
令和４年度　琴浦町検診計画表

＊年齢は令和５年３月31日時点の年齢です。
＊年齢対象外の方が受診される場合は、検診委託料金を全額負担していただきます。
＊生活保護世帯の方は、自己負担金を還付しますので、自己負担金領収証を添付して役場すこやか健康課で申請手続きをしてください。
＊この表をよく見えるところに貼って、１年に１回は必ず検診を受診しましょう！

３．各種がん検診内容・対象者・個人負担金　※加入している医療保険にかかわらず町民の方ならどなたでも受けられます。
検　診　名 検　診　内　容　等 対　象　者 個人負担金（円）　受診者が支払う金額 検診委託料

（町が支払う金額）年齢区分 一般の方 JA女性会員
肝炎ウイルス
検査

集　団
セット検診 　血液検査でＢ型・Ｃ型肝炎ウイルスの有無を検査します。 ４０～６９歳

※過去に受けていない方 ４０～６９歳 7００ 2,６４０

胃がん検診

集　団
セット検診
（バリウム）

　バリウムを飲用後にテレビモニターで観察しながらＸ線撮影し、胃の状態を検査します。
※定員があります。定員を超えての受付はお断りします。（午前・午後ともに４０人） ３０歳以上

３０～６９歳 1,5００ 1,2００
7,7００

7０歳以上 8００ 5００
医療機関
委託検診
（カメラ）

　�カメラを口または鼻から食道→胃の中に入れ、先端についている超小型カメラで胃の
中の様子を画像に映し出して観察します。

４０歳以上
（３０歳～３９歳の方はこの
検診を受診できません。）

４０～６９歳 1,5００ 1,2００
11,7３０

7０歳以上 8００ 5００

大腸がん検診

集　団
セット検診 　便の表面の血液反応を調べる簡単な検査です。

　�検体容器は検診当日に検診会場にて渡します。採便棒で便の表面をこすり容器に入れ、指定日に本庁舎・
分庁舎に提出します。（代理の方でも検診容器をお渡し出来ます。） ３０歳以上

３０～６９歳 5００
1,7６０町　内

巡回検診
窓口配付 　便の表面の血液反応を調べる簡単な検査です。

　６月１日（水曜）～12月28日（水曜）までの期間、役場窓口で容器を渡します。 7０歳以上 ３００

医療機関
委託検診

　便の表面の血液反応を調べる簡単な検査です。
　�検体容器は検診当日に医療機関にて渡します。採便棒で便の表面をこすり容器に入れ、指定日に医療機
関に提出します。

４０歳以上
４０～６９歳 ６００

2,1００
7０歳以上 ４００

前立腺がん検診
集　団

セット検診 　血液検査で前立腺特異抗原（PSA）を測定します。
　特定健診・後期高齢者健診を受診される方はあわせて受診されることをおすすめします。 5０歳以上の男性

5０～６９歳 7００ 2,2００

医療機関
委託検診 7０歳以上 ４００ 2,３1０

子宮がん検診

集　団
セット検診

子宮頸部がん検診
　�子宮の入り口をブラシで擦って細胞を取り、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。
※定員があります。定員を超えての受付はお断りします。（午前・午後ともに5０人） 頸部がん

2０歳以上の女性

2０～６９歳 1,４００ 1,1００ 頸部　４,９5０

医療機関
委託検診

子宮頸部がん検診
　子宮の入り口をブラシで擦って細胞を取り、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。 7０歳以上 7００ ４００ 頸部　8,2６０

医療機関
委託検診

子宮体部がん検診
　�子宮内部（子宮体部）の細胞を取り、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。
　＊子宮体部の検査は不正出血があるなど医師が必要と判断した人のみが対象です。
　＊この子宮体部がんの検診は医療機関のみの受診となります。

