方)のみ 

（生年月日：Ｓ５６．４．２～Ｓ５７．４．１） 

※クーポン対象者は昨年度（４０歳時）に 

受診していても受診可 

・料金：無料 

医療機関名 電話番号 曜 日 検診時間 料 金 

渡辺産婦人科 
57-1011 

(予約不要) 

月・火・金 
9:00～12:00  子宮頸部の細胞を採取 

 

・細胞診 

20歳以上 2,１00円 

70歳以上：1,400円 

・ＨＰＶ検査： 

細胞診の料金＋1,500円 

 

※HPV検査対象者 

30,33,36…63,66,69歳の方 

69歳以上は 1回 

70歳以上で一度も受診したこと

がない方は受診可） 

受診歴が不明な方は健康づくり

係までお問合せ下さい 

14:00～17:00 

水 
9:00～12:00  

15:00～17:00 

木・土 9:00～12:00 

柳    田 

産婦人科医院 

52-2950 

（予約不要） 

月・火・水・金 
9:00～11:30  

14:00～17:00 

木・土 9:00～11:00 

康    田 

産婦人科医院 

53-7788 

（予約不要） 
月～金 

8:30～12:00  

14:00～17:00 

医療機関名 電話番号 対象者・料金等 

木村歯科 ６３－６６６９ 

・クーポン対象者のみ 

(40,50,60,70歳の方) 

要予約 

・料金：無料 

・治療中、総義歯の方は対象外 

(治療後３か月経過していれば受診

可) 

たかはし歯科 ６３－０７２７ 

鈴木歯科 ６３－７６４８ 

前田デンタルクリニック ６３－２０６１ 

奈須歯科 ６３－６３５０ 

柳田歯科 ６３－４９７６ 

永田歯科 ６３－０８０８ 

子宮頸がん検診・HPV検査  期間：令和４年６月１日～令和５年１月３１日まで 

乳がん検診  期間：令和４年６月１日～令和５年１月３１日まで 

歯周病検診  期間：令和４年４月１日～令和５年２月２８日まで 

肝炎ウイルス検診・健康診査  期間：令和４年４月２５日～令和５年１月３１日まで 

 

◎検診対象年齢や検診料金は令和５年３月３１日時点の年齢で計算します。 

◎ヘリカル CT肺がん検診・乳がん検診は、時間予約制のため定員になり次第受付を締め

切ります。 

◎申し込み人数が少ない場合や天候等により、日程変更や中止になることがあります。 

◎検診を申し込まれた方へ…実施 7 日前までに、問診票・実施日・受付時間・検診場所

などを郵送でお知らせします。お知らせが届かない場合は健康づくり係までご連絡くだ

さい。 

◎がん検診の結果は、1ヶ月以内に受診者全員へ通知します。 

◎個人情報の取り扱いについては、プライバシー厳守の管理下で門川町が委託する検診

事業所に個人識別情報を提供します。 


