
各医療機関で受診する集団検診で受診する

月 日 場　　所 検診項目 受付時間

７月 
5日㈮ ＪＡあなん北部支店

・胃がん（バリウム）
・肺がん
・前立腺がん
・肝炎ウイルス

〔下記は受診券をお持ちの方のみ〕
・特定健診
・後期高齢者医療制度健診

8:30〜9:30

18日㈭ 那賀川公民館
29日㈪ 羽ノ浦公民館

８月 20日㈫ 羽ノ浦公民館

10月
4日㈮ アグリあなん
7日㈪ 加茂谷総合センター
11日㈮ 福井公民館

11月
7日㈭ 新野公民館
11日㈪ ＪＡあなん阿南支店

12月
12日㈭ 那賀川社会福祉会館
13日㈮ ＪＡあなん北部支店
20日㈮ ＪＡあなん椿事業所

②ＪＡ各支店等 ※混雑する可能性があります。当日受診者多数の場合、
がん検診につきましてはお断りすることがありま
すのでご了承ください。

検診項目 実施時期 実　　　　施　　　　機　　　　関 検 診 結 果

肝炎ウイルス
（Ｂ型・Ｃ型） ７月～９月 市内医療機関 医療機関に出向き

確認してください。
前立腺がん

胃がん

バリウム
検査

７月～９月
天羽クリニック、生野外科胃腸科、岩城クリニック、島内科眼科医院、玉真病院、富永
医院、原田病院、廣瀬医院、益崎胃腸科内科医院、松﨑内科医院、三谷内科、宮本病院、
村上内科外科医院

保健センターから
個人通知します。
（結果通知は、１
カ月以上かかるこ
とがあります）

胃カメラ
検査

（２年に１回）

７月～
令和２年２月

市内  阿南医療センター、和田胃腸科内科医院
※阿南医療センターおよび和田胃腸科内科医院は完全予約制です。医療機関へ予約する

前に、必ず保健センターへがん検診の受診券を持参し、問診票を取りに来てください。

医療機関から
個人通知します。

市外  市外の指定医療機関は完全予約制です。指定医療機関名は、保健センターへお
問い合わせください。医療機関へ予約する前に、必ず保健センターへがん検診の受診券
を持参し、問診票を取りに来てください。

乳がん
（２年に１回）

７月～９月 木下産婦人科内科医院、是松医院、三谷内科、村上内科外科医院、森本内科胃腸科

７月～
令和２年３月

阿南医療センター※要予約（☎28－7777）です。実施日時はお問い合わせください。
岩城クリニック（月曜日を除く平日の10:00〜13:00に実施）※要予約（☎23−5858）
市外の指定医療機関は完全予約制です。指定医療機関名は、保健センターへお問い合わ
せください。医療機関へ予約する前に、必ず保健センターへがん検診の受診券を持参し、
問診票を取りに来てください。

子宮頸がん
（２年に１回）

７月～
令和２年３月

阿南医療センター、木下産婦人科内科医院、森本内科胃腸科
※阿南医療センターは要予約（☎28－7777）です。実施日時はお問い合わせください。
市外の指定医療機関は完全予約制です。指定医療機関名は、保健センターへお問い合わ
せください。医療機関へ予約する前に、必ず保健センターへがん検診の受診券を持参し、
問診票を取りに来てください。

大腸がん
10月～
12月15日

市内医療機関（広報あなん10月号に掲載） 医療機関に出向き
確認してください。

《要予約》

検診項目 対　象 検診の内容 各医療機関 集団検診 検診料０円となる方

肝炎ウイルス
（Ｂ型・Ｃ型）

40歳以上で今まで
受けていない方

血液検査

1,000円 600円 ●生活保護世帯
●市民税非課税世帯

前立腺がん 55歳以上の男性
1,000円
高齢受給者、
後期高齢者500円

1,000円
高齢受給者、
後期高齢者500円

●生活保護世帯

胃がん
※検査前日の21:00以降は飲食はやめてください。
※胃カメラは、胃の治療中の方は受けられません。

40歳以上49歳まで バリウム検査（Ｘ線）（１年に１回）
2,900円 900円 ●阿南市国民健康保険

被保険者
●高齢受給者
●後期高齢者医療被保
険者

●生活保護世帯
●市民税非課税世帯

50歳以上の方
バリウム検査か胃カメラ
検査が選択できます。

バリウム検査（Ｘ線）（１年に１回）
胃カメラ検査（２年に１回） 4,100円

肺がん 40歳以上の方 胸部Ｘ線検査
痰の細胞診検査（必要な方）

Ｘ　　　線　200円
喀痰該当者　500円

大腸がん 40歳以上の方 便潜血反応（２日間検便） 1,100円 500円
骨粗しょう症 20歳以上の女性 Ｘ線検査（腕） 800円

乳がん
40歳以上の女性
（２年に１回）

視触診とマンモグラフィ（Ｘ線）
の併用検診 無料

無料
（マンモグラフィのみの検

診です）
●対象者の方すべて
（阿南市国民健康保険加入
者の方は必ず保険証をご持
参ください）子宮頸がん

20歳以上の女性
（２年に１回） 視診・内診・子宮頸部の細胞診 無料

歯周病 40歳以上の方 歯と歯ぐきの隙間の深さを測る検査 無料 ●対象者の方すべて

Ｑ.検診の内容と自己負担金額は？
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Ｑ.がん検診に持っていくものは？
① 令和元年度がん検診等受診券