体部がん
※�2０歳以上の女性のう
ち医師が検査の必要
があると認めた方

2０～６９歳 1,６００
体部　5,72０

7０歳以上 8００

乳がん検診

集　団
セット検診

　�技師による乳房のレントゲン撮影（マンモグラフィー検査）ガラス板で乳房
を挟み、レントゲン撮影をし、�異常がないか調べます。

※定員があります。定員を超えての受付はお断りします。(午前・午後ともに３5人） ４０歳以上の女性
昨年度受けていない方

４０～６９歳 1,６００ 1,３００ ４０～４９歳 5,5００
5０歳以上 ４,４００

医療機関
委託検診

　�技師による乳房のレントゲン撮影（マンモグラフィー検査）ガラス板で乳房
を挟み、レントゲン撮影をし、�異常がないか調べます。 7０歳以上 8００ 5００ ４０～４９歳 5,４1０

5０歳以上 5,1００

肺がん・結核
検診

集　団
セット検診

　�胸部のレントゲン撮影（間接撮影）と喀痰検査（ハイリスク者で希望する人）を実施します。喀痰検
査は検診当日に容器を受け取り、指定日に本庁舎・分庁舎に提出します。
【ハイリスク者とは】
・タバコの喫煙指数600以上（１日喫煙本数×喫煙年数）で50歳以上 ４０歳以上

たん：ハイリスク者のみ

４０～６４歳 Ｘ線 ３００
Ｘ線　1,３2０
たん　2,8６０

たん 8００
町　内
巡回検診 ６5歳以上 Ｘ線 無料

たん ４００

医療機関
委託検診

　�胸部のレントゲン撮影（直接撮影）と喀痰検査（ハイリスク者で希望する人）を実施します。
　喀痰検査は、医療機関の指示ににより容器を受け取り提出します。

４０～６４歳 Ｘ線 1,４００
Ｘ線　5,６1０�
たん　2,8６０

たん 8００

６5歳以上 Ｘ線 7００
たん ４００

【問合せ先】琴浦町役場すこやか健康課　TEL：５２－１７０５
FAX：４９－００００

２．国保特定健診・後期高齢者健診・基本健診（満19歳～39歳までの方）・特定健診（国保以外の保険証をお持ちの方）の内容・対象者・個人負担金

健　診　名 健　診　内　容　等 対　象　者
個人負担金（円）受診者が支払う金額 健診委託料

（町が支払う金額）年齢区分 負担金

国保特定健診
集　団

セット検診 ★�メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）及びその予備群の発見に着目
した検査です。
★�後期高齢者健診にあっては、介護予防を目的とした加入者の栄養状態および
筋力が低下した状態の発見もあわせて行われます。
①身体計測（体重・身長・腹囲測定）②血圧測定③血液検査（脂質検査、血
糖検査、クレアチニン検査、肝機能検査、尿酸）④尿検査（尿蛋白、尿糖）
⑤診察⑥貧血検査�⑦医師が必要とした場合（心電図、眼底検査）
※後期高齢者健診に眼底検査はありません。
※�定員があります。定員を超えての受付はお断りします。（午前・午後ともに70人）

特定健診は、40歳以上の方全員が対象の健診です。
毎年必ず受けましょう！

４０～7４歳の国保加入者全て
（健診当日の満年齢）

４０～６９歳 1,０００ 集　団
セット検診 ６,85３

中部医療機関
委託検診 7０～7４歳 5００ 中部医療機関

委託検診 8,8３０

後期高齢者健診
集　団

セット検診 75歳以上の方全て
（健診当日の満年齢） 75歳以上 5００

集　団
セット検診 ６,85３

中部医療機関
委託検診

中部医療機関
委託検診 8,8３０

基本健診 集　団
セット検診

1９～３９歳の方全て
（健診当日、受付にてお申し込みください。） 1９～３９歳 1,8００ 集　団

セット検診 ６,６００

特定健診
（国保以外）

集　団
セット検診

４０～7４歳の被扶養者全て
（健診当日の満年齢）

※�一部の保険証では受診できない場合
があります。

－
医療保険者ごとに異なり
ます。ご加入の医療保険
者にお問合わせください。

集　団
セット検診

医療保険者ごと
に異なります。

≪国保以外の医療保険加入者で特定健診をお受けになる方へ≫
　現在あなたが加入されている医療保険者から健診に関する通知と併せて受診券が送付されます。　　　　　
　�特定健診は集団セット検診でも受診できます（一部医療保険者を除く）が、医療保険者が委託契約している医
療機関で受診することができます。委託契約している医療機関や個人負担金など詳しくは加入されている医療
保険者に直接ご確認ください。

