
 
 

提出方法：提出用封筒に入れ、地区の健康協力員へお渡しください。 

※健康協力員の回収日に合わない場合は、直接さるびあ館または活き生きセンター

へ提出願います。申込みの有無に関わらず、必ず提出してください。 

提出期限：平成３０年１月２９日（月）まで 

平成30年度 

美里町各種検診について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成30年度各種検診申込書」をお渡しいたします。 

町で検診を受ける場合は「○」、受けない場合は、受けない理由の番号を記入し、提出していた

だくか、電子申請にて申込みください。 

※申込書の氏名については、平成29年12月1日付けで打ち出しております。 

転出者・死亡者についても打ち出しされている場合がありますが、ご了承ください。 

※電子申請については、次ページをご覧ください。 

問合先：健康福祉センターさるびあ館 32-2945 活き生きセンター 58-0636 

大切なあなたに 

お届けします！ 
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○申込書の書き方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

・乳がん検診 ：妊娠中・授乳中の方は通常の乳房の状態ではないため医療機関で検査をしてください。 

・子宮がん検診 ：妊娠中の方は、医療機関で検診をしてください。 

・胃がん検診 ：アレルギー体質で過去にバリウム・発泡剤・下剤で発疹等が出たことがある方は、検診

を受けることが出来ません。 

・脳 健 診 ：6月頃に対象者に申込書を配布いたします。 

 

○電子申請について 

電子申請の場合、申込書の提出の必要はありません。健康協力員へは電子申請したとお話しください。 

申込みの際、各種検診申込書に記載されている「基本コード」(マイナンバーとは異なります。)が必要とな 

ります。 

※電子申請の際には、お一人ずつの入力(申請)となりますので、世帯員が複数の場合、人数分の入力

(申請)が必要となります。 

「みやぎ電子申請サービス」で検索してください。町のホームページからアクセスすることもできます。

（携帯電話・スマートフォンにも対応していますが、場合によっては使用できないこともあります。） 

 

 

 

 

 

受診しないものは、受けない理

由の番号を記入します。 

町の人間ドックを申し込む場合は、「結核検診」、

「大腸がん検診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス

検診」、「前立腺がん検診」、「骨粗鬆症検診」には

「20」と記入してください。 

対象年齢外のものは 
「＊＊＊＊」となって 

います。 

受けない理由 

記入例 申込むものは「○」 
を記入します。 

QRコード 

 

みやぎ電子申請サービス 検索 

 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

町の検診以外で受ける場合（職場、学校、病院）は、１または２

の記入をお願いします。 
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○検診料金について  ※年齢は平成31年4月1日現在です 

無料になる方：４０歳、５０歳の方、生活保護世帯の方（脳健診、人間ドックは無料になりません） 

平成３０年度より、働き盛り世代の受診率向上に向け、検診料金が無料となる節目検

診の該当年齢、自己負担料金の見直しを予定しています。詳細が決まり次第、広報・ホ

ームページ等でお知らせします。 

○美里町の状況について 

 死亡原因の第 1位は悪性新生物

です。（図1） 

 悪性新生物においては男性の方

が女性より多くなっています。 

また、部位別にみると男女ともに肺

がん、大腸がん、胃がんが多い状

況です。（図２） 

しかし、がん検診の受診傾向とし

ては、性別では女性よりも男性の受

診率が低く、年代では４０歳代５０歳代の受診率が低くなっています。 

 積極的にがん検診を受け、がんの芽が育っていないか早期発見につとめ、がんから大

切な命を守りましょう。 

検診の対象年齢になったら、積極的にがん検診を受けましょう。 

（人） 

（図1） 

（図2） 
（人） 

女性より男性の方が

多い状況です。 



 
 