 （６月末に対象の方に届く赤いはがき）
② 健康保険等被保険者証、高齢受給者証、

後期高齢者医療被保険者証
③ 自己負担金
④ 健康手帳 （持っている方）
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がん検診に関する
問い合わせは

阿南市健康づくりセンター内
（宝田町荒井6番地１）

保健センター
（☎22－1590）へ

お問い合わせください。

後期高齢者医療
制度健診は 保険年金課 高齢者医療係（☎22－8064）へ

阿南市国保の特定健診は 保険年金課（☎22－1118）へ

※当日朝６時時点で阿南市に暴風・大雨・洪水のいずれかおよび
震災に関する勧告が発令された場合は中止です。

月 日 場　　所 受付時間・検診項目
７月 27日㈯ 羽ノ浦公民館　　　　♥

９:00〜10:00

・乳がん（30人）
・骨粗しょう症

13:00〜14:30

・乳がん（40人）
・骨粗しょう症
・♥印は子宮頸がん検診も実施

８月 7日㈬ 那賀川社会福祉会館　♥
９月 25日㈬ ひまわり会館　
10月 11日㈮ 健康づくりセンター

11月
6日㈬ 健康づくりセンター
17日㈰ 羽ノ浦公民館　　　　♥

12月 
4日㈬ 那賀川社会福祉会館　♥
17日㈫ 健康づくりセンター

令和２年１月 28日㈫ 健康づくりセンター
令和２年２月 14日㈮ 健康づくりセンター
令和２年３月 9日㈪ 健康づくりセンター

③婦人がん検診 ※乳がん検診のみ要予約
保健センターへご予約ください。（☎22−1590）へ

①公民館等

月 日 場　　所 検診項目 受付時間
７月 18日㈭ 羽ノ浦公民館

・胃がん（バリウム）
・肺がん
・大腸がん
・前立腺がん
・肝炎ウイルス
・★印は無料歯周病も実施

〔下記は受診券をお持ちの方のみ〕
・特定健診
・後期高齢者医療制度健診

  8:00〜11:00

８月
6日㈫ 那賀川社会福祉会館
20日㈫ 椿泊漁協
22日㈭ 健康づくりセンター　★

９月
11日㈬ 健康づくりセンター
26日㈭ ひまわり会館　　　　★

10月
17日㈭ 健康づくりセンター　★
26日㈯ 橘公民館

11月
16日㈯ 羽ノ浦公民館
28日㈭ 健康づくりセンター　★

12月 9日㈪ 健康づくりセンター

令和２年
１月 29日㈬

健康づくりセンター ・胃がん（バリウム）・肺がん・大腸がん   8:00〜11:00
加茂谷公民館 ・肺がん　・大腸がん 13:00〜14:00
長生公民館 ・肺がん　・大腸がん 15:00〜16:00

令和２年
２月 21日㈮

健康づくりセンター ・胃がん（バリウム）・肺がん・大腸がん   8:00〜11:00
津乃峰総合センター ・肺がん　・大腸がん 13:00〜14:00
新野公民館 ・肺がん　・大腸がん 15:00〜16:00

予約した方には各検診日の１週間前までに各種問診票、採便容器が自宅に届きます。
なお、下記の検診日以外は採便容器の提出はできません。※大腸がん検診は予約必須

〈受付は予約者優先です！〉
各検診日の２週間前までに総合健診センターへ
ご予約ください。（☎088－678－3557）

検診結果は約1カ月後に
郵送されます。

各医療機関の診療時間内に
行う検診です。

●胃がん検診の胃カメラ検査は２年に１回の検
診となります。胃カメラ検査医療機関への直
接受診は不可です。必ず保健センターに問診
票を取りに来てからご予約ください。

●子宮頸がん検診、乳がん検診は２年に１回の
検診となります。

●Ｘ線を使用した検診については、妊娠してい
る方はご遠慮ください。

●市民税非課税世帯および生活保護世帯の方は
お申し出ください。

●がん検診等の結果については、阿南市の保健
事業に有効利用する以外には使用しませんの
でご了承ください。

ご確認ください

【女性限定】

がん検診無料クーポン券

ＨＰＶ検査無料受診券

をご利用ください。

阿南市に住所を有しており、平成30年４月２日〜平成31年４月１日に
下記の年齢に達した方が対象です。

◆20歳：子宮頸がん検診
◇40歳：乳がん検診
◆30・35・40歳：ＨＰＶ検査　

※検査方法等くわしくは６月末に届く無料受診券をご参照ください。　

HPV…子宮頸がんの原因となる
ヒトパピローマウイルス

令和元年度

県下でも非常に安価
！
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