１．検診項目・検診日・検診会場　（検診日・会場等は都合により変更する場合があります。）
検　診　名 検　診　項　目 検　診　日（予定） 検　診　会　場（予定） メ　　　モ

集団セット検診
（平　　日）

特定健診・後期高齢者健診�
基本健診
肝炎ウイルス検査�
胃がん検診（バリウム検診）�
大腸がん検診�
肺がん・結核検診�
子宮がん検診
乳がん検診�
前立腺がん検診�

６月 ６日（月曜）・７日（火曜）・２０日（月曜）・２１日（火曜）
役場分庁舎（赤碕1140－1）７月 １１日（月曜）

８月
１７日（水曜）午前
２９日（月曜）・３０日（火曜）・３１日（水曜）

役場本庁舎（琴浦町保健センター）
� （徳万591－2）

10月 １１日（火曜）・２８日（金曜）・３１日（月曜）
12月 ６日（火曜）・１９日（月曜）
１月 １６日（月曜）・１７日（火曜）午前

※集団セット検診では上記の全ての検診が受診できます。
集団セット検診
（休　　日） 平日集団セット検診と同様

１１月６日（日曜）午前 役場分庁舎（赤碕1140－1）
１１月２０日（日曜） 役場本庁舎（琴浦町保健センター）（徳万591－2）

レディース検診
子宮がん検診
乳がん検診

※午後のみの実施です。

８月１７日（水曜）午後 役場分庁舎（赤碕1140－1）
１月１７日（火曜）午後 役場本庁舎（琴浦町保健センター）（徳万591－2）

医療機関委託検診

国保特定健診
後期高齢者健診 ５月～２月 中部地域内の病院・医院

※受診券と一緒に対象医療機関の一覧を送付します。 前立腺がん検診 ６月～２月 中部地域内の病院・医院
※受診券と一緒に対象医療機関の一覧を送付します。

子宮がん検診 ６月～２月
あけしまレディースクリニック・打吹公園クリ
ニック・藤井政雄記念病院・はまよしレディー
スクリニック・厚生病院・レディースクリニッ
クひまわり小笹産婦人科

胃がん検診（胃カメラ検診）
※40歳以上の方 ６月～２月 中部地域内の病院・医院

※受診券と一緒に対象医療機関の一覧を送付します

乳がん検診 ６月～２月 赤碕診療所・清水病院・藤井政雄記念
病院・野島病院・厚生病院

大腸がん検診 ６月～２月 中部地域内の病院・医院
※受診券と一緒に対象医療機関の一覧を送付します。 肺がん・結核検診 ６月～２月 中部地域内の病院・医院

※受診券と一緒に対象医療機関の一覧を送付します。

町内巡回検診 大腸がん検診
肺がん・結核検診

10月13日（木曜） 赤碕地区、成美地区、安田地区、以西地区の各地区公民館や町施設
10月17日（月曜）
10月18日（火曜）午前 古布庄地区、上郷地区、下郷地区、浦安地区、八橋地区の各地区公民館や町施設

各種検診結果について
　琴浦町では、一部事務を鳥取県国民健康保険団体連合会に委託しており、検診結果を提供することとして
おります。また、鳥取県では各種検診をよりいっそう受診しやすく的確な内容に改善していくため、検診の
結果や精密検査を受けられた方の結果を収集し、鳥取県・鳥取大学医学部・鳥取県医師会で構成される「鳥
取県健康対策協議会」で分析・検討することとしています。ご了承くださいますようお願いいたします。

子宮頸部

子宮体部

ペースメーカー装
着又は豊胸手術を
実施した方はご遠
慮ください。

十分な睡眠は心と体の栄養です。
睡眠キャンペーンイメージキャラクター
「スーミン」

ドックター55
検診推進キャラクター

fukushi
取り消し線