平成３０年度 健康診査・各種検診予定表 

※ 日程、料金については平成29年12月現在の予定であり、今後変更になる場合もあります。広報やホームページ、受診票等で検診日と会場を確認の上、お越しください。 

年齢は平成３１年４月１日現在です 

社保加入 国保加入

○胸部レントゲン撮影 結核検診を受けた40歳以上の方 負担なし 負担なし

○喀たん細胞診検査 50歳以上で喫煙指数600を超える方 700円 700円

○問診　○尿検査　○身体計測　○血圧　○診察

○血液検査　○腹囲測定　○心電図　○眼底検査 1,000円

（心電図、眼底検査は全員対象ではありません）

○問診　○尿検査　○身体計測　○血圧 30歳～39歳の希望者　 1,000円 1,000円 特定健診と同等の健診が受けられます。

○診察　○血液検査　○心電図　○眼底検査 40歳以上の生活保護世帯の方

（心電図、眼底は全員対象ではありません）
65～74歳で障害認定により
後期高齢者医療被保険者

○腹囲測定（腹囲は30歳代のみ実施） 75歳以上の希望者

前立腺がん検診 ○血液検査 50～74歳の希望者(男性） 1,000円 500円 対象年齢以外でご希望の方は、全額自己負担となります。

大腸がん検診 ○便潜血反応検査 40歳以上の希望者 800円 300円 自宅で2日間便を容器に採って提出します。

○問診　○口臭測定　○そしゃく検査 30・40・50・60・70歳の方 負担なし 負担なし

○口腔内診査　○歯みがき体験 20歳以上で上記年齢以外の方 500円 500円

次の項目に該当する方は受診できません。

○胃部のレントゲン撮影

・バリウムを飲み、胃の透視撮影を受けます。

心臓、腎臓、胃腸疾患等で治療中の方は主治医にご相談ください。

○30歳代　超音波検診 30歳以上の希望者（女性）

○40～64歳　乳房X線撮影２方向 　　　　　・30～40歳は毎年検診

○65歳以上　 乳房X線撮影１方向 　　　　　・41歳以上は２年に１回

※各年代とも、視触診はありません （41歳以上は奇数年齢対象）

○問診　○超音波検診　○膣鏡診

○頸部がん検診

○体部がん検診（該当する方のみ）

骨粗鬆症検診 ○超音波法による骨量測定 20～70歳の希望者(女性) 1,000円 1,000円 かかとで骨量を測定します。痛みはありません。

○問診　○尿検査　○身体計測　○血圧　○診察

○血液検査　○腹囲測定　○心電図　○眼底検査　

○大腸がん検診　○胃がん検診

○前立腺がん検査（男性）

○骨粗鬆症健診（女性）

○胸部レントゲン撮影　○腹部超音波検査

脳健診 ○MRI（磁気共鳴画像）による頭部断層撮影検査 45～60歳の希望者 申込書は対象者に6月頃に通知します。
仙台星陵
クリニック

9月～1月

職場や学校等で受けない19歳以上
の希望者

調整中

4月～1月

宮城県対がん協
会がん検診セン

ター
10月～11月

35～65歳の希望者 20,000円程度 16,000円程度

35、40、45、50、55、60歳 16,000円程度 11,000円程度

1,000円
生涯で一度の検査となります。一度受けた方は受診する必要はあり
ません。

・健康福祉
センター

・各地区コミュニ
ティセンター
・活き生きセンター

小牛田地区
4月23日
～28日

南郷地区
5月30日
～6月2日

・妊娠中、妊娠の可能性がある方
・腸閉塞になったことのある方
・過去に下剤、発泡剤、バリウム等でアレルギー症状が出た方

人間ドック

２か所で実施します。いずれかを選択して申込ください。
①美里町立南郷病院
②対がん協会検診センター（仙台市）：送迎バスが出ます。
　オプションで子宮頸がん検診、乳がん検診を同日に受ける
　ことができます。
申込書の結核検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検
診、骨粗鬆症健診、肝炎ウイルス検診の欄には、理由「20」と記入し
てください。

美里町立
南郷病院

・健康福祉センター

・活き生きセンター 9月20、21日

子宮がん検診 20歳以上の希望者（女性）
頸部3,500円
体部3,500円

頸部2,500円
体部2,500円

妊娠中は原則として主治医で検診をしてください。
頸部がんは20～40歳の若い年代で増加がみられますが検診で早期
に発見し治療すればほぼ治ります。定期的に検診を受けましょう。

・健康福祉
センター
・活き生き
センター

10月下旬

肝炎ウイルス検診 ○B・C型肝炎ウィルス検査(血液検査)
40歳以上で肝炎ウィルス検診を受

けたことがない方
1,000円

7月中旬乳がん検診
　30歳代3,000円
40～64歳4,000円
65歳以上2,300円

　30歳代2,000円
40～64歳3,000円
65歳以上1,300円

妊娠中、授乳中は正常な乳房の状態ではないため、医療機関で検
査をしてください。
41歳以上の方は奇数年齢の方が対象になります。毎月1回の自己
検診で乳房の状態を確認しておくことが異常の早期発見に役立ちま
す。

・健康福祉
センター
・活き生き
センター

歯周疾患健診
健診で口の中の状態と普段の歯磨きをチェックし、口の健康を保ち
ましょう。

胃がん検診 35歳以上の希望者 2,500円 1,500円

美里町国保加入の40～74歳の方
(社保の方は各保険者毎実施）

一人でも多くの方の生活習慣病予防を目指すため、対象者全員に
受診票を配布します。健診の結果、メタボのリスク数に応じて特定保
健指導を行います。

健康診査
負担なし 負担なし

高血圧・糖尿病・脂質異常症などですでに通院されている方は、主治
医とご相談ください。

日程

結核検診 ○胸部レントゲン撮影
19～39歳500円
40歳以上：負担なし

19～39歳500円
40歳以上：負担なし

結核は今でも日本最大の感染症です。65歳以上の方は年に1回、結
核検診を受けましょう。
喀痰細胞診検査は結核検診を受けた方で対象になる方には、検診
当日に受付で声をかけさせていただきます。申し込みは取っていま
せん。 ・健康福祉

センター
・各地区コミュニ
ティセンター
・活き生き
センター

5月8日
～28日

9月20日
21日

肺がん検診

特定健康診査

検診項目 内容 対象年齢
検診料金（自己負担予定額）

備考 会場

※歯周疾患健診は、

各会場で1回程度
実施します


